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投票率アップキャンペーン
選挙は、私たちが政治に意見を伝える大切な機会です。私たち戸田の会は、投票率向上を目
指し、選挙のたびに「投票に行こう！」と呼びかけています。

▲市長選挙（２０１４年3月）

◀投票率アップレポート

◀戸田の会の取り組みが日経
新聞に掲載（
２０１３年 月）

▲参議院選挙（２０１３年7月）

7

▲衆議院選挙 菅原県議とともに（２０１４年12月）

Q. 戸田市の投票率はどのくらい？

Q. これから予定される選挙は？
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Q. 衆議院選挙の投票率の推移は？
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戸田市は若 い人が多いからか、投票率が
全体的に低いです。一番近くに予定される
選挙は、今年4月の県議会議員選挙です。
皆さん、投票に行きましょう！
2015年4月3日（金）告示、12日（日）投票日

一般質問

自転車保険を取り上げるにあたり、市内の複数のPTAの方や保護者の方にご意見
を伺い、効果的な啓発についてお知恵を貸していただきました。

子どもの自転車保険の啓発を！
戸田市は、昨年度の自転車事故が299件（県
内ワースト3位）、小中学生の自転車事故は過去
3年間で計44件です。小中学生は、学校内の事
故については学校共済で補償されますが、自
転車事故等の学校外の事故は補償されず、補
償を受けるには「個人賠償責任保険」に加入す
る必要があります。同保険には、現在、笹目中と

聴覚障がい者のための窓口対応を！
９月議会で採択された「手話言語法制定を求
める請願」をきっかけに私も手話を習い始めま
した。その手話の勉強会で、耳の不自由な方か

美女木小のみが学校として加入、それ以外の
子どもは保護者の保険加入状況によります。
市内小中学生の保険加入状況
学校内ー学校共済

ら「市役所や病院等の窓口で呼び出されてい
ることがわかりづらい」というお話を聞きまし
た。市役所や市民医療センターでは丁寧な対
応をされていますが、耳の不自由な方により優

市内：すべての小中学校が加入
＜学校内の事故等による給付状況＞
・ H23年度 756件 約1133万円
・ H24年度
727件 約1050万円
・ H25年度
551件
約667万円

学校外ー個人賠償責任保険 市内：笹目中・美女木小(県P連保険
特約・年266円/人)、個人加入
・ 自転車で歩行者と衝突した
・ 公園で友達に怪我をさせた
・ 他人の物を壊した

しい対応となるように、耳マークの設置と、音で
はなく”振動”で順番が来たことがわかる無線
◀ 無線振動型呼び
出し器

◀ 耳マーク

振動型呼び出し器の導入を提案しました。

小学生：７４９１人
中学生：3240人

本来、保険は個人が判断するものですが、小
学生の起こした自転車事故で約1億円の損害
賠償判決も出ており、子どもの保険については
効果的な啓発が大切です。そこで、①個人賠償
責任保険に入っているかチェックするチラシを

これに対し、福祉部長より「非常に有用であ

作り、学校等で配布②校長会で市役所担当者

り、導入に向けて検討する。障がい者福祉サー

が説明③交通安全教室等への保護者参加④

ビスの中に腕時計型呼び出し器（全額公費、聴

駐輪場で配布⑤市の交通共済制度への個人

覚障がい2級以上）もあるため、活用する」、市

賠償責任保険の追加等を提案しました。

民医療センター長より「導入を検討する」との大

これに対し、教育部長と市民生活部長より、

変前向きなご答弁をいただきました。これを機

「保険は重要と認識している。①担当課と教育

に、市内の民間病院、銀行等でも耳の不自由

委員会で協力して作り、入学説明会等での配

な方への配慮が広まることを期待しています。

布、町会・子ども会・PTAへの配布を検討する
②校長会で説明する③積極的に呼び掛ける
④検討する⑤情報収集に努める」とのご答弁
をいただきました。
私もこれを機に自転車保険に加入しました。皆

市役所ではすでに耳マークを活用してます。

▲ 市役所2階市民課窓口

▲ 市民医療センター受付

さんも加入状況を確認なさってみてください。

議会報告

今回は、敬老祝金・在宅介護支援金・紙おむつ支給の3事業の削減、駅前駐輪場料金値上げ
等、長年手を入れてこなかった事業にメスを入れる議案が多かった印象です。

敬老祝金贈呈事業改正条例

駅前駐輪場改正条例

市が高齢者に祝金を支給している事業(昭
和33年施行）を大幅に削減するもの。敬老祝
金と在宅介護支援金と紙おむつ支給の3事
業で総額約2億円（高齢者扶助費全体の約7
割、平成25年度決算）を占める。パブリックコ
メントでは高齢者を中心に過去最高の計42
件が提出され、大半が削減に反対する意見。

