あ そう 自然災害で日ごろから避難訓練をしているように、有事の緊急事態に
も備えを怠らず、どんなささいなことでも想定をし、準備をすること
で、命が助かる可能性を高めていかなければならないと考える。起こ
りうる災害が想定内であるよう努力の継続をお願いする。

あ そう 自治会・町会などの地域のイベントを掲載することは？

2018年5月発行

担当者 町会・自治会のイベント情報を発信することは、市民に町会・自治会の
活動を知っていただく機会となり、町会・自治会の活動支援につなが
る。
町会・自治会から掲載希望があった場合には対応していきたい。
あ そう 小中学校の行事などを掲載することは？

弾道ミサイル落下時の
行動について

Jアラート (例)直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の
中、又は地下に避難してください。ミサイルが落下する

からの緊急情報を瞬時に伝える「Jアラート」を活用して、防災行政
無線で特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、緊急速報

メッセージが流れたら

落ち着いて、直ちに行動してください。

メール等により緊急情報をお知らせします。

❶速やかな避難行動
❷正確かつ迅速な情報収集
行政からの指示に従って、落ち着いて行動してください。

国民保護ポータルサイト

屋外に
いる場合

それ以外の建物でも構いません。

建物が
ない場合

事前に確認しておきましょう。

屋内に

http://www.kokuminhogo.go.jp/shiryou/
hogo̲manual.html

いる場合

ミサイル落下時には、こちらから政府の対応状況をご覧になれます

ホームページ
www.kantei.go.jp/

Twitterアカウント

首相官邸災害・危機管理情報

@Kantei_Saigai

近くの建物の中か
地下に避難。

(注) できれば頑丈な建物が望ましいものの、近くになければ、

武力攻撃やテロなどから身を守るために

首相官邸

会には毎月の詳細な行事日程などを掲載した「学校だより」を回覧、周
知している。従い情報掲載は考えていない。

ものとみられます。直ちに避難してください。

弾道ミサイルは、発射からわずか10分もしないうちに到達する可能
性もあります。ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、国

担当者 学校では、年度当初に保護者等に向け、年間の行事計画表を配布し、町

近くに
ミサイル
落下！

物陰に身を隠すか、
地面に伏せて頭部を守る。
窓から離れるか、
窓のない部屋に移動する。

●屋外にいる場合：口と鼻をハンカチで覆い、現場から
直ちに離れ、密閉性の高い屋内または風上へ避難する。

これから
あ そう 学校行事に関する情報は就学前の幼児や高学年の小学生が、
行くであろう学校へ前もって何度も行くことは、良いことであると思
う。
イベントカレンダーを活用するお考えはないか？
担当者 学校行事を仮にイベントカレンダーへ入力する場合は、システム上、
学
校ではできず、教育委員会で入力することになる。学校への負担、間違
った情報が掲載されたりする可能性があり掲載は難しい。

担当者 ウェブ・アクセシビリティ※の基準であるＪ
ＩＳ規格への対応を行い、等
級ＡＡを達成している。平成32年のホームページ作成ソフトウェアの
更新に合わせ、
イベントカレンダーへ載せる仕組みに関することや、見
る人に対する魅力的な工夫などについても研究していきたい。
※
「ウェブ・アクセシビリティ」
HPの利用にあたり年齢や身体的制約のある方や不慣れな方であっても、誰もがウェブで提供され
ている情報にアクセスし利用できることに配慮したホームページ制作

担当者 平成29年4月から12月までの調査では、不登校の数は小学校が20名、
中学校が98名。小学生はやや増加傾向、中学生は減少。教育委員会で
は、教育センターにステップ教室を設置。
ステップ教室には様々な学年
の児童生徒が入級していることから個に応じた指導を行っている。
あ そう 県の平均と比べても不登校の人数が多いと感じる。原因は？
担当者 不登校の要因には友人関係をめぐる問題、学業の不振、家庭に関わる
状況が調査においてあげられるが、それらの要因が複合しているケー
ス、本人や保護者も学校に行けない理由が分からないというケースが

