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戸田市議会議員

さいとう直子 活動の足跡です！
11/27 （水） 本会議（開会）
11/28 （木） 本会議
11/29（金） 県議会控え室 峯岸光夫県議インタビュー
12/1 （日） ゴミゼロ運動
障害者ボランティアの集い
第８回戸田市ラグビーフットボール協議会
12/2 （月） 本会議
12/4 （水） 本会議 一般質問
12/5 （木） 本会議 一般質問
12/6 （金） 本会議 一般質問
12/9 （月） 常任委員会
12/10 （火） 特別委員会
12/11（火） 戸田中央産院キャンドルサービス
12/13 （金） 本会議（閉会）
12/16（月） 新政経自治懇話会
12/18（水） 戸田公園駅立ち
12/19（木） 戸田公園駅立ち
子育て支援室クリスマス会
12/20（金） 戸田駅立ち
12/22（日） 戸田交響楽団サロンコンサート
12/23（月・祝） プリムファミリークリスマス
12/24（火） 戸田公園駅立ち
プリムパルクリスマス
12/25（水） 戸田公園駅立ち
競艇組合議会
「東京いのちのポータルサイト」のＮＰＯ法人設立総会
12/26（水） 戸田公園駅立ち
12/27（水） 戸田駅立ち
1/1 （水） 氷川神社（上戸田）参拝
1/7 （火） 賀詞交歓会
1/10 （金） 健康フェスティバル
高砂会
1/12（日） 消防出初式
1/13（月・祝） 成人式
1/15（水）〜 16（木） 会派視察〈白田の湯〉
1/18 （土） 市民フォーラム
1/19 （日） 市政 県政演説会
1/21 （火） １区議員研修会
1/26 （日） 峯岸県議事務所開き
1/28 （火） 団会議
1/29 （水） 医療保健センター運営委員会
1/31 （金） IT 研究会
南小学校公開研究発表会
2/5 （水） 臨時議会
2/6 （木） 臨時議会
2/9 （日）市民生活展
2/14 （金） 議案説明会
2/16 （日） 市政報告会
新曽公民館まつり
2/19 （水） 国民健康保険運営協議会
2/21 （金） 蕨戸田衛生センター組合議会
2/22 （土）銀座ギャラリー
「東京いのちのポータルサイト」展
2/23 （日） 下戸田公民館まつり

議員として３年目に突入。
さいとう直子
気を引き締めてがんばります！

歌手の水前寺清子さんを迎え、元気なお年寄りを
中心に開催された「いきいき健康づくりフェスティ
バル」。講演の後にチータと『ユニークダンス』の
皆さんとの思いがけない共演！「３６５歩のマー
チ」を水前寺さんの生歌にあわせ、笑顔で元気良く
踊っていた皆さんの姿に感動しました。

昨年より民間委託となった保養所『白田の湯』を
視察。池袋から『踊子号』に乗って約 2 時間半。
一度乗り換え「片瀬白田」で下車し、駅から歩いて
５分ほどで到着しました。
中は明るく清潔感があり、好印象！温泉にもゆっ
くり入れたところで 気になるのは食事です。宿泊
だけなら大人 2650 円。朝食（650 円）夕食
（2000 円）付きで 5300 円で泊まれますが、今まで
食事付きを望まなかった方が多かったのに現在は好
評！味も量も納得。2ヶ月ごとにメニューが変わり
ます。夏休みや冬休みにはサンドブラスト教室を実
施したりカブト虫のプレゼントやところてんサービ
ス等のイベントを行ったりし、利用客も増え、今後
もいろんな企画を取り入れていきたいとスタッフは
意欲的でした。
【予約・申し込み】生活安全課（内線２２５・２６２）
戸田市役所 電話 ４４１−１８００

さいとう直子の

市政リポート
Vol.8
さいとう直子事務所 〒 335-0023 戸田市本町 5-2-20-1104 TEL.& FAX. 048(441)3625
ホームページ http://Naoko-Sai.to 直メール naoko@naoko-sai.to

任期４年の半分が過ぎ、初心にかえる思いの今日この頃です。
★予算ってなに？
新年度を迎えるこの時期になると市の「予算」について
関心が集まります。施政方針を通して 予算の使われ方の
ポイントを考えてみました。
(２・３頁をご覧下さい)

