冨岡 節子 議員

市が保有する個人情報
保護対策は万全か
﹁セキュリティ診断を行い対応﹂

バーへの不正侵入及び
改ざんの検知等を実施
するとともに︑セキュ
リティ診断を行い︑脆
弱性がある場合は改善
等の対策も講じている︒
議 員 ＵＳＢメモリや
ＣＤＲの不適切管理な
どから︑個人情報の漏
えい事故への対応は︒
総務部長 職員の情報
セキュリティ意識の維
持向上に向け注意喚起
を継続的に行っていく︒

改正ＮＰＯ法への
対応は
議 員 今年度成立した
改正ＮＰＯ法によって︑
本市で活動している非
営利団体が今後活動し
やすく発展するために
も︑専用窓口や研修会
など︑市民への対策︑
周知を求める︒
市民生活部長 周知を
図るため︑ボランティ
ア・市民活動支援セ
を２ 台 購 入 ︑ 高 い 放 射
線量が予想される場所
の測定を実施してきた︒
また︑除染基準を毎時
０ ・２３ マ イ ク ロ シ ー
ベルトと定め︑順次除
染を実施している⑵②
優先的に測定︑除染を
した⑷③戸田市放射性
物質除染計画と除染作
業マニュアルを策定し
た︒
市民生活部長 ⑷①
月には小 型 測 定 機 器
台を各部署に配備した

定を望むがいかがか︒
市民生活部長 交通事
故をなくすた
め︑行政︑市民︑
事業者等が連携
協力し︑安心し
て自転車を利用
できるまちづく
り条例と思う︒
県や先進市の状
況を参考に関係
部局と連携をと
りながら研究し
ていく︒

が公費の使い方として
意味あるのではないか︒
福祉部長 経済的に弱
い立場の高齢者世帯が
生活保護を受給する
前に何らかの支援を行
うことは大変有効と思
う︒しかし︑厳しい財
政の中︑新たなサービ
ス開始には慎重な検討
と市民の理解が必要︒
議 員 市では一定の条
件のもと︑
家賃助成して
いる︒市長の考えは︒

ンタ ー 登 録 団 体 へ の
情報提供など実施す
る︒

ロタウイルスワクチン
への対応は
議 員 ロタウイルス
は脳炎などの原因と
なる︒予防接種が有
効 だ が ︑高 額 で あ る ︒
接種費用の助成をし
てほしい︒
福祉部長 日本では承
認されたばかりであり︑
②除染基準を超え
た所が ヵ所︒既
に カ所で除染を
終了︑残り箇所も
早急に除染する︒

登録済者と新たな人
材を確保していく︒

大災害時︑海外救援
隊に備え︑通訳ボラ
ンティア養成を︒

その他の質問

市長 扶助費を抑制す
るには効果的な施策と
考える︒福祉サービス
全般の中で慎重に検討
していく︒

議 員 市内には文化・
芸術部門で頑張り活躍
している個人や団体が
ある︒しかし︑残念な
ことにそこへの支援策
や顕彰がない︒スポーツ
部門においてもさらに
充実させ︑仮称﹁青少
年応援団基金﹂の設立
で本市の文化・スポー
ツの醸成を図るべきと
考えるが︑いかがか︒

文化芸術・スポーツ
﹁基金設立﹂で支援策を

上下水道部長
⑶処分先は見つかって
いないが︑放射性物質
は 低 下 し て い る ︒ 第９
系列予定地を仮置き場

教育部長 ⑵①
食材検査機２台を
購入し︑さらに体
制を強化する︒
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リスクも大きいと考え
る︒個人情報を守るべ
く︑対応はいかが か ︒
総務部長 サイバー攻
撃やウイルスの脅威に
対応するため公開サー

総 務 部 長 ⑴６ 月 か ら
委託により子供が集ま
る施設について放射線
量の測定を実施︒その
後︑高精度の測定機器

循環センターの下水汚
泥の焼却灰の処理につ
いての現状と今後の見
通し⑷その他放射性物
質への対応全般につい
て①放射線量測定器の
増台と検査体制の充実
②ホットスポットの調
査③独自の安全基準と
除染への考え方︒

議員 原
発事故後
の東京電
力の無責
任な対応
は目に余るものがある︒
自分達の身は自分達で
守るしかないと思いを
新たにしている︒以下︑
見解を求める︒⑴これ
までの市の対応と今後
の計画 ⑵保育園︑ 幼 稚
園︑小・中学校の状況
について︑①給食の安
全性②ホットスポット
の調査と除染⑶荒川水

事故対策を打つ一環と
して﹁自転車の似合う
まちづくり条例﹂の制

１は︑ 年度決算で約
３億１千万円に上る︒
高齢者︑
中でも女性の
所得平均は月額４万円
ほどと言われている︒
この中でも保護を受け
ずに暮らしている方も
多数いる︒いつ生活保
護の申請をしてもおか
しくない︒暮らしを守
るために住宅の確保は
最重要である︒
生活保護の扶助費市
費負担の増大を見ると
き︑賃貸住宅居住の高
齢者世帯への家賃助成
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議員 本
市は︑電
子サービ
スの充実
により︑
大変便利であると同時
に︑サイバー攻撃等の

放射性物質

三浦 芳一 議員

自転車の似合うまちづくり

条例の制定を

警

転車専用レーンの設置
など道路走行環境の整
備を急げ︒また︑ルー
ルやマナー違反等︑本
市とし て教育・訓練︑講
習︑キャンペーンなど
を通して︑あらゆる無

﹁関係部局と連携をとり研究﹂
議員
察庁から︑

自転車は
﹁車道の
左側﹂を
走行するように徹底す
る通達が出された︒自
議員 高
齢者世帯
が被生活
保護世帯
になれば︑
生活保護の基準に足り
ない金額を扶助するこ
とになる︒扶助費のう
ち４分の１は市の負担
で︑これを節減するこ
とはできない︒一方︑
保護世帯のうち高齢者
世帯が毎年１割程度増
加している︒扶助費の
うち︑生活扶助︑住宅扶
助︑医療扶助の４分の
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ロタウイルス胃腸炎の臨床像
︵写真提供 グラクソ・
スミスクライン社︶

として増設する︒住民
説明会も来年開く︒

今後︑研究していく︒

▲

市民生活部長 文化・
芸術は︑創造性豊かな
潤いと活力に満ちた市
民生活の実現︑
青少年の
健全育成のためには︑
欠かせないものと認識
している︒安定的︑継
続的な支援を行ってい
くために市の財政的支
援だけでなく︑市民︑
民間の力を借りなけれ
ばならないと考えてい
る︒また︑﹁戸田市文
化体育振興事業団﹂と
協議し︑検討していき
たいと考えている︒

▲放射線量測定器
▲市内にまだ多く残る賃貸住宅

「市民の不安解消に万全を期す」
「効果的な施策だが慎重に検討」

▲自転車専用レーン（尼崎市）

市民の危険に
立ち向かえ
賃貸住宅居住の
高齢者世帯に家賃助成を

扶助費抑制
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サイバー攻撃
遠藤 英樹 議員

交通政策
神谷 雄三 議員

6
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とだ議会だより 171 号
とだ議会だより 171 号

一般質問