あ そう 埼玉県のHPでも県民トップのページからイベントカ
レンダーを見ることができるが、ジャンル別に見た
り、検索ができたり、表示の形式も戸田市のような一
覧の形式だけではなく、日曜から土曜までのカレン
ダー形式や、地図上にイベントが表示されるなど、市
民の欲しい情報が好きな表示方法で見つけられる工
夫がなされている。ぜひ、
ご参考にして欲しい。

多い。対策を打てば大幅に改善されるという単純なものでもなく、個
別の事案に応じて、適切に対応することが最も重要。
あ そう 不登校児童・生徒への初期対応と継続した対応は？
担当者 欠席の場合家庭と連絡を取り合い、担任などが必ず所在と欠席の理由
を確認。欠席が続く場合はチームを作り、家庭訪問や教育相談を行い、
児童生徒の状況を継続的に把握している。

質疑応答
から

担当者 教育相談体制強化のため、チームの司令塔としての役割を担
う。関係機関を適切にコーディネートし、不登校、いじめ等の多
様な相談ニーズに対応する。学校や関係各所と調整を行い、柔
軟できめ細やかな対応ができるゼネラリストとしてのスキルも
重要。

イベントカレンダーの活用

市内のイベント情報が戸田市HPのイベントカレンダー
で確認できないことも…。
さらに充実させて
「つかえる！」
と思われるようなイベントカレンダーにするべきだね。

かえろう

あ そう HPにあるイベントカレンダーへの掲載はどうなっているか？
イベント所管課の判断により、
担当者 掲載する行事内容は、
担当者が所属長の承認を得て掲載している。

発行：あそう和英後援会 〒335‑0034 埼玉県戸田市笹目6‑3‑4 TEL／FAX 048‑422‑0757
ホームページ：https://asokazuhide.com/
メールアドレス：info@asokazuhide.com

ことは不可。
イベントを告知したい場合、
イベントへの市の関与の度合
等、
所管当課の判断により登録することは可能。

あ そう 不登校の現状と対策については？

一般質問
から

【略歴】笹目小・美笹中・大宮高校・法政大学卒業
【資格】美容師、
社会福祉士、
精神保健福祉士、防災士
■笹目6丁目「子ども見守り隊」副隊長 ■美容室VASE代表 ■戸田美容組合副支部長 ■元戸田市公立学校 PTA 連合会副会長
■元美笹中PTA会長 ■元戸子連笹目支部長 【身長・体重】180cm・70kg【趣味】
ソフトバレーボール【家族】妻 、息子（高3）

担当者 市のホームページのため、市民の方、または市民団体が直接登録する

スクールカウンセラーが小学校（拠点校）に配置されて
一年が経つけれど、不登校が県平均を超えているんだ。
教育相談支援体制をさらに充実させる必要があるね。

教育機会相談コーディネーターとは？

プロフィール

あ そう 市民の方、
または市民団体などの主催イベントを掲載可能か？

あ そう 今後、見やすさの追求、載せる仕組み、
見る人に魅力的な工夫について

あそう家の猫です♡

ひで

戸田っ子の笑顔に

入手できるためには、
イベントカレンダーとの連携は重要である。実現
には、新たな費用負担が発生することから、次回の改修のタイミング
で本機能についても検討の俎上に載せていく。

て室内を密閉する。

不登校が県平均超え

あ そう

あそう和英
かず

担当者 tocoぷりを一つの「地域情報の発信窓口」とし、市民が必要な情報を

内閣官房国民保護ポータルサイトより

一般質問
から

戸田市議会議員 無所属

あ そう tocoぷり
（戸田市公式コミュニティアプリ）
とイベントカレンダーの連
携については？

●屋内にいる場合：換気扇を止め、窓を閉め、目張りをし

3月議会

戸田市議会議員（無所属）あそう和英レポート 第2号

市民の皆さま、こんにちは。いつも温かいご支援をいただき、誠にありがとうございます。おかげさまで市議会議員2年目に入りました。
1年目を振り返りますと、皆さまからいただくご相談を受けながら、皆さまにお約束したことを実現するため、議会内外で積極的に提案、

