酒井 郁郎 議員

益は言うまでもなく︑
また配布に当たる各町
会の負担も重い︒選挙
公報については新聞折
り込みによる配布を行
っているため︑配布を
受けている世帯は ％

年度中の実現を目指す﹂

選 挙 公報も含めて
全戸に配布すべき
﹁平成

議員 現
在︑市広
報や選挙
公報が全
戸配布さ
れていない︒自宅に配
布されない市民の不利

小中一貫教育

議員 小
中学校連
携教育の
現状はど
うか ︒
教育部長 戸田市教育
委 員 会 で は ︑ 小 中９ カ
年を見通して﹁指導の
重点・主な施策﹂を各
小中学校に周知し︑生
きる力をはぐくむ教育
を推進している︒
英語教育︑各種行事︑
ボランティア活動や社
会 活 動 ︑６ 年 生 の 中 学

鈴木 麗子 議員

市庁舎被災を想定し
市ホームぺージの確保を

災

﹁遠隔地での業務代行で維持・更新﹂
議員

﹁広報戸田市﹂と﹁選挙公報﹂

前後と推定される︒全
戸配布を規定する公職
選挙法にそぐわない状
況となっている︒
政策秘書室長 町会等
の意見を伺いながら︑
校一日入学など︑児童
生徒が負担なく円滑に
学習を進められるよう︑
小中学校間の連携によ
る児童生徒の交流に取
り組んでいる︒
議 員 一貫教育の必要
性について︑どう考え
るか︒
教育部長 小中学校の
連携により︑さまざま
な効果が上がっている︒
小学校の学びから中学
校の学びへの円滑な移

認知症家族見守りと
家族介護教室の充実

では多くの市町村で行
政機能やサーバー破綻
によるホームページで
の広報機能を失った︒
本市の対策として︑被
災時には︑利用可能な
公共施設を使った災害
対応業務の出張窓口開
設と︑友好都市を含め
遠隔地での業務代行に
よる被災時を想定した
戸田市ホームページの
維持・更新を検討する︒

今回の震災

ある戸田市ホームペー
ジの機能維持や更新等
への取り組みはどうか︒
また︑他市との連携を
考えているか︒
総務部長

各機能の調整はどのよ
うに行われているか︒

を行う際︑

教育部長 ①戸田市学
校栄養士連絡協議会の

平成 年度中
の実現を目指
したい︒

毎月開催︑単独校連絡
会議の隔月開催により
情報を共有している︒

議員 ①認知症家族
は ︑患者の常時の見守
りが求められ︑一人で
外出もできず︑大変苦
労しているが︑介護者
の外出と︑家に残る患
者の安全を確保する見
守り支援への考えはど
うか②家で介護する方
の４割の方は仕事も持
ち︑３割は男性介護者
で︑４割は介護経験初
めてとのアンケート結
果を生かした介護教室
の充実を求める︒

行をするためにも︑小
中学校の連携した教育

東京電力一社に
頼らない電力購入を

務局長
シ
ルバー人材セ
ンターに委託
してのポステ
ィングなど︑実施方法
を検討したい︒

行政委員会事
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総務部長 ②戸田市災
害対策本部
が中心とな
り︑放射線量
測定方法︑除
染計画︑公
表の方法な
ど︑関係部
署との連携
を図ってい
る︒

議 員 ３月の計画停電
では︑市民生活や地域
産業に打撃を受けた︒
震災時の電力確保の視
点︑また︑省エネや電
力調達コスト削減の観
点から︑東京電力一社
に頼らない電力調達が
必要と考える︒そこ
で ︑ ①独立系事業者の
入札による電力調達を
行い︑年間数千万円の
電力コスト削減を図っ
ては②市が管理する施
設の電力を一括管理に
し︑コスト削減に取り

教育部長 市
内の全小中学
校において連
携した教育を
進めていると
ころではある
が︑中でも隣

議員 モデル
校による小中
一貫教育を進
める考えはな
いか︒

は重要なものと認識し
ている︒

議員

市として①食品

放射能への
取り組みについて

福祉部長 ③庁内に︑
戸田市上戸田福祉セン
ター再整備基本計画策
定委員会を設け調整を
図っている︒

こども青少年部長 ③
こどもの国は︑中心的
な担当課が部内にあ
り︑連携を密に進めて
いる︒

参考にしていく︒

音声増幅器利用で聴
力低下者への対応改
善︒

その他の質問

福祉部長 ①認知症家
族を含めた見守り支援
は一部地域で始まって
い る が ︑ 第５ 期 介 護 保
険事業計画の中で検討
する②市民ニーズを踏
まえ︑充実するよう努
めていく︒

▲小中学校連携による食育の授業（戸田東中学校）

▲

議員 計
画や行動
庁内どの
ような連
携で様々なニーズにこ
たえているか①給食に
関し教育委員会と単独
校との情報の共有︑行
動方法は②放射能対策
について︑どこが中心
となり︑どのような計
画で対応しているか③
こどもの国︑上戸田福
祉センターは複合施設
の計画であり︑
各施設の

組んでは③小型ガスタ
ービン発電所の市内へ
の設置など他自治体の
事例を検討し︑震災時
の停電リ ス ク 軽 減 を
図っては︒
財務部長 ①経費削減
策として時期を見て導
入したい②各施設管理
者と協議していく③市
で導入できる部分がな
いか検討したい︒

接している戸田東小学
校と戸田東中学校にお
いては︑埼玉県教育 委
員 会 の 委 嘱 を 受 け︑小
中学校が連携して食 育
向上に取り組み︑小学
校の栄養教諭が中学校
一年生に食育の授業を
している︒
これからもこの両
校 が︑市内小中学校に
おける小中学校連携教
育のモデルとして︑研
究をさらに深めること
ができるよう︑促進し
ていきたい︒

株(式会社輝章提供︶

音声増幅器﹁サウンドハブ﹂

上下水道部長 ②国の
基準で行っている︒

総務部長 ①③食品の
暫定規制値︑除染の規
制値は国の規制値に準
拠し︑内部被ばく・外
部被ばくの合算値は国
の動向を見たい︒

②水道水③除染の方法
の独自の基準値の考え
はあるか︒

▼

害発生時︑

「情報を共有し連携を図る」

市庁舎が
被災した
際の市民
への行政機能の維持と︑
主たる市の広報手段で

部署間の連携を行い
ニーズにこたえているか

脱・縦割り

▲放射能除染作業（戸田第一小学校）

「小中連携教育の研究を促進したい」
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モデル校を決めて
研究を
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市 広 報
山崎 雅俊 議員

災害時広報
厚 議員
召田

10
11

とだ議会だより 171 号
とだ議会だより 171 号

一般質問