★みねぎし県議にズームイン!!リポート
戸田市選出の県議ってどんな人？ どんな仕事をして
いるの？ということで、前回に引き続き、埼玉県議会議
員の峯岸光夫さんにインタービューしました。その後編
をお伝えします。
(２頁をご覧下さい)

★報告第８弾！ 市議としての体験報告です。

２月５日から６日に開催された平成 15 年第１回臨
時議会では議会人事改選が行われ、私は以下の所属
となりました。
「文教経済常任委員会委員」
常任委員会【総務・建設・厚生・文教経済】内
市民生活部生活安全課・環境クリーン課・経済振
興課・文化会館・教育委員会・農業委員会に関わる
議論をします。
「交通環境特別委員会」
特別委員会【交通環境対策・まちづくり・議会改革】内
特別の問題についての審査・調査を目的に設置
され、設置目的が終了すれば解散するのが特別委
員会です。コミュニティーバスや新幹線・埼京線・
JR の環境空間・バス路線に関する調査をします。
「議会だより編集委員会」副委員長
議会だよりの編集および発刊について議論します。
その他として「蕨戸田衛生センター組合」「国保運
営委員会」「公民館運営審議会」「社会教育委員会」
「県南都市問題協議会」にも所属しています。

市議になって様々な現場へ出かけていき、人と出会い色々な経験をさせていただ
いています。少しでも私を通して議員の活動を知っていただければと報告していま
すが、皆さんからも貴重な意見を頂戴し、ますます情報公開が必要だと確信してい
ます。これからも議員としての活動を報告して参ります。
（４頁をご覧下さい）

★ NEWS!! ４月 13 日（日）は埼玉県議会議員一般選挙 ★
戸田市の住み良いまちにするためにも、ぜひ投票に参りましょう！
告示日 ４月４日（金）
投票日 ４月 13 日（日）午前 7 時〜午後 8 時
投票日に仕事等の理由により、投票所へ行くことが
できない方は不在者投票できます。
◇期間 ４月４日（金）〜４月 12 日（土）
◇時間 午前 8 時 30 分〜午後 8 時【土・日含む】
◇場所 戸田市役所 1 階 東側ロビー
◇持物 投票所入場券（お手元に届いている場合）
問い合わせ先：戸田市選挙管理委員会事務局 TEL 441-1800（内線 606）
「さいとう直子の市政リポート」は、パソコンとインクジェットプリンターで自作しています。
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予算は、市の１年間（４月１日
から翌年の３月 31 日まで）の収入
と支出の見積書といえます。それは同時に政
策や事業の一覧でもあり、市が１年間に何をす
るのかが凝縮して表現されます。
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あなただったら、市長の方針のどんな部分に興
味を持たれるでしょうか？

１「自立した都市を築く」

ですから、予算書をながめていますと自分の
まちの１年間のあらましがつかめます。何が重
点で何を積極的に進めようとしているのかもわ
かってきます。

→ 「情報の共有化」・「行政の変革」
「前例踏襲」から「成果重視」に
「主役は市民である」との顧客意識を持つ

２「市民との協働による都市を築く」 → 「市民と一層の情報共有」
「協働による計画づくりのルール化も検討」

その予算を決める重要な権限が議会にあり、
年４回開催される定例議会の３月議会で、４月
から始まる新しい年度の「予算」が市長より提
案されます。そして、１年間に使うお金（税
金）の収入と支出の計画を審議し決定します。
市長は予算が決定しないとお金を使うことが
許されません。つまり仕事ができません。現在
の地方自治の仕組みは議会で議決された「予
算」があって、はじめて「支出」ができます。
本会議の初日には、そのもとになる市長の施政
方針が述べられ、それにたいして、各会派より
総括質問が行われます。