ごあいさつ

活動をしてまいりました。実現できること、できないこと、ゆっくり進めなければならないこと、無理なこと、焦らないことなど、様々学ん
だ1年間でありました。2年目は、1年目の反省を生かしながら、頑張ってまいります。まだまだ至らないところが多いと思いますが、引き
続き、
「戸田っ子の笑顔に全力」のテーマで取り組んでまいります。変わらずのご指導、ご鞭撻のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

S
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戸田市に新市長誕生！
！

県議時代からお世話になり、応援をさせていただいてきた菅原文仁氏が、第4代
戸田市長に就任されました。早速、市長を表敬訪問して参りました。戸田市は、20
年ぶりに新市長を迎え、新たに動き出しております。若手職員とのランチなどは、
「顔が見える市長」を目指されている菅原市長らしい取り組みだと感じます。菅原
市長と共に市民生活の向上を目指し、議会の一員としての職責を果たしていく決
意を新たにいたしました。

実現
H30.4/1〜彩湖・道満グリーンパーク内の
しました
早朝通過交通対策が実施！

〜美女木地区の方からのご相談を受け、
実現いたしました〜
大宮バイパス周辺の渋滞を避けるため、早朝、南門から東門までの公園
内の道路を通り抜ける車両が多く、お散歩をする市民の方々と、通学時
間の子どもたちの安全が脅かされていました。この度、市民の安全確保

あそうの

眼

菅原市長を表敬訪問

戸田市長選挙の応援

菅原市長が掲げる公約のいくつかは私の目指すところでもあります。子育てを通して感じてきたこと、社会福祉士、精神保健福祉士、防災士
であるがゆえに考えること、地域で生活をしてきて感じることなど、様々多岐にわたります。例えば、●子どもの貧困対策の徹底●多様な教
育機会の充実●将来を見越した健全な学習環境の確保●ひとり親の子育て・就労支援の充実●福祉ワンストップ窓口の設置●独居高齢
者の見守り体制の充実●通学路への防犯カメラの設置●救命救急職員・消防団員の増員●防犯性に優れたまちづくりの推進●受動喫煙
防止の推進●地域包括ケアシステムの構築●健康長寿サポーターの増員●スマートウェルネスシティを目指す●公園改修計画の策定●駅
ホームドアの設置要望●東京オリンピック2020に関わる取り組み●市内スポーツ施設の増改修●町会と行政の役割分担の見直し●行

のためもあり、月曜日から金曜日の平日、開門から午前8時まで車両「通

政・議会改革の推進などです。また、高齢者の移動に関しては、シルバーパス導入などにも注目していますが、tocoバスで足りない部分を

り抜け」禁止が実施されています。

補う、第3の交通手段というのも考慮していく必要があると感じています。

あそう和英の
写真日記

ご支援をお願いいたします！
あそう和英の活動を支えていただける方を募集していま
す。事務所でのお手伝い、政策レポートのポスティング、
あそう和英を友人・知人にご紹介いただくなど、どんなこ
とでもかまいません。是非、お力をお貸しください。郵送、
お電話、
メール（info@asokazuhide.com）にて受け付
けています。
市政に関するご意見もお待ちしています！

編集後記

２年目も

一生懸命
がんばります！
！

人命救助訓練

会派「戸田の会」で駅頭

第1回情報交換会

北戸田住宅祭り

幼稚園、保育園の運動会

ボート試乗

戸田マラソンに参加

いじめ撲滅月間チラシ

上田清司埼玉県知事と

美笹中の入学式

4月から一人息子が高校3年生になり、
子供の成長とともに親として子育ての

課題とレベルが上がっていくのを感じています。悩みつつ
も、時には友達にアドバイスをもらいながら子育てを楽しん
でいます。ちなみに小4の頃から反抗期が終わらない息子で
す。そろそろ・・・(^-^)

