市民の意思を第一に。2020年 第5号

医療福祉 人生100年時代！医療の改善で健康長寿

戸田市議会議員 3期目

まずはコロナ対策に全力！
自粛によるおとろえや
孤立も防ぎます

酒井いくろう
無所属

「不健康ナンバー1」返上へ！
国に頼らず、市独自の対策を
※

【略歴】■東京大学医学部卒・大学院修了（医療政策） ■マッキンゼー勤務（経営
コンサルタント） ■（株）ポピンズ勤務（保育、幼児･学童教育） ■医学教育事業
■2009年より、戸田市議会議員（3期目）、会派「戸田の会」代表 【家族】妻、子3人
（娘9才・7 才、息子5才）※初選挙より選挙カーを使わず政策本位で活動中

戸田市は全国の1.6倍！
医療政策の立て直しが急務です

市民の意思を第一に。

2018年
戸田市 医療・福祉関連予算

しがらみのない無所属の立場で、
既得権を持った一部の人ではなく
すべての市民の意思を反映します

3期目の取り組み
●不合理なハコモノ見直し(市特養)

●税金のムダ、
効率化を具体的に提言
●議員特権の廃止、海外派遣の縮小

●シニアの体力向上、就労、社会活動

●不健康No.1返上！医療政策立て直し
●実現！小中一貫化の活用で学力向上

その他

4期目さらに進めます
●不合理なハコモノ見直し第2弾！(スポセン)
●公費の視察・海外派遣を廃止、口利き防止

●シニアのジム・プール、バス利用を無料化
●がん検診の改善、帯状疱疹ワクチン助成
●習熟度別少人数でさらに授業効果アップ!

年末年始は
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20%多い

がん検診を改善し、見落としゼロへ
●乳がん検診：超音波検査の導入と、毎年実施を
超音波でなければ見えない乳がんも！
マンモグラフィ
（現在の検査）

超音波

癌が
見づらい

見つけ
やすい

プール利用の無料化を

●ストレッチや水中ウオーキング等、
シニア向けプログラムを無料実施
●「健康づくり報奨制度」
を創設！
健康に気を配るシニアを増やします
シニアの健康づくりと社会参
加がすすみ、医療・介護予算
の減少でおつりがくる！

● シニア、
障がい者のtocoバス、

路線バスの無料化を

●ご希望に合った「生きがい就労」の場をつくります
（農業・園芸、公園清掃・管理、
カフェ、教育、
子育て支援など、ムリなく働ける仕事を開拓）
●各地区を担当する
「地域職員」制度が実現！
今後は保健師や民生委員と連携し、
独居シニア世帯の孤立を防止
●シニアの新しい学びを支援！市民大学を拡充
セカンドライフ充実へ
健康づくりを応援!

不健康
70歳

80歳

90歳

酒井いくろうは、

埼玉県コロナサポートセンター 24時間・年中無休
お申込みはこちら

※戸田市の健康寿命は、
埼玉県内の64市町村
中、最低水準（2015、
16年は最下位）。シニ
アの不 健 康 、医 療・福
祉 予 算 の 拡 大 に つな
がっています

●胃がん検診：内視鏡検査の拡大と、
ピロリ菌検査導入を
●肺がん検診：CT検査の導入を
●帯状疱疹ワクチンの導入を

0570-783-770

コロナPCR検査費用の助成（65歳以上、上限20,000円）

全国
平均
33%

● シニア、
障がい者のジム、

健康

まずはコロナ対策に全力
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53%

人生100年時代！
シニアが生活しやすい街へ

コバトン

048-446-6479 戸田市福祉保健センター

ご高齢の方にとってコロナは大変な脅威と ●市独自のPCR補助拡大を！だれでも自宅で1000円検査
なっています。その一方でコロナワクチン
が開発され、日本でも早ければあと半年で ●重症患者向け病床の拡充 ●高齢者施設への対策強化
収束の可能性がでてきました。あと少しの
●失業者・困窮者支援の拡大 ●高齢者の孤立や衰え防止
間、財源と政策を集中して徹底対応を！

１．
「市民の意思を第一に」
しがらみのない立場で、
既得権を持った一部の人 ではなく、
すべての市民の意思を反映してまいります。
２．
「税金のムダ一掃」行政の効率化に近道はありません。
コストを分析し、具体的なムダを指摘していきます。
３．
「議員特権の廃止」議員特有の手当や制度を廃止し、
支出の削減をはかります。

