全 力で

取り組みます

誠 実に

向き合います

市民感覚
で活動します

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。
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。
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。
かず

ひで

あそう和英プロフィール

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！

あそう和英さんを応援しています！
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

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。

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。

防災士、町会長、美容師として精力的に活動されていますが、
その根底にあるのは
「皆さんを“笑顔”にしたい」
という熱い思い
です。誰かの“笑顔”のために全力で取り組み、ご意見対応や
ボランティア活動を人一倍頑張っていました。議会でも、教育・
福祉・防災の専門家として鋭い提案を重ね、生まれ育った戸田

Facebook
更新中!!

への地元愛に溢れていました。
あそう和英
さんは戸田市政にぜひとも必要な人材です。

戸田市議会議員 無所属

あそう和英さんの2期目への挑戦に皆様
のご支援を賜りますよう、私からもお願
い申し上げます。一緒に頑張りましょう！

埼玉県議会議員 こんの桃子

あそう和英後援会事務所

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6-3-4

【TEL／FAX】048‑422‑0757

【メールアドレス】info@asokazuhide.com

あそう和英

様を見て育った私は、いつも
「笑顔」に囲まれてきました。

ような「輝くまち戸田」をつくりたいとの想いで市政に

あそう和英さんは、市議会議員、社会福祉士、精神福祉士、

あそう和英公式WEBサイト

戸田市内で約50年間、理髪店を営む両親の背中とお客

地域が笑顔であふれると、街の未来が輝きます。私はその

あそう和英さんは市政に必要な人材です！

連絡先

ごあいさつ

検索

https:// asokazuhide.com/

政策討議資料
ホームページを
ご覧ください！
！

あそう
和英
かず

ひで

子どもの安全

見守り隊

戸田っ子たち の
笑顔 のために

■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

戸田っ子の笑顔に

あ そう和 英の 基本姿勢

子どもの安全

見守り隊

ひで

かず

あそう和 英 の

5
テーマ
つの

5
全力政策

政策25

つの

α

かえろう

+

カエルン

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。
戸田を皆さんの笑顔と活力で溢れるまちにするため、
政策の実現に向けて全力で取り組んでまいります。

教育と子育て

安心 と 安全

議会 と 行政

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。

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。
犯罪や事故を防止し、災害に強いまち
にします。

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。

子育て・教育相談支援の強化

防犯カメラ設置の徹底

市民目線で議会改革推進

ひとり親の子育て・就労支援

防犯・防災・消防・救急救命力強化

予算配分・執行のチェック体制強化

小中一貫教育の推進

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。

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

地 域 と緑
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。

身を切る改革で、市民参加を促進

新型コロナウイルスはまだまだ警戒が
必要です。
ワクチンが開発されても、
これ
からはウイルスと共存していく時代を見
据えていかなければなりません。

公園リニューアルの推進

飲食店支援・中小企業経済対策

地域包括ケアシステムの推進と充実

市民ニーズにあった公共施設の整備

財源確保と機動的な財政出動による支援

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

健康長寿のまちづくり

政策

政策

生活困窮者の自立支援

tocoバスの利便性向上、高齢者の移動支援

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。

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

コロナ対策

受動喫煙防止対策の徹底
障がい者支援、バリアフリーの推進

現場主義で
活動しています!

行政手続きワンストップ化の推進
AI等を活用した行政サービスの質向上

番外編

福祉 と 医療

災害時避難所運営体制の整備

政策

いじめ撲滅、不登校支援策の推進

政策

政策

DV・虐待防止、子どもの貧困対策

あそう和英の写真日記

新しい生活様式の周知と定着推進
医療・相談体制の周知と強化
コロナ禍における地域活動の推進