政策討議資料

議会では、とても身近
な生活に関わること
が話し合われている
んだ。壇上に上がるの
は毎回、緊張するけれ
ど、
応援よろしく！

2017年度

あ そう 一部において桜以外の樹木がところどころに生えており景観を損ねて
いる。平成21年の定例会以降さくら川の桜以外の樹木の撤去対応はど
のようにしていたのか？

学びの多様性

何らかの事情で登校できない子どもが増えているんだ。
不登校児童生徒が学校以外の場所での適切な学習活動
を、
どう支援するのかが重要だよね。

に撤去をしていく。
あ そう 樹齢40年を越えているさくら川の桜の良好な景観を維持するために、
桜の植えかえなどに関する管理計画を立てては？
かえろう

担当者 河川未改修の区間が60％ある現状としては、
桜の植えかえの計画を検
討するのは、少し時期が早い。定期的な剪定業務や河川巡視を行い適

小学校に専任のスクールカウンセラーを3名配置。スクールソーシャ
ルワーカーも1名増員。

あ そう これまでさくら川でどのような水質改善の対応に取り組んだのか？
担当者 水質改善の取り組みは2点。1点目は礫間処理施設で、微生物の働きで
分解浄化された水を放流、
2点目は川底にたまったヘドロまじりの土砂
の除去。

あ そう 不登校児童生徒はどのように学校とつながり、学習しているのか？
担当者 学校では担任などから連絡。放課後のみ登校できる児童生徒に学習指
導。
また保健室やさわやか相談室で対応。さらにステップ教室を設置。
あ そう 教育相談やステップ教室等にかかわれていない児童生徒の状況は？
担当者 教員、相談員による家庭訪問や教育相談、配布物の届け。スクールソー
シャルワーカーの相談や支援。家庭とのつながりを保つための働きか
けを継続的に行っている。

あ そう さくら川は桜スポットとして
既に戸田市の名所の一つで
ある。継続的に、多角的な観
点から環境の整備を行ってい
ただきたい。

9月議会

あ そう 自宅や学校以外でのＩＣＴによる支援の可能性は?
担当者 家庭学習支援ができると考えているが家庭の
ＩＣＴ環境が整っていなければ使えないため、
そのような課題も含め今後も研究を進める。
あ そう 公立夜間中学やホームスタディー制度、フリースクールなどを活用し
て、
将来、子供たちが自立できるよう学びの多様性を推進してほしい。

質疑応答
から

担当者 保護者や地域住民とお互いの情報や課題を共有し、これからの
時代の子供たちを育てることが導入の目的。平成29年4月から
始まり、平成30年度に全ての小中学校への導入へ。学校応援団、
ＰＴＡ等は、各々の代表が学校運営協議会に参加。小中一貫教育
の観点から、地域の実態に応じて小中学校合同で協議会を開催
するといったことも考えられる。

一般質問
から

カエルン

魅力あるさくら川に
美笹の桜は桜の名所で、春には多くの人がこの場所に来
るよ。遊歩道の整備、水質改善、桜（樹木）の管理が徹底さ
れると、
さくら川の魅力はもっと増えるんじゃないかな！

あ そう さくら川の整備計画はどのように進められてきたのか？
担当者 河川改修を優先的に進めており平成28年度末で、3,400メートルのう
ち、
全体の40%にあたる約1,360メートルが改修済み。
あ そう 河川改修を優先としているが、上部公園開園にあたり利用者の利便性、
周辺住民の安全確保を目的とした遊歩道整備も優先的に実施しては？

