
ご挨拶
　秋も一段と深まり、小春日和の今日この頃、皆様

におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

　埼玉県議会では９月定例会が閉会し、私は目下の

ところ、１２月定例会に向け準備を進めております。

　また先日、会派として、「平成２７年度の埼玉県予

算編成に関する要望書」を上田知事に提出いた

しました。戸田市の地元要望１９項目を含む３０８

項目の要望では、厳しい地方財政の状況を鑑

み、単に予算増額を求めるばかりではなく、予算

削減や行政改革に関わる取り組みについても提

案させていただきました。

　今後とも、次世代に対する責任を果たすべく、埼

玉県政の改革に邁進して参りますので、ご指導・

ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

統計からみた埼玉県

市町村のすがた 2014
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千対） 平均年齢（歳） 婚姻率（人口

千対） 生活保護率（％） 納税率（％） 小中校耐震化率（％） 下水道普及率（％） 犯罪率（人口
千対） 人身事故発生率（人口

千対）

　　埼玉県

戸田市（県内
順位)

　まず、知事提出議案としては、３５５億円を増額する

補正予算案をはじめ、 認定こども園の認定基準を定

める条例案などの２２議案が提出され、 慎重審議の

結果、議案はすべて原案通り可決されました。

　次に、議員提出議案としては、来年執行される県議

会議員選挙の定数ならびに選挙区に関する条例案

をはじめ、 危険ドラッグ根絶のための対策強化を求

める意見書案など１１議案が審議され、 ７議案が可

決、２議案が否決となりました。

　以下、主な内容についてご説明いたします。

　議場等で議案の賛否の理由を述べる事を「討論」

といいます。定数・選挙区に関わる議案については、

私が会派を代表して討論に立ち、それぞれの議案の

反対理由と賛成理由について述べました。

　主な論点は三点です。一点目は、昨今の社会情勢

や県の財政状況等を鑑みて、「出来得る限り議員定

数を削減して高みを目指すべき」というものです。

　二点目は、投票価値の平等

を確保するために、「一票の較

差は２を超えない原則を維持

すべき」というものです。

　三点目は、「生活圏と文化圏

を守る選挙区改編にすべき」と

いうものです。

　以上のような点、つまり議会

自ら身を切り、原理原則を貫

き、住民感情を第一に考える刷

新の会案こそ、県

民からの信頼と

ご理解を得るに

値する案である

と訴え、討論の

演説をさせてい

ただきました。私

の討論内容は、

各会派の主張の

部分で翌日の埼

玉新聞の一面に

掲載されました。

 ９月定例会報告 （会期：９月１９日～１０月１０日）

 本人の活動写真

９月９日(火)

＠事務所

(戸田市内）

すがわらレポート作

成のため、事務所

で残業中。

９月２１日（日）

＠文化会館

（戸田市内）

藤原紀香さんのチ

ャリティー講演会で

は受付スタッフに。

１０月１０日(金)

＠本会議場

（県議会）

会派を代表して討

論！正論を貫きま

した。

１０月２５日(土)

＠戸田市商工祭

（戸田市内）

商工業の発展を願

って、お祝いのご

挨拶！

県議会議員の定数・選挙区に関する条例の改正

　議員定数・選挙区割りに関しては、９月議会開会日に

「議員定数・区割り検討協議会」が超党派で設置され、

それぞれの案を提示して議論を交わしました。

　各会派の主張は、定数（現状維持９４とする自民党か

ら８６の刷新の会まで）の隔たりと個別の選挙区の違い

があり、歩み寄りはせずに協議会が閉じられ最終日の

本会議での採決となりました。本会議では、

　①自民・公明案　「議員定数９３・選挙区５２」

　②民主案　「議員定数９０・選挙区４５」　

　③刷新の会案　「議員定数８６・選挙区４２」　

がそれぞれ提案され、各案の説明が行われた後に討論

が行われました。

　結果としては、過半数の議席を保持する自民党と公明

党が共同提案した「条例案①」が賛成多数で可決されま

した。「南２０区　戸田市」の選挙区は、これまで同様「２

議席」を争うことになります。

埼玉県議会議員選挙区

定数：９３　選挙区：５２

さいたま市
南３区　西区①
南４区　北区②
南５区　大宮区①
南６区　見沼区②
南７区　中央区①
南８区　桜区①
南９区　浦和区②
南10区　南区②
南11区　緑区①
南12区　岩槻区①

