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会派「戸田の会」

会派結成から2年目を迎え、結束力も強まりました。若い力を合わせ、皆さんのご意
見を市政に届け、皆さんと一緒に市政の課題を考えて参ります。

平成27年度予算要望を提出！

＜ 私たちの重点政策 ＞

「戸田の会」の重点政策をさらに推進すべく、平成27年度予
算要望を神保市長へ提出しました。

「戸田の会」市政報告会を開催！

行政
改革

行政情報の公開と透明化

教 育
子育て

わいせつ・体罰等の防止

医療
福祉

予防医療の推進

生活
経済

マンション住民の防災対策

競艇事業の説明責任

子ども・子育て支援新制度

障がい者の自立支援

ゴミやタバコ対策

ご意見をお聞かせください
http://todanokai.com
その他

8月に文化会館 にて、「戸田の 会」のご意 見対応
“見える化”ホームページを使った成果報告と今後
の活動について、市政報告会を開きました。

等

改善・
見込み
４７％

変化なし

▲「戸田の会」ホームページ

全２０８件中、９７件（４７％）
が改善・見込み！

約１年半の間に、若い世代や女性も含め２０８件ものご
意見をいただきました。たった一人の声でもその背景に
大きな課題があることもあります。ぜひ、皆さんのご意
見をお聞かせください。

一般質問

私が子どもの頃は戸田市も田んぼや畑が多く、公園でも自由に遊んでいましたが、
都市化の進んだ今は、「外遊びをする場所」をつくらないといけないと感じました。

女性医師による子宮がん検診を！
市が公表する戸田市の子宮がん検診受診
率は43.2％と高いですが、これは市町村ごとに
比較するため推計された値で、戸田市のように
市民が若く妊婦も多い市では大きくずれてし
まいます。実際の受診率は年々低下し、特に若
い世代は６.４％(２０歳)と低く、昨年度の検診助
成費も728人分(約523万円)が余っています。

こどもの国で自由に外遊びを！
「子どもが自由にボール遊びや泥遊びをでき
る場がほしい」というご意見を多くいただきま
した。調べてみると、約5年前から市内のすべて
の公園(3か所除く）でボール遊びは禁止、泥遊
びを出来るような公園は道満しかないという

受診率の仕組み
受診率＝受診者数（2年間）÷対象者数（人口－就業者数）

20歳以上女性 約49200人

対象者 ４６％

就業者 ５４％

（受診率の母数）

（職域健診がある為、
対象者から除く。）

女性の４割が受
けているわけで
はないんだね！

受診者 9762人
(２年内に市内で受診
した人数。妊婦含む）

ことが分かりました。新しくできる「こどもの国」
もボール遊び等は原則禁止の方針だそうです。
「こどもの国」は子どものための施設であり、

【平成２５年度 無料クーポン利用率（戸田市子宮がん受診率）】

20歳
6.4％

25歳
20.1％

30歳
21.7％

35歳
23.0％

40歳
21.5％

子どもの目線で「どう遊びたいか」を自立して
考えることが大切です。そこで、使い方を話し合

「内診」のある子宮がん検診は心理的抵抗も

える運営委員会をつくり、委員として中高生や

強く、女性医師を選べることが大切ですが、市

市民を広く公募することを提案しました。

指定の医療機関で女性医師を選べるのは１か

これに対し、こども青少年部長より、「中高生や

所（週1日）のみです。無料クーポン対象者に限り

市民による運営委員会を設け、公募については

市外の医療機関でも助成される制度がありま

指定管理者と協議する。外遊びについては検討

すが、まったく周知されておらず過去3年間に

テーマにする」というご答弁をいただきました。

利用者はいません。そこで、同制度の全年齢へ

子どもや地域の皆さんが運営に参加し、子ど
もが遊び育つ場としての新しい「こどもの国」
に期待します。

の拡大、女性医師リストの同封、口コミ等の受
診勧奨チラシの全年齢送付等を求めました。
これに対し、福祉部長より、「全年齢拡大は行
わないが、無料クーポン対象者へ制度の周知を
図る。女性医師リストを同封すると申し込みが
殺到するおそれがあり行わないが、市へ問い
合わせるよう促す。チラシは議員提案を参考に
同封する」というご答弁をいただきました。
市外助成制度の全年齢への拡大を行わない

▲こどもの国完成予想図 （総工費 約20億1300万円）
「こどもの国」の指定管理者は市内で保育園２園を運営する社会
福祉法人さきたま会に決定しました。

というのは残念ですが、これからも女性の視点
で受診率向上に取り組んで参ります。

議会報告

9月議会では、平成25年度決算認定のほか、子ども・子育て支援新制度関連条例等、計65件の
議案を審議・議決しました。

平成25年度 決算

「決算」とは、税金が予算通りに正しく使わ
れたかどうかをチェックすることです。

【決算の内訳】
議会費

民生費 約192億509万円（40.4％）

（4億円）

■ 生活保護扶助費 約39億8413万円
こんの 高齢者世帯の割合が増える今後に向けた支援・対策を!