一般質問
から

児童虐待への取組み

学校での人権教育は「いじめ」関係が主になっているん
だ。
「 児童虐待」についても、子ども達に教育をすること
が、
虐待予防や早期発見に効果的ではないかな。

担当者 当該箇所での事案の相談はなし。
しかし歩道橋付近で不審者が目撃さ
れたと連絡。とだピースガードメールを配信、パトロールの強化を要
望。
国土交通省へ連絡をとり、
防犯対策に係る打ち合わせを始めた。
あ そう 今後の防犯・安全対策については？
月ごろから青パトから降車し、歩道橋を徒歩でパトロールするように
指示。各町会パトロールの際の重点場所として情報提供し、
防犯上の施
設改善等については、国土交通省に要望していきたい。
あ そう 歩道橋周辺での防犯パトロールを重点的に実施しているので抑止効果
は日常的に高くなってきている。さらにカーブミラー・防犯カメラなど
防犯機器の設置を検討しては？
担当者 カーブミラー、防犯カメラの設置については、以前より国土交通省に
要望しているが、保守管理、設備上等の課題があるとのことで快い回
答はもらえていない。改めて国土交通省と協議していきたい。
あ そう 防犯対策をしていただき、犯罪も減ってきている。絵や標語などを季節
ごとに飾り、
明るいイメージにしては？
担当者 地元の皆さんにとって危険な場所として認識さ
れている。歩道橋を明るくしてイメージアップに
つながるような取り組み、国土交通省との話し合
いの中で提案していきたい。
最新情報 看板が付け替えられ、清掃されました。

防犯カメラの設置台数についてはどのように
考えているのか

質疑応答
から

担当者 児童虐待への対応は、
県・市が作成したマニュアルなどを活用し全教職
員で共通理解を図り、早期発見、早期通告に努めている。教職員が虐待

担当者 町会・自治会あたり3台までとさせていただいている。町会によ
ってはもっと設置したいとの意見もあるが、各町会に均等に配
分するため、
今回は御理解をいただいている。

や兆候に気づいた場合、児童生徒・保護者に確認、他の教職員と協議。
虐待が疑われる場合、児童虐待防止法第6条に基づき迅速にこども家

あ そう 虐待の判断については？
担当者 児童虐待の判断については、市及び児童相談所がマニュアルに沿って
行う。虐待通告があった場合、予備調査とリスク評価等とともに、48時
間以内に子供の安全確認。子供、保護者、関係者から事実確認を行い、
総合的に児童虐待について判断する。

一般質問
から

楽しい上部公園へ
荒川水循環センター上部公園が2018年の7月にオープン
予定だよ。パークゴルフ場ができる他、地域の子どもたちが
育てて植えたどんぐりの森もあるんだ。

発に努める。

効であると考えている。
※一部のIP電話はつながりません。
※通話料がかかります。
厚生労働省ホームページより

担当者 埼玉県警や道路管理者と協議を行い、交通規制や路面標示の設置な
ど、
必要に応じた安全確保を図っていく。
あ そう パークゴルフ場を含む上部公園の運営については？
担当者 上部公園の運営については、平成22年の暫定開設より市直営による業
務委託で運営。
今後も市直営による業務委託を考えている。
あ そう どんぐりの森は、市内の公園で子供たちがドングリを拾い、地域の小学
校生を中心に苗まで育て、苗とともに成長した中学生が植樹した公園
である。
戸田市の自慢のスポットの1つとなることを
期待している。地域の声を大切に、整備を要
望する。

上部公園パークゴルフ場（ホール数：18）
使用料：1日900円、
半日500円
（4時間以内）、
1回300円
営業時間：4/1〜10/31 午前9時〜午後5時まで

2018年
7月10日
オープン
予定

11/1〜 3/31 午前9時〜午後4時まで
シャワー、ロッカー完備、多目的トイレ、
授乳室完備、駐車場あり

12月議会

Ｊアラートへの対応
4〜5分の間に避難を完了しなければならないので、避難の
選択肢をふやして、特に現場でベストな避難策が講じられ
るよう環境を整えておくことが大事よね。

あ そう Ｊアラートを受信した場合、公共施設は一時避難所として活用できるか？
担当者 状況により公共施設を一時的に避難のため利用していただくことは、
弾道ミサイルから身を守る有効な手段と考えている。
あ そう 小中学校においてはどのような対応を行っているのか？
担当者 学校安全マニュアルにおいて、児童生徒の避難誘導等の安全確保。
Ｊア
ラートが発信されたとき、内閣府が定める避難ができるよう指導。日ご
ろから家庭で話し合いを持っておくよう啓発をしている。
あ そう 学校開放時の校舎・校庭利用団体への対応について？
担当者 毎月開かれている学校開放運営委員会において学校開放利用団体と
学校側で、有事の際の対応等について話し合いをしていただくよう通
知。危機管理監及び教育委員会から示された方針などを、全利用登録
団体にも周知し、安心して施設を利用できるよう努めていく。

