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皆さんのご意見、実現へ！
ひとつひとつのご意見をしっかりと受け止め、改善に向けて取り組んでいます。すぐに改善でき
るものばかりではありませんが、小さな変化を積み重ねて住みよい街を作って参ります。

小学校水筒

み
持ち込

下戸田交差点

期間延

長！

小学生のお子さんを持つお母さんから「小学校の
持久走大会にも水筒を持ち込みたい」とご相談をいた
だき、学校や教育委員会と何度も話し合いました。その
結果、ご相談のあった学校で、今年度から持ち込み
期間が持久走大会まで2か月延長されました。

オリンピック通り

ラ
カーブミ

ー設置

！

南町の方から「さくらパルからオリンピック通りに出る交
差点は見通しが悪く危険」というお話を伺い、市役所にカ
ーブミラー設置を求めました。その結果、カーブミラーが設
置され、交差点の安全確認ができるようになりました。

紙面の都合上、載せられないものは
ホームページでお知らせしています。
http://konnomomoko.com/

下戸田の方から「戸田東中通りは
車のスピードが速く危険」とお手紙
をいただき、市役所に安全対策を
求めました。その結果、交差点の停
止線や路側帯を白く塗り、新 たに
「止まれ」の道路標示をすることに
し！
示見直
より、認知性が高まりました。
道路標

戸田公園駅バス停
戸田公園駅でバスを待っているとき、並んでいる方から
「バス停の屋根が雨漏りし濡れてしまう」とお声をかけて
いただき、市役所に点検を
求めました。その結果、落
ち葉等で詰まっていた排水
修繕！
溝が修繕されました。
雨漏り

川岸防災無線
川岸の方から「防災無線が聞き取りにくい」と声ハガキ
をいただき、担当課に現 状確認・無線内容の周知を
求めました。その結果、
ツイッターやFacebook
での配信が周知されま
底！
周知徹
した。

こんの提案
一般質問

子育て政策はお茶会でのご意見をまとめたものです。お母さん方と話し合い「今ある
制度を少し変えてより利用者目線のサービスになるように」と提案しました。

一時保育他、子育て政策の充実を！
■ 児童福祉審議会（戸田市版子ども子育て会議）
こんの 子育ての声を政策に反映するために
公募委員と保護者インタビューの継続を。
こども青少年部長 来期から公募を検討し、保
護者インタビューは実施する。
■ トワイライトステイ（21時半までの夜間保育）、ショ
ートステイ（宿泊保育）

動物愛護・適正管理条例の制定を！

こんの ニーズがあるはずだが、定員に空きが

こんの 近年、動物は“取り締まるもの”から“愛

ある。緊急時でも利用できることを周知し、当

護し適正に管理するもの”と方向性を変え、動

日でも利用できるように。

物愛護・適正管理条例を制定する自治体が増

同部長 緊急時利用を明記する。事業者と協

えている。今回、「犬取締条例」を廃止する条例

議し当日利用を認める。

が上程されたが、これを

■ 利用者支援事業（新しく始まる子育て相談事業）

機に戸田市でも新たに

こんの 「子育てコーディネーター」と愛称を。

「動物愛護・適正管理条
例」を制定してはどうか。

地域猫の里親会

環境経済部長 市の独自事務はなく、新たに
条例を制定することは考えていない。
こんの 今後動物愛護の機運は高まっていくは
ず。戸田市でも「殺処分ゼロ」を目指してほしい。
同部長 殺処分がなくなるよう、県と連携し、
支援に取り組みたい。

同部長 愛称を付ける。
■ 一時保育
こんの 保育園に入れなかった場合の受け皿は
一時保育だ。保育園同様に対策を。
① 利用状況の把握を。特に今回判明した約2
割強のキャンセルの有効活用を。
同部長 今後は把握し、制度改善に活かす。
② 枠の拡大・緩和を！

在宅避難の対策を！

同部長 一部緩和し、詳細は園長会議で検討。

こんの 昨年の鬼怒川決壊は戸田市でも起こ

利用

現状

→ こんの提案

りうる災害であり、検証が必要だ。戸田市は耐

０歳児

なし

→ 小規模保育へ

求職活動

記載なし → 明記へ

◯

就労

週3日

→ 平均週3日へ

◯

リフレッシュ

月1回

→ 年12回へ

兄弟行事

1家庭1回 → 子ども1人1回

検討

発達障害等

なし

→ 特別枠へ

検討

社会参加（裁判員等） なし

→ 特別枠へ

◯

震マンションも多く、災害時に避難所に行かず
在宅避難をする方も多いはず。事実、避難所収
容者数は人口の1割強の約1万7000人分しか
ない。耐震化、家具固定の補助金も利用者は
少なくもったいない。在宅避難の対策を。
危機管理監 在宅避難の支援を検討する。マン
ション防災のパンフレットを作成する。
まずは、“自助”が大
切です。私も在宅避難
の対策をしました。皆さ
んも対策をしましょう！

当日・土日利用

一部のみ → 拡大へ

答弁
◯

検討

検討

③ 先着順の園では保護者が子
どもを連れて長蛇の列だ。予約
システムや電話予約を。保育園
と保護者の連絡シートを。

避難リュック

同部長 システム化は今後慎重
に検討する。連絡シートを作る。

申込の長蛇の列

3月議会報告
一般
会計

3月議会のメインは平成28年度予算の審議です。この他、平成27年度補正予算、条
例、人事案件も審議します。

平成28年度 予算 (472億5300万円)

