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　戸田市内で約50年間、理髪店を営む両親
の背中とお客様を見て育った私は、いつも

「笑顔」に囲まれてきました。そして、美容師やPTA会長、社会福祉士として、
人の笑顔をやりがいに地域で活動してきました。また、教育の現場ではス
クールソーシャルワーカー（SSW）として、貧困、虐待、いじめやひきこもり等
から、子どもたちの笑顔を守るために真正面から向き合いました。これらの
社会的な課題は地域から解決していかなければならないと痛感しました。

　未来を担う戸田っ子たちが笑顔になれば、家族が笑顔になります。家族が笑
顔になれば、地域が笑顔であふれます。地域が笑顔であふれると、街の未来が
輝きます。私はそのような「輝くまち戸田」をつくりたいとの想いで市政にチャ
レンジし、市議会に送り出していただきました。
　引き続き、戸田っ子の笑顔のために全力で活動してまいります。皆様のご意
見をぜひ、私、あそう和英にお聞かせいただき、
ご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

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！

戸田市議会議員 無所属
2020年11月発行　戸田市議会議員（無所属）あそう和英レポート

地域の皆様からのお話を伺い、実
際に現場に足を運び、政策提言に
繋げていくことを心がけていま
す。子どもを安心して育てられる
地域づくりのために、「子ども見守
り隊」の活動も続けていきます。 和英

ひ でか ず

あそう
戸田っ子の笑顔に

あそう和英の写真日記
現場主義で
活動しています!

あそう和英の「全力政策25」とこれまでの取り組みは中面へ！

Facebook
更新中!!

■昭和43年生まれ 牡牛座 A型
■市立笹目小学校・美笹中学校卒業
■県立大宮高校卒業 ■法政大学工学部（経営工学科）卒業
●平成3年 山一證券㈱に入社 → バブル崩壊で挫折、両親と同じ理美容業界へ
●平成10年 美容室「VASE」を市内に開業 → 地域の皆様に支えられて現在22年目
●平成27年 戸田市スクールソーシャルワーカーに就任 → 福祉の専門家として、
子どもをとりまく生活・家庭環境の相談・支援に従事 （平成28年9月退職）

●平成29年～ 戸田市議会議員、市議会会派「戸田の会」幹事長

【身長・体重】180cm・73kg  【家族】妻、息子 、猫
【趣味】ソフトバレーボール  【特技】バルーンアート
【資格】美容師、社会福祉士、精神保健福祉士、防災士
■令和元年～ 笹目6丁目 町会長
■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

ごあいさつ

ホームページをご覧ください！！

あそう和英 検索

連絡先 あそう和英後援会事務所

あそう和英公式WEBサイト

新型コロナウィルスへの
取り組み

新型コロナウィルスが世間を騒がせてい
る現在、私の所属する会派では緊急会議
を開き、2月20日に菅原市長へ５項目の要

望書をいち早く提出。2月26日には北戸田駅で「コロナウィルス感染症
対策レポート」を会派の仲間と共に市民の皆様へ手配りしました。
また、4月7日に第２弾、5月21日に第３弾、7月31日には6項目33事項
の多岐にわたる第４弾要望書を追加提出しました。より一層の対策強
化を求めています。市民の皆様には、適切に判断し行動できるよう正確
な情報をお伝えするとともに、一刻も早い収束を願うばかりです。