北１区　秩父市①

北２区
横瀬町・皆野町・
長瀞町・小鹿野町・
東秩父村①

北３区
本庄市・神川町・
上里町②

北４区
深谷市・美里町・
寄居町③

北５区
熊谷市③

西１区
所沢市④

西２区
入間市②

西３区　飯能市① 西４区
狭山市② 西５区

ふじみ野市・
三芳町②

西６区　富士見市①

西７区
川越市④西８区

日高市①

西９区
毛呂山町・
越生町・
鳩山町①

西10区
坂戸市①

西11区
鶴ヶ島市①

西13区
滑川町・嵐山町・
小川町・ときがわ町①

西12区
東松山市・
川島町・
吉見町②

東１区
行田市①

東２区
羽生市①

東３区
加須市②

東６区
白岡市・
宮代町①

東４区
久喜市② 東11区

幸手市・
杉戸町①

東５区
蓮田市① 東７区

春日部市③

東８区
越谷市④

南２区
川口市⑦

南１区
草加市③

東12区
吉川市・
松伏町①

東10区
三郷市②

東９区
八潮市①

南16区
鴻巣市②

南15区
北本市①
南14区
桶川市①

南13区
上尾市・
伊奈町③

南18区
新座市②

南17区　志木市①

南20区　戸田市②
南19区　蕨市①南21区

朝霞市②

南22区　和光市①

北区

西区 南区

東区

▼討論内容が新聞に掲載されました！

▼議員提出議案の主な内容

意見書

・ 米価暴落への対策を求める意見書

・ 危険ドラッグ根絶のための対策強化を求める意見書

・ 土砂災害対策の一層の推進を求める意見書

・ 社会資本老朽化対策の充実を求める意見書

・ 産後ケア体制の整備の推進を求める意見書

・ 「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意見書

▼会派として提出した意見書
・ 「慰安婦問題」に関する適切な対応を求める意見書（採択）

・　 　　　     日本版台湾関係法の制定を求める意見書（不採択）菅原提案

▼知事提出議案の主な内容

埼玉県一般会計補正予算

　増額補正予算を３５５億５,５２９万２千円認めるもの

平成２６年度の一般会計予算の累計額

  １兆７,９０７億５,０８２万９千円
補正予算の主な内容

（１） 埼玉高速鉄道㈱の抜本的な経営再構築の支援

 厳しい経営状況である同社の経営再構築をはかるため、

 金融機関からの借入金に対し、損失補償を行うもの

３２７億５,１８３万９千円

（２） 防災拠点等への太陽光発電設備と蓄電池の設置

 　① さいたま環境創造基金の積み増し １５億３３１万３千円

 　② 県有施設、導入市町への補助 ７,１０４万４千円

（３） 県議会のテレビ放送の実施 ５,７３４万３千円

認定こども園の認定の要件に関する条例

　上位法の一部改正に伴い、幼保連携型認定こども園

の整備・運営に関する基準を定めるための条例改正

（１） 埼玉県の独自基準

 　① １学級の園児数

　　　　　

