
　早春の候、花のたよりも聞かれるこの頃、
皆様におかれましては益々ご健勝のことと
お慶び申し上げます。また日頃より私の県政
活動へ温かいご理解を賜り、誠にありがとう
ございます。
　さて、早いもので私の県議としての任期が
もうすぐ満了を迎えます。４年前、いわゆる
「地盤・看板・カバン無し」で県議会に議席
を賜り、おかげ様で現在まで、政党や団体の
支援を受けずに県民本位の立場を貫き、活
動を続けることができました。
　これもひとえに市民の皆様の温かいご声
援があったからこそと、心から感謝を申し上
げます。
　昨今、地方政治における課題は、少子化
や高齢化のみならず、人口減少問題も重要
なテーマとして認識されるようになってまい
りました。
　埼玉県は、都市と地方の両方の要素を併
せ持つため、地域の課題も複雑であり、様々
な格差問題や、いわゆる２０２５年問題とも
重なり、今から取り組まなければ手遅れに
なってしまう課題が山積しております。
　こういった諸課題に先手を打つために
は、地方創生の基盤となる地方分権改革を
さらに進めながら、県内各地に根付く文化・
自然・産業などの地域資源に今一度着目し、
イノベーションに溢れ、真に効率的・効果的
な政策を進めることが必要だと考えます。
　そして目指すべきは、お年寄りも若者も夢と
希望の持てる活力ある埼玉県と戸田市です。
　私には、これまで市議会の６年間と県議
会の４年間、足でかせいだ現場の経験と、心
でつながる貴重な人脈という「強み」があり
ます。
　今後も埼玉県議会の場において、それら
をより一層活かしながら、着実な県政の刷
新を進め、市と県のつなぎ役として邁進して
まいります。
　皆様からの声をもっともっとお寄せいた
だき、どうぞ私を「こき使って」いただけれ
ば、幸いに存じます！
　結びにあたり、三寒四温の時節柄となりま
したが、皆様にとって幸多き春の門出となり
ますよう、心よりお祈り申し上げます。

統計からみた埼玉県

市町村のすがた 2014
H27.1.1 7,239,813        1.90      　　　　44.1        5.2        1.20          92.8         93.1          77.9        12.93 4.90
H27.1.1    132,880 1位  21.95 1位  39.6 2位  7.5 7位  1.54 10位  94.7 1位  100.0 14位  86.7 8位  15.87 11位  5.75

総人口（人） 人口増減率（人口
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)

２月定例会報告（速報） 

１月３日(土）

＠戸一小前(戸田

市内）

新年の本人自転車

御用聞き！

１月１０日(土)

＠文化会館(戸田
市内）

母校のサッカー少

年団祝賀会であい

さつ！

２月６日（金）

＠新曽（戸田市

内）
交差点でごあいさ

つ！

２月１８日(水)

＠吉川市長選挙

応援(吉川市）

県 議 会の 仲間が

当選、吉川新市長

が誕生！

▼知事提出議案の主な内容

平成２７年度 埼玉県一般会計予算（案）

一般会計予算額(案)

１兆８，２８９億９,８００万円 （前年度比５．７％増）

■先端産業創造プロジェクトの推進（１８億７,４００万円）

■多子世帯の保育料軽減（２億２,１００万円）

■多子世帯への住宅支援（７,６００万円）

■男性不妊治療費の助成（４,１００万円）

・精子採取術（上限１０万円）に対する補助を新設

■救急搬送患者受入体制の強化（３億３,２００万円）

■振込め詐欺シャットアウトプロジェクト（２億４,２００万円）

　２月１９日～３月１３日を会期とする、平成２７年２月

定例会が召集されました。

　知事からは、予算関連の議案が提出され、現在

県議会では議案に対する質問準備や調査が行わ

れているところです。（２月２０日現在）

　提出されている平成２７年度の埼玉県一般会計

予算（案）は、約１兆８,２９０億円という、昨年を大幅

に上回る予算額が計上されております。

　上田知事からは、人口減少の克服や地方創生の

実現に取り組むために、「埼玉版ウーマノミクスプロ

ジェクト」や「健康長寿埼玉プロジェクト」の更なる普

及・拡大、「通商産業政策の地方分権化」の更なる

加速、少子化対策の推進を柱とした事業概要が提

案されました。

 本人の活動写真

菅原文仁 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　埼玉県体操協会副会長　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･娘（2 歳）・息子（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　【自宅】戸田市美女木８－２１－６