あそう和英の基本姿勢

全力で取り組みます

小さなお子さんからシニアの方まで、市
民の皆さんのお役に立てるよう、自ら汗
を流します。いかなる課題に対しても、正
論を主張し全力で取り組みます。

誠実に向き合います

積極的に市民の皆さんのご意見を伺い、 
一つひとつ誠実に向き合います。多様性
を大切にし、謙虚に正直に、市民の皆さん
と共に課題に取り組みます。

市民感覚で活動します

生まれ育った戸田が、皆さんに愛される
街であり続けるよう、政治家の視点に加
え、市民の皆さんの代表として、いつまで
も市民感覚を大切にします。

戸田っ子たちの笑顔のために

　2017年に初当選し、市民の皆様のご支援をいただきながら、

市議会議員として政策の実現に向けて全力で活動してまいりました。

　取り組んできた課題の中には、比較的早期に実現するものがある

一方、実現には長い時間や調整を要するものがあることを実感いたし

ました。例えば河川に関わる課題は、近隣各市および県との連携が

必要です。また、子どもの安全対策は、より広い視点で継続的に対応

していくことが欠かせません。

　任期中にできたこと、できなかったことがありますが、私の掲げる

「全力政策25」の実現には、まだまだ時間が必要な取組もあります。

　今後とも、全力で取り組んでまいりますので、引き続き皆様のご支

援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

できたこと。できなかったこと。

戸田マルシェくらふとカーニバル 笹目川秋フェスタにて 台風19号のパトロール

参院補欠選挙応援 彩湖道満復旧作業 大野知事・菅原市長と 消防出初式にて 喜沢小地区餅つき

議場のバリアフリー前進 コロナ禍の中の入学式 健康まもるくんと 笹目コンパルの七夕 陸上自衛隊大宮駐屯地視察

漕艇場藻刈り 会派でコロナ対策レポート配布 子ども食堂フォーラム参加 土のうステーションの設置 金野県議と駅頭活動

子どもの安全 見守り隊
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　あそう和英さんの議員としての強みは美容院経営や町会活動、
ＰＴＡなどの現場に立脚しているところです。 常に地域の声を大切
にした政策提言は新型コロナウイルス対策でも大いに参考にさ
せていただきました。そして社会福祉士として市内初のスクール
ソーシャルワーカーを歴任するなど教育と福祉に関する豊富な
経験と知識は他の追随をゆるさないものがあります。 誰もが親
しみやすい人柄で困っている人を見ると放っておけない熱血漢。
会派の幹事長としても信頼を集めていま
す。これからの戸田市政に欠くことのでき
ない人材、あそう和英さんの次の挑戦に
皆様のご支援を賜りますよう心からお願
いいたします。

戸田市長 菅原 文仁

あそう和英さんを応援しています！

政策討議資料



子ども会やＰＴＡ、子ども福祉の専門家として、現場で活動してきました。
未来につながる戸田のために、教育や子育て環境を充実させていきます。

教育と
子育て

● 子育て・教育相談支援の強化
● ひとり親の子育て・就労支援
● DV・虐待防止、子どもの貧困対策
● いじめ撲滅、不登校支援策の推進
● 小中一貫教育の推進

政
策

美容師、社会福祉士、精神保健福祉士としての経験を活かして、
だれもが住み慣れた地域で不安なく暮らせる戸田をつくります。

福祉と
医療

● 受動喫煙防止対策の徹底
● 地域包括ケアシステムの推進と充実
● 障がい者支援、バリアフリーの推進
● 生活困窮者の自立支援
● 健康長寿のまちづくり

政
策

経営者として顧客満足を追い求めてきました。市民目線で無駄を省き、
質の高いサービスを生み出し、行政と議会の改革を進めます。

議会と
行政

● 市民目線で議会改革推進
● 予算配分・執行のチェック体制強化
● 行政手続きワンストップ化の推進
● 身を切る改革で、市民参加を促進
● AI等を活用した行政サービスの質向上

政
策

豊かな自然と地域の絆で育ちました。ふるさと戸田がもっと魅力的で
住みやすく誇れる街になるために、市民が地域で活躍できる場をつくります。

地域と
緑

● 公園リニューアルの推進
● 市民ニーズにあった公共施設の整備
●  tocoバスの利便性向上、高齢者の移動支援
● 自治基本条例の推進で地域の絆を強化
● 地元企業への優先発注と企業誘致の推進

政
策

子ども見守り隊や防災士として、暮らしの安全・安心を見つめてきました。
犯罪や事故をなくし、災害に強いまちにします。

安心と
安全

● 防犯カメラ設置の徹底
● 防犯・防災・消防・救急救命力強化
● 災害時避難所運営体制の整備
● JR市内各駅へのホームドア設置
● 自転車道の拡充、交通安全対策

政
策

オリジナルキャラであるカエルの「かえろう君」と
「カエルンちゃん」には、学校や遊びに出かけた子
ども達が楽しく過ごした後、無事に家に「帰る」と
いう想いが込められています。かえろう君とカエ
ルンちゃんは、市民の皆様に私の政治活動を楽
しくわかりやすくお伝えする手伝いしてもらう良
き相棒です。私共々よろしくお願いいたします。

キャラクター紹介

あそう和英が市議として掲げている５つのテーマ、そしてそのテーマに紐づく５つの各課題。これがあそう和英の「全力政策25」です。
定例市議会での一般質問など、その政策実現に向けたこれまでの取り組みの一部をここにご紹介します。

和英
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子ども達の日常生活の悩みやいじめ、
虐待、貧困などの問題を保護者や教員
と協力して解決するスクールソーシャ
ルワーカー（SSW）の増員を求めたよ。