    ※学級担任２人以上置く場合は３５人以下とすることができる。

 　② 調乳室(満１歳未満)、沐浴室(満２歳未満)の必置

 　③ 乳児室(満２歳未満)の１人あたりの面積

 　④ 非常災害対策の実施

（２）国の基準どおりの基準(例 職員数、園舎･園庭の面積等）

第６次埼玉県地域保健医療計画の変更

　日本一のスピードで高齢化が進みつつある埼玉県におい

て、病床確保が課題となっている。この度、厚労省が基準病

床数の算定根拠を住民基本台帳でも可とし、さらに１，５０２床

の増床が可能となった。その変更を議会として承認したもの。

県の基準
満３歳：２０人以下※

満４歳以上：３５人以下

国の基準
満３歳：３５人以下

県の基準
３.３㎡以上

国の基準
１.６５㎡以上

▲ 埼玉新聞（平成26年10月11日 ）
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菅原文仁 ( すがわらふみひと) プロフィール 　　【略歴】昭和５０年７月３０日生まれ（３９歳）　戸田市立美谷本小学校・美笹中学校卒　埼玉県立伊奈
学園総合高校卒　日本体育大学卒（教員免許取得）　明治大学大学院修了（公共政策学修士）　元社会体育会社代表　【政治歴】平成 17 年～23 年戸田市
議会議員（2 期）　平成 23 年県議会議員に当選（１期）～現在に至る　【所属】会派「刷新の会」幹事長代理　青年地方議員の会副会長　戸田市体操協会
会長　埼玉坂本龍馬会幹事　日本自治体危機管理学会会員　【趣味】読書　史跡巡り　Ｂ級グルメ探し　【特技】バク転　のび太並みの早寝　【座右の
銘】上杉鷹山翁の「なせば成る、なさねば成らぬ、何事も」　【家族】父･母･妻･子２人（1 歳と０歳）・犬 1 匹　【夢】努力した者が報われる社会を実現すること

３９歳、無所属。子供にツケをまわさない！ 　　

すがわら文仁
ふ み ひ と埼玉県議会議員

発行者　菅原文仁（刷新の会戸田支部）
〒335-0023　戸田市本町1-21-8-1F
TEL/FAX　048-432-3585　
HP　sugawarafumihito.com
Email　mail@sugawarafumihito.com

