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学童保育室、待機児童ゼロへ！学童保育室、待機児童ゼロへ！

15号

子どもの人数が急増する戸田市では、保育園だけではな

く学童保育室でも待機児童が問題となっています。私が議

会で取り上げた際、市長は「学童保育室も待機児童ゼロを

目指す」と宣言しましたが、課題は山積しています。市は問題

の重さを認識し、早急な対策が必要です。

閉鎖されていたこどもの国学童保育室が夏

休みに市内全小学校に開放されました。

平成２８年度より、こどもの国学童保育室の利

用が待機児童のいる戸一小に広がりました。

市役所、公立・民間学童、こどもの国が集ま

る学童意見交換会が開かれました。

国・県の補助金活用の検討が始まりました。

署名活動をサポートし、約500筆集まりました。

公立・民間学童、こどもの国を

見学し、ご意見を伺いました。

何度も議会で取り上げ、充実・

拡大等を求めました。

現場で学び
議会で提案

一歩前進！

〈学童保育室の充実に向けたこれまでの取組み〉

埼玉県の犬猫

の殺処分数は

1705匹（平成27

年度）で、特に多

い の が 子 猫 の

殺処分です。戸田市では殺処分がなくなる

よう、平成25年度から県の補助金（3年間で

120万円）を活用して動物愛護団体を支援し

地域猫活動を始めています。

動物愛護、殺処分ゼロへ！動物愛護、殺処分ゼロへ！

里親募集中！

捕獲・手術捕獲・手術

犬猫殺処分ゼロを実現するた

め、戸田市内で地域猫活動をして

いる動物愛護団体です。同団体は

野良猫を捕獲し不妊手術をしたり、

里親会を開いたりしています。お手

伝いしてくださる方を募集中です！

戸田にゃんこお助け隊

□
□

□

□

□

子猫子猫 里親会里親会



■ 都市整備

こんの　工場撤退とその跡地へのマンション建

設により急激な人口増だ。保育園や小中学校

の教室不足、住宅と工場等との混在問題等、

新たな課題に有効な対策が打てていない。人

口増を見据えた都市整備を。

都市整備部長　住工混在が問題と認識してい

る。立地適正化計画を策定し、居住誘導区域

等を定め、住工混在の抑制効果を期待する。

■ 市税収入

こんの　市財政を支えているのは市民税であ

る。人口推計とあわせた税収の推計を。

財務部長　施策に有効であり、作成を研究する。

■ 企業撤退対策・企業誘致、女性活躍支援

こんの　戸田市は類似団体に比べ、商工費予算

が半分だ。固定資産税の補助拡大等の企業撤

退対策や大学等を含めた企業誘致を。また、経

済を支えるカギとなる女性の活躍支援を。

環境経済部長　補助拡大等環境を整える。医

療関連事業等の高付加価値産業を誘致する。

女性の多様な働き方を支援する。

一般質問こんの提案
議員の一般質問の持ち時間は40分（市役所の答弁時間は無制限）ですが、今回の一般質

問の項目は多岐にわたったので、計2時間近くに及びました。

人口増に対する新たな都市像を！

何年も前から台風や大雨のたびに市内各所で

浸水・冠水しています。多大な費用と時間がかかる

のは理解できますが、一刻も早い対応が必要です。

都内では通学路への防犯カメラの設置が始ま

っています。戸田市の公園でも危険行為が行われ

やすい場所には防犯カメラの設置が必要です。

都内では通学路への防犯カメラの設置が始ま

っています。戸田市の公園でも危険行為が行われ

やすい場所には防犯カメラの設置が必要です。

債権管理条例は近年、全国で制定が進んでい

ます。戸田市にも回収できなかった債権は多く、

更なる取り組みが必要です。

債権管理条例は近年、全国で制定が進んでい

ます。戸田市にも回収できなかった債権は多く、

更なる取り組みが必要です。

通学路・公園等に防犯カメラを！

こんの　登下校中の子どもたちが犯罪に巻き

込まれたり、公園等で放火等の危険行為が行

われていたりする。防犯カメラの設置を。