３９歳、無所属。子どもにツケをまわさない！ 　　
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「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！

ご挨拶

投票日 ４月１２日
埼玉県議会議員選挙

日日

告示日 ４月３日金金

県単独補助を新たに設置



 本人の一行日記

　小さな目に映るその先には、どんな世界が待っ
ているのでしょうか？
　私たちは、まっすぐな眼差しで見上げたその目
に、真剣に応えなければならない。
　政治をあきらめてはいけない。そして目前にある
現実から逃げてもいけない。今だけが良ければそ
れでいいはずはなく、自分だけが良ければ幸せな
はずもない。
　みんな役割は違うけれど、それぞれの立場で、今
という時代を精一杯に頑張り、次の世代に「希望」
という名のバトンを引き継ぐ使命があると思う。
　私は、政治を通じて、子どもたちに自信と責任を
もって渡せる社会をつくりたい。市議会議員よりも
身近に働き、国会議員よりもビジョンを語れる、そ
んな県議会議員になりたい。
　ふるさと戸田のために、そして子どもにツケをまわ
さないために、初志貫徹の一心で挑戦を続けます。

 編集後記

１月（睦月）
 1日 市内各神社にてご挨拶（戸田市内）

 2日 地域の新年会に出席（戸田市内）

 3日 本人自転車御用聞き活動（戸田市内）

 4日 地域の新年会に出席（戸田市内）

 6日 知事公館にて県賀詞交歓会に出席（さいたま市）

 7日 文化会館にて戸田市賀詞交歓会に出席（戸田市内）

 8日 戸田市商工会館にて新年名刺交換会に出席（戸田市内）

 9日 新年のご挨拶回り（戸田市内）

 10日 文化会館にて美谷本FC30周年祝賀会に出席（戸田市内）

 11日 道満グリーンパークにて戸田市出初式に出席（戸田市内）

 12日 文化会館にて成人式に出席（戸田市内）

 13日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 14日 社会保険労務士会新年交歓会に出席（さいたま市）

 15日 市内企業の新年会に出席（戸田市内）

 16日 事務所にて事務作業（戸田市内） 

 17日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 18日 地域の新年会に出席（戸田市内）

 19日 事務所にて事務作業（戸田市内） 

 20日 事務所にて市民相談（戸田市内） 

 21日 県立戸田公園にて埼玉SMART訓練に出席（戸田市内）

 22日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 23日 PTA新年会に出席（戸田市内）

 24日 本人自転車御用聞き活動（戸田市内） 

 25日 文化会館にて福祉団体の成人を祝う会に出席（戸田市内）

 26日 商店会新年会に出席（県議会） 

 27日 市内訪問と市民相談（戸田市内） 

 28日 事務所にて事務作業（戸田市内）

 29日 刷新の会団会議に出席（県議会）

 30日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 31日 明治大学校友会蕨戸田支部新年会に参加（蕨市）

２月（如月） 

 1日 本人自転車御用聞き活動（戸田市内）

 2日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 3日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 4日 事務所にて事務作業（戸田市内）

 5日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 6日 佐藤栄学園優勝祝賀会に出席（さいたま市）

 7日 コンパルにて老人会演芸大会に参加（戸田市内） 

 8日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 9日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 10日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 11日 本人自転車御用聞き活動（戸田市内）

 12日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 13日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 14日 大学同窓会に出席（さいたま市）