さいとう直子の市政リポート

３「人にやさしい都市を築く」

→ 「地域福祉計画」・「児童育成計画後期計画」
・「高齢者保健福祉計画」に基づく事業の実施

以下は予定事業の一部 ＜ 新 規 ＞ は 新 し い 事 業
・福祉施策審議会の設置＜ 新 規 ＞
これらは、住民の生活に密接に関連するので、 ・各種がん検診 18 歳以上、骨粗しょう症検診も
18 歳以上の女性で可能に＜ 新 規 ＞
要チェックです！
・不法投棄対策 重点地区には監視カメラを設置

みねぎし光夫・埼玉県議にズームイン!!リポート 後編 !!
戸田市に生まれ育ったスポーツマンのみねぎ
し県議は、平成 10 年４月、戸田市長選挙立候補
のため県議の職を辞された神保市長の意志を引
き継ぐ形で補欠選挙に出馬し、見事当選！戸田
から始まる改革の流れを県政へ、と踏み出され
ました。この４月で県議として丸５年。その間、
総務常任委員長、労働商工常任副委員長、少子
高齢化青少年対策特別副委員長に就き、現在は
環境防災農林常任委員長を務めていらっしゃい
ます。
数々のご経験の中でどんなことが印象に残っ
ていらっしゃるのか尋ねたところ、当選以来４
顔から幼少時の駆け回っていた姿を思わず浮か
回にわたり議会で一般質問し、その結果戸田市
べている私を前に、すくっと県議は立ち上がり
民の悲願であった「市街を流れる河川浄化事業」
「戸田を日本一のまちにして行こう！そのため
が緊急的、重点的に進められるようになったこ
には住民参加のまちづくりを進めることが必要
とだそうです（国土交通省の 21 世紀にふさわし
だ」と語られました。
い水環境の構築を目的とした緊急行動計画「清
流ルネッサンスⅡ」の対象河川に菖蒲川と笹目
今後も正義感と使命感に燃え、県議会の壇上
川が選定され、平成 17 年度の通水が予定されて で奮闘するアスリートでいてくださる気迫を感
います）
。幼い頃川で遊んでいた県議にとって水 じ、元気をいただいて県議会の控え室を後にし
辺空間はまさにふるさと！優しく屈託のない笑
ました。

・緑化推進に奨励補助金制度を新設＜ 新 規 ＞
・環境空間「戸田華かいどう２１」の整備
・
「清流ルネッサンス Ⅱ」本計画に基づき
各施策を実施 ＜ 新 規 ＞
・新曽区画整理事業
・
「こどもの国」西側歩道整備事業＜ 新 規 ＞
・ＩＴ推進室設置 全市公共施設を超高速ネット
ワークで結ぶ地域イントラネット整備＜ 新 規 ＞

その他は継続事業

・戸田駅及び戸田公園駅近くの環境空間２カ所に、
民設・民営による保育園の誘致と、新曽保育園
をはじめ、入所定員の拡大及び保育内容の充実。
・戸田第二小学校の校舎増築の設計と給食調理場
施設の設計＜ 新 規 ＞
・
「わくわくティーチャー」増員
・全小学校に英語活動の時間設置
・全小中学校に冷水器設置＜ 新 規 ＞
・コミュニティバス西循環及び美笹循環の本格運
行を実施＜ 新 規 ＞
・平成 15 年度に戸田駅、平成 16 年度に戸田公園
駅構内に順次エレベーターを設置。
・ＳＯＨＯ支援施設を整備＜ 新 規 ＞

一般会計の歳入歳出予算案

367 億７千万円
前年度予算に含まれていた芦原小学校
の用地購入費（84 億 8,675 万４千円）
を差し引くと対前年度比 6.7％の増
特別会計の予算案

219 億 7,091 万２千円
対前年度比 4.3％の増

市税収入 223 億 4,056 万２千円
（前年度比 1,053 万９千円の微増）の見込み。
諸収入 20 億 1,005 万２千円
（対前年度比 12.5％の増）の見込み。
財源比率は、自主財源が 284 億円
（対前年度比 2.9％の増）の見込み
歳入総額に占める自主財源比率 77.3％。
市債残高（市の借入金）367 億円
（平成 14 年度末見込額・水道事業を除く）
土地開発公社への債務保証額 214 億円超

21 世紀は自治体間での力量が問われる時代！
→ ★市民とのパートナーシップのもと、政策力・財政力・人材の揃った自立都市の実現へ！