裏
あり 面も
ま
す

「教育・子育て」
「行政改革・効率化」
「防災・防犯、交通安全」は裏面で！

教育・子育て 授業効果UPで学力向上！産前・産後の負担減へ！

子どもの学力を徹底的に引き出します！
● 習熟度別・少人数指導を

全小中学校で導入へ！

全国の公立小中学校のうち、
習熟度別に指導をしている割合
(%)
100

小中一貫化のメリット
最大限、引き出します！

35%

0

3.2
H12

H19

H25

「東京方式・習熟度別指導」
が学力向上に効果を上げ
ています。学力格差の問題を背景に、全国の公立小
中の8割が導入。
まずは算数・数学、英語など積み上
げ型科目での導入を
難しすぎて
わからない…

簡単すぎて
つまらない…
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■小中一貫化による学力向上

（三鷹市 小五算数）

84.9（点）

84.5

●授業に立ち机の導入を！
導入効果

海外では授業中の集中力アップに
絶大な効果を上げており、
日本でも
導入が始まっています
教室用の立ち机を体験中の筆者▶

学力が向上

75.4
H19

H20

●「ミツカン、
JX、クラリオン、田辺三菱製薬」次々、市外に流出する大手企業
●「かつて年間50億、
いま5億円」激減する競艇収入
●「高齢化スピードは全国10位」
福祉予算の急拡大
●「今後30年にわたり、
毎年100億円」ハコモノ維持・管理費用

不合理なハコモノ計画
見直します！

●保育園のお昼寝を原則廃止
（3歳〜）
、

園児の生活リズム改善

●めんどうな保育手続き、1度でOK！
病児保育の事前登録ゼロ！
保育園の 毎年 手書き 書類ゼロ！

●公費による視察旅行・海外派遣を廃止
→リモート会議に切り替え、件数増へ
●議会を効率化し、議員定数削減、
議員報酬3割カット
●「行政への要望、すべて公表」
口利き防止条例を制定

●市民医療センター「求め続けます、
抜本改革」
！年間3億円の赤字解消と
医療サービスの質向上を
1社入札（応札者が1社のみ）はコスト高の原因として
●住民投票を制度化。大型のハコモノその 国でも問題視されています。
他、重大事項について市民の意思を確認
● なくします、
一社入札！

入札改革でコスト削減

防災・防犯、交通安全

実際の入札結果

たとえば2020年12月議会
では、3件の入札議案すべて
が1社入札でした。

疫病、浸水対策を急ぎ、安心・安全な街に！

災害、疫病にも備えて安心
●災害、疫病に備えた市の基金（貯金）積み増し。
ハコモノ計画の見直し等により財源を作ります
●いまだ市内全域に見られる浸水対策を加速

●学童保育を改善。教育的
配慮により
「学びの場」
と
します
●小中学校の予算を増額し、清掃や登下校
の見守りを拡充します
●発達障害への早期からの教育的サポート
を支援。民間学習教室の利用を補助

●歩道を整備し、歩きやすく
！
●町のインフラ整備をスピードアップします
●市 の 広 報や 防 災マップが配 布されない
世帯が3割も！不公平を無くします

住みよく活力のある街へ！
● 全ての手続きがスマホで簡単！負担を軽く

H21

●先端産業を誘致・育成し、地元雇用を拡大。
税収もアップ！
●トコバスの時刻・コースを改善し、使いやすく

子育ての不安と負担感に向き合います
●産前・産後のサポートを拡大、乳児と気軽
に立ち寄れる場づくりを

議員特権の廃止、
まだまだやります！

中止を！
（スポーツセンター）

（三鷹市 ※H18年に小中一貫化）

20

戸田市の財政を
取り巻く環境は
悪化しつつ
あります

●
「新築よりも高くつく修繕」は

■中学校の不登校率
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小中一貫化の導入効果

81%

80%

80

●小中一貫化が実現（2021年）
！
次は小 中 一 貫カリキュラム拡 大や 多 学 年
混合クラスの導入を進め、学力とリーダー
シップを育てます

行政改革・効率化 ムダを無くし、
行政サービスを改善します

戸田市議会議員

酒井 いくろう

質の高い議員活動のためには、
皆様からのご意見が必要です。
どのようなことでもぜひご一報下さい。

048-432-9168
【Eメール】ikuro.sakai @ gmail.com
HP sakai-ikuro.com
www.facebook.com/sakaiikuro
【TEL/FAX】