 15日 地元ソフトボールクラブ総会（戸田市内）

 16日 市内訪問と市民相談（戸田市内）

 17日 事務所にて来客応対（戸田市内）

 18日 吉川市にて市長選挙応援弁士（吉川市）

 19日 県議会本会議２月定例会開会（県議会）

 20日 県議会にて教育行政の調査（県議会）

 21日 埼玉県体操協会会務（さいたま市）

 22日 さくら川の清掃活動に参加（戸田市内）

 23日 県議会にて河川行政関係の調査（県議会）

 24日 本会議代表質問（県議会）

 25日 本会議一般質問（県議会）

 26日 本会議一般質問（県議会）

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
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笹目川（川のまるごと再生プロジェクト、川の消火基地づくり）
１

6

水道送水管路

外壁取付けによる臭気対策外壁取付けによる臭気対策

荒川水循環センター（水処理施設、汚泥焼却施設）
3

県道朝霞蕨線（旧道）
8

7

北戸田駅東１街区

県道新曽川口線（辺島橋）
5

五差路交差点
11

県道練馬川口線（オリンピック通り）
9

県立戸田公園（堤防上部）
13

心身障害児者援護施設
１9

児童福祉施設
20

戸田公園駅前行政センター
１6

県立南稜高等学校
１5

老朽化した送水管の更新老朽化した送水管の更新

従来型のコンクリート護岸従来型のコンクリート護岸 水辺に親しめる川岸が実現水辺に親しめる川岸が実現 消火用水取水ピットの整備消火用水取水ピットの整備

笹目川排水機場
2

排水ポンプの更新排水ポンプの更新

下水道管路
4

バイパス管導入による水質改善バイパス管導入による水質改善新型汚泥焼却施設へ改築新型汚泥焼却施設へ改築

自転車道等の整備と市への移管自転車道等の整備と市への移管

市街地再開発への補助市街地再開発への補助

老朽橋の架換による水害対策老朽橋の架換による水害対策

堤防上部に広場を新設堤防上部に広場を新設

危険交差点の安全対策危険交差点の安全対策駅前歩道のバリアフリー化駅前歩道のバリアフリー化 通学路の安全空間整備通学路の安全空間整備

体育館の天井材を耐震化体育館の天井材を耐震化

助成により福祉施設が新設助成により福祉施設が新設 助成により福祉施設が新設助成により福祉施設が新設

市内でパスポート発行が可能に市内でパスポート発行が可能に

県立戸田公園（H27年度）
１4

管理棟の修繕管理棟の修繕

看護師養成施設
17

助成により看護師養成施設が改築助成により看護師養成施設が改築

特別養護老人ホーム
18

助成により福祉施設が新設（２ヶ所）助成により福祉施設が新設（２ヶ所）

戸田駅前・下戸田交番
１2

交番の新設（２ヶ所）交番の新設（２ヶ所）

町会・自治会
地域防災対策の支援、
老朽化会館改築への助成等
地域防災対策の支援、
老朽化会館改築への助成等

バス運行事業者

ノンステップバスの導入補助ノンステップバスの導入補助

埼玉県から戸田市を変える！

もっと詳しい内容はホームページをご覧ください！ 

　県は「遠い存在」と考える方もいるかもしれません。
　しかし、市内を走るオリンピック道路も朝霞蕨線も「県道」なので、県にしか整備ができません。
笹目川や菖蒲川の管理や洪水対策、上下水道の基幹も県の仕事です。信号機の設置や交通規制
などは埼玉県警の管轄です。県はこのように戸田市民の暮らしに様々な関わりを持っています。
 私はこの4年間、「埼玉県を動かし戸田市を変える」という想いで、戸田市の発展のため、県の事
業採択・予算決定に向けて取組んでまいりました。前進した事もありますし、まだ道半ばというも
のもあります。
　4年間で戸田市がどれだけ「変わった」のか、以下にその一端をご紹介します。
　これからも、具体的な形にするための架け橋として、取組みを進めます！
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すがわら文仁         　検索