平成２６年１１月発行 埼玉県議会議員（無所属）すがわら文仁レポート第６２号（１）

「すがわらレポート」は、定期的に

発行する気軽な県政報告です。

県政に関するご提言から身近なご相談まで、ご意見をお寄せください！



 一刻も早く全ての灰を処分していた

だきたいが、 見通しはいかがでしょうか。また、 屋外の

焼却灰が風雨にさらされないよう、 できるだけ屋根や

覆蓋の下に置いていただきたいが、いかがでしょうか。

 一刻も早く全ての灰を処分していた

だきたいが、 見通しはいかがでしょうか。また、 屋外の

焼却灰が風雨にさらされないよう、 できるだけ屋根や

覆蓋の下に置いていただきたいが、いかがでしょうか。

菅原の質問菅原の質問

 保管している放射性

物質を含む焼却灰は、産業廃棄物として処分可能な

ものから順次処分しております。現在の保管量は半

減しており、１年後には、１,２００袋程度にまで減少する

見込みです。屋外に保管している焼却灰については、

風雨の影響が少ない覆蓋下へ、 順次移動しておりま

す。処分が順調に進めば概ね１年後には屋外での焼

却灰の保管をすべて解消できる見込みです。今後と

も、周辺地域にお住まいの方々

にご迷惑がかからないよう、 し

っかりと管理し、 早期の全量処

分に取り組んでまいります。

 保管している放射性

物質を含む焼却灰は、産業廃棄物として処分可能な

ものから順次処分しております。現在の保管量は半

減しており、１年後には、１,２００袋程度にまで減少する

見込みです。屋外に保管している焼却灰については、

風雨の影響が少ない覆蓋下へ、 順次移動しておりま

す。処分が順調に進めば概ね１年後には屋外での焼

却灰の保管をすべて解消できる見込みです。今後と

も、周辺地域にお住まいの方々

にご迷惑がかからないよう、 し

っかりと管理し、 早期の全量処

分に取り組んでまいります。

下水道事業管理者の答弁下水道事業管理者の答弁

　２０１５年４月、第１８回統一地方選の投票日が決定

し、埼玉県議会議員選挙は４月３日（金）告示日、１２日

（日）投票日となりました。現在の地方自治制度は、１９４

７年の第１回統一地方選挙で全国の自治体の議員と長が

一斉に選出されてから始まりましたが、今や統一選で選

挙を行なう率は、前回の第１７回で２７％となっておりま

す。その理由は、首長の辞職や死去、議会の解散、市町村

合併など様々です。私たちの住む戸田市でも市議選と市

長選は統一選以外の時期に行われています。

　他方、地方選挙の投票率は著しく低下しており、例えば

直近の戸田市長選挙の投票率は 31.18％、そして知事選

挙は史上最低の２４.８９を記録するなど、７割の有権者

が投票放棄しているというような異常な状況が続いてい

ます。そして選挙が別々に執行されると、その度に投票所

や掲示板の設置や公報費用など設営経費もかさみます。

ちなみに今年行なわれた戸田市長選挙では４ ,２７０万円

の予算がかかりました。

　地方創生が叫ばれています。しかし、住民自らが地域に

ついて考え、政治参加しなければ、本当の意味の自律した

地方・持続可能な地域社会は訪れないと思います。

　その意味で、低すぎる投票率の現状を脱却し、選挙費用

を抑えるためにも、私はどこかでもう一度地方選挙の「再

統一」をはかり、国民みんなで同時期に自分の住む地域に

ついて真剣に考える機会をつくるべきではないかと思っ

ています。任期の問題や地方の自主性をどうするかといっ

た議論もありますが、大事なのは「有権者にとって何が参

加しやすいか」という視点です。ここには「わかりやすい

争点をつくる」など政治家の側の努力も必要でしょう。

　いずれにしても、統一選まであと５か月となりました。

任期全うに向け、これまで通りに全力疾走で頑張って参り

ますので、叱咤激励のほどよろしくお願い申し上げます！

 一般質問の報告③（地元問題）  本人の一行日記

 平成２７年度の予算要望（地元）

 編集後記

　県営戸田公園は、 平成１８年に策定した埼玉県景

観アクションプランの景観モデル地区に選定され、

「ボートコース北側道路のウッドデッキ整備」や「エン

トランス広場の整備」が計画されましたが、 ８年あま

り経過した今も実現には至っておりません。

　戸田市では現在、 平成２８年の市制施行５０周年

に向けてボートコース南側周辺の整備が検討され

ております。また戸田漕艇場は、２０２０年の東京オリ