公債費

健康福祉委員会
（こんの所属）
が審査

その他
（４１億円）

（22億円）

教育費
（45億円）

生活支援課 医師会等に依頼し、ジェネリック医薬品の利用促進を図る。
■ こども医療費支給事業 約6億1333万円
こんの 事業開始後1年を経た状況は？適正利用に向けた取組みを！

民生費

歳出

（192億円）

約４７５億円

総務費
（66億円）

土木費 衛生費

こども家庭課 当初に比べ落ち着いている。今後も適正利用を促す。
■ 移動支援事業（障がい児の余暇活動の付添い等） 約3億186万円
こんの 事業費が毎年10％程増加。制度存続のための見直しを！

（71億円）

（34億円）
※注 億円以下四捨五入

障害福祉課 検討チームをつくり、今後は基準を作っていきたい。

衛生費 約34億１２２３万円（7.2％）
■ 子宮頸がんワクチン他各種予防接種 約3億8155万円
こんの 積極的受診勧奨を中止してからの接種人数と今後の対応は？
福祉保健センター 206人（執行率８％）、今後も同様の対応をとる。

▲ ４日間の委員会審査

子ども・子育て支援新制度関連条例

学童保育室の一部改正条例

消費税増税分を活用し、市町村が主体とな
って子育て新制度を担うため、認定こども園
等のハード・ソフト面の整備、保育園入所基準
の緩和、学童の職員配置、その他子育て政策
を全体的に見直す条例。

学童の受入れを小学6年生まで拡大し、当初
の受益者負担率40％に戻すため保育料（例、

こんの ①認定こども園の設立は？②待機児
童の増加見込みは？③学童職員の確保策は？
こども青少年部長 ①待機児童対策のため、
市はまずは保育園を整備し、私立幼稚園に対
して認定こども園への移行を働きかける。②現
在約280人だが、大幅な増加はないと見込む。
③派遣職員等で確保する。 ⇒原案通り

戸田競艇の今後

5500円/月→7800円/月）を見直す条例。
戸田の会 受入れ拡大を評価し、今後の多子
軽減措置（2人目以降半額等）の導入に期待
し、賛成する。
⇒原案通り

手話言語法制定を求める請願
手話もひとつの言語として普及し、広く手話
を学び使える社会の実現を求める請願。
戸田の会 紹介議員となり、採択を求める。
⇒全会一致で賛成し、採択

８月の戸田競艇組合議会で事実上のトップが
交代し、体制が一新されました。戸田競艇の売上げはピーク時の１０
分の１近くまで減り、今年度の市への配分金は約3億500万円です。こ
のままでは近い将来赤字となり、税金で補てん
する恐れもある状況です。
「戸田市は競艇があるから
財政が豊か」というのはもはや過去の話です。市民全体
で競艇の今後について議論する時期に来ています。

（億円）
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活動日記
活動日記

夏から秋にかけては行政視察や行事にたくさん参加させていただきました。どこかで
お見かけになったら、お声をかけていただけると嬉しいです。

行政視察
会派視察（静岡県藤枝市、静岡県庁、神奈川県庁、東京都千代田区）

交通対策特別委員会視察（岩手県盛岡市、青森県八戸市）

千 代田区「 遊 び場 条
例」を見学。移動式ネッ
トなど戸田市でも提案！

静岡県藤枝市では「エコノミックガーデン」を、静岡県庁で
は「施策展開表」を、神奈川県庁では「かながわ部活ドリー
ムプラン21」を見学しました。

◀特定健診

◀戸田競艇ペアボート

地域活動

岩手県盛岡市、青森県八戸市の公共交通政策を学びま
した。「戸田市の公共交通のあり方」を委員会のテーマに
加え、今後主体的に政策提案してまいります。

パネルディスカッション

▲公開討論会（構想日本主催）

▲NHKニュース

地方議員の不祥事が続く中、今後の地方議会のあり方
を議論する討論会にパネラーとして参加させていただき、そ
の様子をNHKでも取り上げていただきました。
▲馬場町会体操

▲シルバースポーツ大会 ▲大学生インターン

部活動
再来年の全国大会
は戸田市で開催！
皆さんもレガッタを
始めてみませんか？

▲新曽地区コンサート ▲新曽中学校運動会 ▲敬老会

▲笹目川清掃活動

▲夕涼み祭

▲美里町交流事業

▲三市野球大会

▲全国市町村レガッタ大会（秋田県大潟村）

編集後記
パネルディスカッションでは、地方議会に否定的なご意見もいただ
きましたが、私は市議として活動する中で地方議会の大切さや可能
性を日々感じています。そう感じるのは”市政が動く”ことを実感して
いるからです。市政を動かせるほどの大きな力は、市民の皆さんの付
託があるからこそ議員に与えられているものです。半年後に統一地方
選挙を控えた今、皆さんの持つ一票を誰に託すか、どうぞ大切に考
え、託してくださいね。

▲川口市野球大会

ご協力のお願い
皆様の温かいご支援をお待ちしております。な
お、政治資金規正法により、日本国籍を有する方
のご本人様名義でのお振込をお願いいたします。
◆ゆうちょ銀行から
【口座番号】10320-89298461
◆ほかの金融機関から
【店名】038 【預金種目】普通
【口座番号】8929846 こんの桃子後援会
※お手数ですが、お振り込みの際には、
お名前・ご連絡先をご一報ください。