4.2% 20億円

その他

諸収入 4.1%

7.3%
34億178万円

19億5118万円

歳入 市税は昨年に続き増加傾向

固定資産税

市債 4.3%
20億2310万円

■ 市民税(個人:約95億2123万円、法人:約24億1174万円)
こんの 前年度より約6億円の税収増額を見込む理由は。
税務課長 個人市民税については納税義務者の増加と特に所得のある人の
流入が増えたことによる。法人市民税については景気回復の影響による。

■ 市役所南通り自転車レーン整備(7322万円)

26.8%
126億5199万円

歳入

県支出金
5.2%
24億6573万円

歳出 民生費等の社会保障関連費が増加傾向

国庫支出金

個人市民税

16.8%
79億4662万円

20.1%
95億2123万円

その他市税

法人市民税

6.1% 28億7961万円

5.1% 24億1174万円

議会費 0.8% その他 4.4%

消防費 3.1%

3億8389万円

14億8697万円

こんの 高齢者や子どもを乗せた大人も通る道路
だが、整備後はどのように走行することになるのか。
都市整備部長 自転車レーンは車道での整備を計画
しているが、13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、
安全のためやむを得ない場合等以外は車道を走る。

市税 58.1%

地方消費税交付金

20億5594万円

公債費 5.3%
24億8361万円

衛生費 8.2%
38億4982万円

自転車レーン

歳出

土木費 10.5%
49億7136万円

民生費
46.2%
218億4531万円

■ 補習授業(1278万円)、英語検定受験費用助成(291万円)
こんの 補習授業の概要は。また英語検定費用助成によりどのくらい、目標
達成が出来ると見込むか。
教育部長 民間学習塾に委託し夏休みと2学期以降に英語と数学を補習す
る。3級取得者等は46％、平成33年度までに100％を目指す。

戸田市職員の退職管理に関する条例

※注 千円以下切り捨て

予算の使い方
をチェック！

市役所地下備蓄倉庫

委員会審議

戸田競艇組合（予算：507億7528万円）
（億円）

60
50

戸田市への配分金の推移
52
42.5

蕨

配分金を戸田：川口：蕨
(２：１：１)で分けています。

配分金

40
30

戸田

職員（次・課長級）が退職後、担当業務に関する
要求等をすること(口利き行為)を禁止する条例。
こんの 職務の公平性を確保し、市職員の経
済活動の自由を保障するためにもどのような
行為が該当するのかを明記し、周知すべきだ。
人事課長 周知する。
→原案通り

11.0%
52億356万円

49億7251万円

■ 防災事業(1億2289万円)
こんの 市役所地下や避難所の備蓄品は水害時に水没しないか。
危機管理防災課長 低い建物にあるものは水没するおそれが
あるため、高い階に移動できるものは順次移動する。

教育費

総務費 10.5%

８億円

川口

１０分の１以下
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戸田市犬取締条例を廃止する条例
野犬等による危害防止とともに動物愛護精
神の高揚を図る条例。
こんの 条例廃止後の取組みは。
環境経済部長 県と連携し取り組む。
→原案通り

市への配分金が5000万円増の4億円とな
り、昨年就任した新管理者補佐 （元県庁職員、
事実上のトップ）の経営改善の取組みが数字に
表れてきたといえます。
また、外向け販売所の設置場所の変更に
議論が集中しました。
→原案通り

活動日記

今回は、市内で働く方々、子育て中のお母さん、大学生、レガッタチームの方々など、みなさん
と一緒に映っている写真が多く、紙面がにぎやかになりました。

テレワーク見学会

レガッタ体験会

日本マイクロソフト社

ボートコース場

12月議会で取り上げた「テレワーク」（場所にとらわれない柔
軟な働き方）の最先端を学びに、日本マイクロソフト社（品川）を
市内の皆さんと見学しました。

「ボートのまち、戸田」を盛り上げようと、レガッタ体験会を企
画しています。今年9月には戸田市で全国大会も開かれます。
一緒にレガッタ始めませんか？

地域活動

市政報告会

市議会見学

第10回
就任1年目から議会ごとに続けた市政報告会も早10
回目を迎えました。私が一方的に話すのではなく、参加
者全員で市政の課題について解決策を考えています。

インターン生政策発表会

戸田の会と会談

菅原文仁県議のもとにインターンに来た大学生と私も交流しています。
若い世代が地方政治に興味を持ってくれるのはとても嬉しいです。

お茶会

第９回

都市問題協議会

町会新年会

新曽小入学式

新曽中入学式

ソフトボール大会

倫理法人会

第10回

昨年夏に下前のサンライズcafeさんで始めたお茶
会も早10回目を迎えました。保育園や一時保育な
ど、当事者だからこその意見はとても勉強になりま
す。今回3月議会で提案した一時保育の連絡シート
は、この場で出たアイディアです。

街頭演説

アートむすび市

選挙応援

編集後記

ご協力のお願い

日々多くの方から様々なご意見をいただき、一つ一つに向き合
っています。たった一人の方のご意見でも、調べてみると背景に大
きな問題が隠れていることも多いです。ご意見をいただいた際は、
必ず実態を調べ、ご意見をくださった方と行政側の双方の言い分
を聞き、批判ではなく具体的な改善策を提案するよう心がけてい
ます。これからも一つ一つ課題を解決し、小さな変化を重ねていけ
ば、やがて大きな流れになると信じています。

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。