ンピックにおけるボート競技の選手のキャンプ候補

地となる可能性もあることからも、この公園一帯を県

民 ・ 市民が誇れるような「おもてなしの空間」としてさ

らに魅力ある景観に整備していただきたいとの願い

を込めて、都市整備部長に質問いたしました。

　全ての焼却灰が処分されるまでの間、 灰が飛

散 ・ 流出しないよう万全な対策を求め、 下水道事

業管理者に質問いたしました。

 県営戸田公園を利用する県民・市

民が更に愛着が持てるよう、そして、また訪れたい

と思うような景観となるよう、景観モデル地区推進

プランの「ボートコース北側ウ

ッドデッキ」と「エントランス広

場」を実現すべきと考えます

が、いかがでしょうか。

 県営戸田公園を利用する県民・市

民が更に愛着が持てるよう、そして、また訪れたい

と思うような景観となるよう、景観モデル地区推進

プランの「ボートコース北側ウ

ッドデッキ」と「エントランス広

場」を実現すべきと考えます

が、いかがでしょうか。

菅原の質問菅原の質問

９月（長月）
 1日 第二子出産に立会い

 6日 戸田市ソフトボール大会開会式に出席（市内）

 8日 事務所にて市民相談の応対（市内）

 9日 議会制度関係の調査（県議会）

 10日 グランドゴルフ大会開会式に出席（市内）

 12日 会派団会議に出席（県議会）

 14日 地域敬老祝賀会に出席（市内）

 15日 美女木八幡神社祭礼に出席（市内）

 16日 産業労働行政関係の調査（県議会） 

 17日 中原県議と意見交換（吉川市）

 18日 新聞記者の取材応対（県議会） 

 19日 県議会本会議9月定例会開会（県議会） 

 20日 日本スポーツマスターズ競技団体懇親会に出席(市内） 

 21日 藤原紀香チャリティー講演会にスタッフ参加（市内）

 22日 提出議案の調査（県議会）

 24日 提出議案の調査（県議会） 

 25日 提出議案の調査（県議会）

 26日 定数・選挙区検討協議会に出席（県議会） 

 27日 小学校運動会に参加（市内） 

 29日 県議会本会議一般質問（県議会） 

 30日 定数・選挙区検討協議会に出席（県議会）

１０月（神無月） 

 1日 県議会本会議一般質問（県議会）

 2日 県議会本会議一般質問（県議会）

 3日 定数・区割り検討協議会に出席（県議会）

 4日 シルバースポーツ大会に出席（市内）

 5日 地域福祉まつりに参加（市内）

 6日 産業労働企業委員会に出席（県議会）

 7日 提出議案の調査（県議会） 

 8日 地方分権・行財政改革特別委員会に出席（県議会） 

 9日 提出議案の調査（県議会） 

 10日 県議会本会議9月定例会閉会（県議会） 

 11日 グランドゴルフ大会開会式に出席（市内）

 12日 保育園運動会に出席（市内）

 13日 事務所にて市民相談の応対（市内）

 15日 地域訪問と市民相談（市内）

 16日 埼玉新聞社70周年記念式典に出席（さいたま市）

 17日 とだわらび青年会議所委員会に参加（市内）

 18日 下水道フェスタ2014記念式典に出席（市内）

 19日 戸田市市民体育祭に参加（市内）

 20日 地域訪問と市民相談（市内）

 21日 事務所にて事務作業（市内）

 22日 教育行政関係の調査（県議会）

 23日 会派団会議に出席（県議会）

 25日 戸田市商工祭開会式に出席（市内）

 26日 戸田市文化祭開会式に参加（市内）

 27日 市内訪問と市民相談（市内）

 28日 教育行政関係の調査（県議会）

 29日 警察行政関係の調査（県議会）

 31日 高校新体操新人戦の開会式に出席（加須市）

▼県営戸田公園を整備し美しい景観に！

　荒川水循環センターの中に仮置きされている放射

性物質を含む焼却灰の早期処分については、平成２

３年より毎年質問で取り上げてきました。これまでの

県の努力により、ピーク時には８,８７０袋あった焼却

灰は、６月１９日現在で３,９８３袋、約２,０８８トンに半

減しました※。しかし、センター内の焼却灰のうち、１キ

ロ当たり８,０００ベクレルを超える４０７袋は丈夫な建

屋の自家発棟内に保管されているものの、それ以下

の焼却灰は第五、第六

系列水処理
ふ く が い

覆蓋の下に

７３６袋、そして雨ざらしの

屋外に２,８４０袋置かれ

ている状況です。
※１０月２３日現在２,５９９袋、約１,３６５トン

▼放射性物質を含む焼却灰の早期処分を！