市内3駅の駅前駐輪場を指定管理者に委
託し、自動ゲート化やラックの整備を行うとと
もに、利用料金を値上げするもの。
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新 制 度

×
88歳

3万円
×

101歳以上 10万円

×

総額 8360万円

総額 1576万円

人数 4267人

人数 1067人

※この他に、70歳以上の方に毎年2000円分のコイン型
商品券（総額約2500万円）を支給している。

戸田の会 反対意見も理解できるが、財源は限
られており、次世代へ責任もある。大変厳しい
判断だが、やむを得ないと考え、賛成する。
福祉部長 事業本来の目的を考え、見直してい
きたい。高齢者へは丁寧に説明する。
⇒原案通り
その他の議案

市直営

さいたま市

新 制 度

×

旧 制 度

1万円

旧 制 度

70歳

戸田市

指定管理者

市内/年間

市内/年間

学生4320円

学生17520円

一般6480円

一般26400円

一時利用100円/回

一時利用150円/回

※新制度の金額は、あくまで上限額であり、実際の金
額は指定管理者決定後に決まる。

こんの ①利用料金の算定根拠と受益者負担
率100％とする理由は？②近隣市との比較は？
③収入見込みは？④今後、民間委託の方針は？
市民生活部長 ①施設整備費や運営費等の
総額約29億円（10年間）を全体の利用台数（定
期1.1万台）で按分した。市場性が高いと判断し
受益者負担100％（市内初）とした。②近隣市と
同等かそれ以下。③約3億3000万円の収入を見
込む。④JR高架下土地を市が安価で借りてお
り、民間委託すると高くなるため考えていない。
⇒原案通り

◆高齢者総合介護福祉条例改正条例
在宅介護支援金・・・月額15000円（総額約8210万円）
→月額5000円（総額約2737万円）へ削減。

◆国民健康保険改正条例
国保加入者葬祭費・・・8万円/人（総額1168万円、平成25
年度実績）→5万円/人（総額約730万円）へ削減。

⇒3事業の見直しにより合計1億2698万円の削減効果。

⇒同事業の見直しにより合計４３８万円の削減効果。

戸田市の市民サービスは悪化している？
今議会での敬老祝金・在宅介護支援金・紙おむつ支給削減、駅前駐輪場の利用料金値上げ、国保加入者葬
祭費削減のほか、学童保育料値上げ、上戸田地域交流センター利用料金値上げ等、市民サービスの削減と値
上げが続いています。これに対し「市民サービスが悪化している」という印象を持つ方もいるかと思います。
しかし、戸田市の財政は、戸田競艇の売上悪化、社会保障費（医療費、介護保険、生活保護等）
の増加、地方法人税の創設、法人税を納めていた企業の移転等により、楽観視はできません。今
までは豊かな財源のもと、充実した市民サービスが行われてきましたが、今後は、行政の無駄を
削減することはもちろんのこと、限りある財源をどのように使うか見極めることが必要です。

活動日記
活動日記

秋冬は市内各地で行事が盛りだくさん！戸田には素敵なイベントがたくさんあります。
皆さんも地元のイベントに、一度参加してみませんか？

行政視察
健康福祉常任委員会（茨城県潮来市、新潟県新潟市）

茨城県潮来市では「スマートウェルネスシティ」（健幸なま
ちづくり）を、新潟県新潟市では健康政策を学びました。今
後、3月に向けて政策提言書をまとめて行政に提出します。

戸田競艇組合議会（広島県廿日市市、呉市）

広島県廿日市市のボートレース宮島では、厳島神社隣の
レース場を、呉市のボートピア呉では外向け発売場を見学
させていただきました。

地域活動

第５回市政報告会

▲５３０運動

▲市民運動会

▲町会お餅つき

▲収穫祭

▲笹目中研究発表会 ▲発達支援教室

▲ありがとうコンサート

▲手話勉強会

▲消防特別点検

▲商工祭
▲朝市

議会ごとに報告会を開いています。
今回は市内外10名の方と約2時間
半にわたり意見交換しました。
お気軽に

▲健康福祉まつり

▲防災トイレサミット

▲戸田マラソン

▲TMGキャンドル

編集後記
2015年が始まりました。市政に送り出していただいてから、早2年が
過ぎ、4年間の任期の折り返し地点を迎えます。いわゆる“地盤、看板、
カバンなし”の私が、今こうして市政で働くことができるのも、皆さんお
ひとりおひとりの一票があるからです。2年間市政の場にいて、私は
「政治が動く」ことを実感しています。「一票を投じても何も変わらな
い」のではなく、「一票を投じなければ何も変わらない」のだと私は思
います。次に予定される選挙は今年4月の県議会議員選挙です。皆さ
ん、投票に行きましょう！

＜内容＞
ご参加く
ださい！
・ 一般質問
・ 敬老祝金等
・ 平成25年度決算

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。