あ そう 小中学校での児童虐待についての啓発は行なっているのか？
担当者 全教育活動を通じて、人権意識や規範意識を育てる教育を行ってお
り、児童虐待については、特に人権教育における重要課題の一つとし
て、発達段階に応じて学ぶ。今後も発達段階に配慮しながら、教育と啓

1年目は議会広報委員でした。
「議会だより」
作成に携わっていました。表紙は、私が撮影
した写真が、連続3回選ばれました。モデル
さんに感謝です！

あ そう 周辺道路の安全確保は？

一般質問
から

あ そう 学校、
こども家庭課、児童相談所等との取り組みや連携については？

庭課、児童相談所、必要に応じて警察に通告。スクールソーシャルワー
カーも活用して、先ほどの機関との連携を行なっている。

カエルン

担当者 パトロールの重点場所に指定し、パトロールを毎日数回と増加。本年6

あ そう

担当者 一連区間の河川改修が完了した段階で遊歩道整備に着手するのが有
あ そう 上部公園の活用が進められている今が、周辺整備を行っていく良い機
会である。地域の方々からの要望もある遊歩道の整備、延伸について
は、
改めて地域の御意見を参考に再検討を要望する。

平成13年12月に開通した美女木八幡交差点歩道橋は通
学路としても使われているけれど、人通りも少なく暗くて
怖いイメージ。安心して歩けるよう、
早急な安全対策を！！

あ そう 現状の防犯・安全対策については？

切に対処する。※一般的にソメイヨシノの寿命は60年ほど

担当者 不登校児童生徒数は、小学生が14名で、中学生が113名。今年度から

コミュニティスクール推進事業導入については？

美女木歩道橋の安全

一般質問
から

担当者 調査の上、撤去したと聞いている。現在も必要に応じて、流れの阻害に
なる樹木の撤去をしている。景観を損ねるような樹木は改修工事の際

あ そう 戸田市の不登校の現状と対策は？

あ そう

ひで

あそう和英の議会報告

6月議会
一般質問
から

かず

議会は市役所で開か
れているわ。傍聴は8
階で受け付けている
の。かえろうと一緒に
見に行ったのよ。パソ
コンでは録画も見ら
れるし、議事録でも確
認できるのよ。

あ そう 災害時の避難場所としての活用が地域の要望としてあるが？
担当者 地震の場合、この公園は、地震発生後に県の安全性の判断が出るもの
で（閉鎖される場合もある）避難所としては難しい部分もある。風水害
発生時には、県の施設なので保安上、夜間は施錠による管理を行って
おり、夜間立ち入りが難しい。避難所として
は、現在のところは難しい部分がある。
しか
し、ソーラー発電備蓄スペース等の設置等の
機能も持たせていきたいので、避難場所とし
ての活用は県並びに所管課と密に連絡を進
めながら慎重に調整していきたい。

あ そう Ｊアラートが発信された場合の避難訓練を実施したとのことだが、ど
のように行われたのか？
担当者 学校では実際のＪアラートの音を児童に聞かせ、カーテンを閉める、窓
から離れ教室の中央に集まる、机の下に頭を入れるといった避難行動
を行った。学校では毎年避難訓練を行っているので、
Ｊアラートを想定
した初めての訓練でも、
混乱なく素早い行動がとれている。
あ そう なるべく早く全校でＪアラートを想定した避難訓練を行って欲しい。ミ
サイルの衝撃波でガラスが飛んでくることを考えると脅威に感じる。
最近は、刃物も通さない防じんの布もあるそうなので防災頭巾など、
今後そういう布の活用なども要望する。
裏面へつづく▶