▼地元要望の内容（戸田市分）

 景観モデル地区推進プ

ランは、地元戸田市や住民の方々と連携しながら、

公園とボートコースが一体化した美しい景観を作

ることを目的に策定いたしました。施設整備に当た

っては、特にボートコース北側の道路や水辺環境

が大幅に変わることから、周辺住民やボートコー

ス利用者との合意形成が課題となり、具体化に至

っておりません。このような中、戸田市ではボートコ

ース南側の整備に関する検討を行ったとのことで

す。県としては、これを契機とし

て、戸田公園の整備の在り方

や役割分担などについて市と

共に検討してまいります。

 景観モデル地区推進プ

ランは、地元戸田市や住民の方々と連携しながら、

公園とボートコースが一体化した美しい景観を作

ることを目的に策定いたしました。施設整備に当た

っては、特にボートコース北側の道路や水辺環境

が大幅に変わることから、周辺住民やボートコー

ス利用者との合意形成が課題となり、具体化に至

っておりません。このような中、戸田市ではボートコ

ース南側の整備に関する検討を行ったとのことで

す。県としては、これを契機とし

て、戸田公園の整備の在り方

や役割分担などについて市と

共に検討してまいります。

都市整備部長の答弁都市整備部長の答弁

しがらみのない無所属で活動を続ける菅原文仁の政治姿勢にご理解を頂ける個人の皆様からのカンパを募集しております。賜りましたカンパは真面目な政治活動のために大切に活用さ

せて頂きます。カンパをお寄せくださいました際は、お手数ですが①お名前、②ご住所、③電話番号、④金額を、当事務所までご一報ください。（外国の方からの寄付は受けられません。）

振込口座 : ゆうちょ銀行　口座番号 :００１８０－１－７８２０４８　（他の金融機関からの振込）　店番０１９　店名〇一九店　口座番号 :０７８２０４８　「すがわら文仁サポーターズ」

まじめな政治活動の

ためのカンパのお願い

　２０２０年東京パラ五輪も近づき、市のシンボ

ルともいえる県営戸田公園の環境整備のチャンス

は「今」です。止まっていた計画を動かすべく、今後

も積極的に県に働き掛けて参ります。

≪菅原の一言≫≪菅原の一言≫

　近年の異常気象により、竜巻や局地的豪雨、荒川

の洪水なども想定すべき課題となっております。県

はそういった事態に対応すべく、焼却灰の飛散・流

出を想定した「災害時対応方針案」を定めるなど、

地元の要望に沿った努力していただいております。

地元の安心・安全を確保するため、今後とも市と県

の橋渡し役としてがんばって参ります。

≪菅原の一言≫≪菅原の一言≫

①国道17号線沿いへの帰宅

困難者避難所設置と十分

な備蓄による受け入れ体

制構築

② こども医療費・ひとり親家

庭等医療費・重度心身障

害者医療費の各補助率を

地方交付税交付団体と同

率に引き上げ

③ 大久保浄水場における高

度浄水処理施設の導入

④ 戸田公園漕艇場の抜本的

な水質改善

⑤ 辺島橋架換工事の早期完了

⑥ 荒川水循環センター上部公

園へのアクセス道路設置

⑦ 埼京線の始発時間の繰上

げおよび終電時間延長をＪ

Ｒ東日本に強く要望すること

⑧ 埼京線の混雑緩和の諸施

策をＪＲ東日本に強く要望

すること

⑨ 埼京線の戸田公園駅に通

勤快速を停車するようＪＲ

東日本に強く要望すること

⑩ 埼京線３駅(戸田公園・戸

田・北戸田)のホームに可

動式ホームドアを設置

⑪ 市内学校屋上に対空表示

ヘリサインを整備

⑫ 荒川水循環センターの放

射性物質を含む下水汚泥

焼却灰の早期処分

⑬ 笹目川における川のまるご

と再生プロジェクト推進工

事の着実な実施

⑭ 県道朝霞蕨線における自

転車歩行者道整備の着実

な推進

⑮ 上戸田3-7セブンイレブン

前交差点(中央通り)に信号

を設置

⑯ 南町11-24交差点に押しボ

タン信号を設置

⑰ 大字新曽427-3戸田駅西

口交差点(市役所南通り)へ

定周期式信号機と歩行者

用灯器の増設および右折

矢印信号の設置

⑱ボートコース北側道路ウッド

デッキやエントランス広場等

の戸田公園内の環境整備

⑲消防団を中核とした地域防

災力の充実強化に関する

法律」施行に伴う、県独自

の財政的支援

※全ての要望内容についてはＨＰをご覧ください。

平成２６年１１月発行 埼玉県議会議員（無所属）すがわら文仁レポート第６２号（２）