そうだね。植栽での分煙ではなく完全
分離を強く求めてきたよ。巡回指導の
強化や、喫煙制限区域での喫煙やポイ
捨てへの罰則も必要なんだ。

水害対策は防災備蓄品の管理や避難
訓練、避難所運営、溢水、内水被害など、
課題が山ほどあるんだ。災害時の対策
本部機能強化も引き続き求めていくよ。

子どもたちを受動喫煙から守るため
に、歩行喫煙に対しては、強制力のある
ルールが必要だと強く要望したことで
変わったこともあるんだ。

タブレットやインターネットなどを活用
したICT教育や、不登校児の学習の保
障や居場所となる学習機関の整備を
積極的に要望してきたね。

スクールソーシャルワーカーの増員
あそう
の

取り組み 学びの多様性の推進
あそう
の

取り組み さくら川通学路の安全対策
あそう
の

取り組み

受動喫煙防止対策の徹底
あそう
の

取り組み 国民健康保険料の段階的値上げの見直し
あそう
の

取り組み
戸田市ポイ捨て等及び
歩行喫煙をなくす条例に罰則を

あそう
の

取り組み

ワンストップ窓口、行政手続きのオンライン化・簡素化の推進
あそう
の

取り組み 市職員のワークライフバランスの推進
あそう
の

取り組み

さくら川景観・水質の維持管理
あそう
の

取り組み 高齢者・障がい者への地域生活支援の推進
あそう
の

取り組み
あそう
の

取り組み

見守り防犯カメラの設置
あそう
の

取り組み 美女木八幡歩道橋の防犯対策
あそう
の

取り組み
あそう
の

取り組み 水害時の対策強化

ふるさと祭りを市役所で再開催したい

SSWは、2020年現在では、3名に増え
たんだ。今後も継続的に注視して取り
組んでいくよ。

戸田市では、連絡手段の充実や学習支
援など、産官学民とも連携して研究を
進めていくことになっているんだ。

パトロールの強化、カーブミラーや防
犯カメラの設置など、国土交通省にも
働きかけていただいているよ。

2020年10月1日から駅前喫煙制限区
域での喫煙に過料が科せられる事が
決まったのよね。

さくら川沿いの歩道のない危険な道が、
通学路になっているんだよ。子どもたち
の安全のために対策を求めてきたよ。

桜の名所(美笹の桜)ともなっているさ
くら川沿いを安心して散歩できるよう
遊歩道整備を今後も要望していくよ。

SSWが増えたら子どもたちの問題解
決もスムーズになりそうだね！

駅前の受動喫煙の防止対策の徹底を
取り上げてきたね。

美女木八幡交差点の歩道橋は薄暗く
てちょっと怖いメージがあったよね。

引き続き市民の健康増進と人に優しい
駅前づくりを進めていきましょう。

子ども達が健康で過ごせる街がいいね。

通学路でもあるし安全第一がいいわ。

荒川氾濫に備えて水害対策が必要ね。

カエルにも安心な街にしてほしいな。

学力向上と合わせて、厳しい境遇にあ
る子ども達の居場所の整備も必要ね。

そういう身近な課題は、地域の人たち
から積極的に要望することも大事ね。

水質改善や、高樹齢の桜の植え替え、
遊歩道整備を求めてきたね。

スーパーや商店が撤退している地域な
ど、地域差がでてきているみたいだね。

戸田ふるさと祭りを市役所で開催した
いという根強い要望があったわね。

例えば高齢者のゴミ出しや買物など、
困っている方たちが増えているんだ。

河川改修後の遊歩道整備、水の浄化や
川底のヘドロの除去など色々な取り組
みが進んでいるよ。

多くの皆さんの声を届けなくてはと思っ
て強く要望してきたよ。その結果2019
年に実現したんだ。

桜の名所として整備していきたいね。

デジタルトランスフォーメーションという言葉を最近聞いたわ。

行政窓口で住所や名前を何度も記入したり、担当課ごとに身分証
明書を提示することがあるよね。そのようなムダを無くしたいんだ。

よく知っているね。AIの導入やオンライン化で、手続きの簡素化や
ワンストップで手続きが完了するよう要望しているところだよ。

まだまだ設置数は、足りていないんだ。
安心して生活するには、地域の安全が
不可欠！今後も強く要望していくよ。

市内全小学校区の通学路を中心に約
20台の防犯カメラが設置されるんだ。

市職員さんのワークライフバランスの推進も求めてきたわね。

市職員さん達にもホワイトな環境でお仕事していただかないとね。

そうだね。これからの時代に合った働き方を推進するために、市長
自ら先頭に立って実践していくとの回答をいただいたんだ。

皆さんの楽しむ姿が印象的だったね。
民間サービス任せにせず、困っている
方への支援体制を充実させていくよ。

地域の安全は、強く要望してきたね。

国保の赤字解消計画で、加入者の保険
料が上がっているね。加入者の負担が
増えていることが気になっているんだ。

一般会計からの赤字分、約13億円を減
らすため、加入者の保険料で賄おうと
しているんだ。負担が増えないように、
市や国に対して声をあげていくよ。

国の方針に則って、市民を交えた国保
運営協議会で話し合われているね。