教育部長　通学路は、市の方針に従い検討する。

市民生活部長　既設カメラの効果を検証し、引き

続き増設について検討する。

更なる行財政改革を！

■ 債権管理条例

こんの　市には回収できなかった債権が多い。

債権管理条例を制定し、債権の適切な回収を。

財政部長　他市の条例を研究する。

■ ファシリティマネジメント（公共施設効率化）

こんの　市が進めるファシリティマネジメントには

含まれていない施設（町会会館等）がある。費用は

全額市負担の場合もあり、検討が必要だ。

財政部長　市単独事業を見直すなかで、本件

についても見直しを検討する。

早急な水害対策を！

こんの　台風9号で各所が

浸水した。早急な対策を。

上下水道部長　雨水幹線

や雨水浸透施設を整備す

る等、浸水箇所を中心に積極的に取り組む。

こんの　校庭等公共施設からの土砂流出も問

題だ。管理する各課で対策を求める。

8/22 新曽の浸水状況8/22 新曽の浸水状況

〈市内ボール遊びができる公園の管理体制の比較〉
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【中町多目的広場】【中町多目的広場】 【青少年の広場】【青少年の広場】 【ボール公園】【ボール公園】



決算は予算が適切に使われたかをチェックすることです。私は総務常任委員会に所

属するので、歳入全般と歳出の総務費等を審議しました。９月議会報告９月議会報告

経営向上を図るため、戸田競艇組合を「組

合」から「企業団」に変更する改正です。

こんの　市、市民、議会への影響は？

財務部長　地方公営企業法の適用により官

公庁会計（現金主義）から公営企業会計（発生

主義）に変更になり、より利益に基づく算定と

なる。主に配分金については売上げに基づく

ため配分金への実質的な影響はない。

→原案通り　　　　

戸田競艇組合規約の変更

エネルギー使用料の多い文化会館等の施設

の省エネ診断を行い、エネルギー使用量等の

分析・改善等を行う事業です。（国庫補助100％）

こんの　効果の見込みは？

財務部長　省エネ診断の結果に基づき、運用

改善等を検討することにより、より効果的・効

率的な設備改修方法等が明らかとなり、更に

CO2削減に取り組むことができる。

→原案通り　　　　

補正
予算 公共施設CO２削減推進事業支援業務

市税
55.0%

２７８億３５７３万円

国庫支出金
15.2%

７６億７９４０万円

市債 5.6%
２８億１２８０万円

県支出金
4.9%

２４億７２９２万円

地方消費税
交付金 4.4%
２２億２５２６万円

諸収入 3.6%
１８億３９１３万円

その他
11.3%

５６億９５９１万円

歳 入歳 入

平成2７年度 決算

■ 市民税　　約122億5089万円

 こんの　人口増加に伴う、市民税の状況と傾向は。

税務課長　個人市民税は所得のある転入者が多かったことにより、

約94億2811万円。法人市民税は大手数社の納税が過去平均を上

回ったことにより、約28億2278万円。個人市民税・法人市民税とも

に近年増加傾向にある。

■ 滞納処分　　最高滞納額 約4700万円

こんの　滞納処分の詳細は。

収納推進室長　最高額は約4700万円（個人）。不動産取引での脱税

による課税で、県・市で家宅捜索を行ったが差し押さえはなかった。

歳入

歳出

■ テレビ番組「ふれあい戸田」　　約1812万円（年12回の製作費等総額）

 こんの　市の広報費（総額約4900万円）は、「広報戸田市」（約2400万円）

と「ふれあい戸田」（約1800万円）でほぼ占められている。町会の負担

になっている広報誌の全戸配布へ予算をまわすなど検討すべきだ。

政策秘書室長　見直してまいる。

■ 納税コールセンター　約597万円

こんの　新たに始まった納税コールセンターの効果は。

収納推進室長　約597万円の費用で、10倍の約5970万円の入金

があり、非常に効果を感じている。

■ 庁舎管理費　約1億3854万円

こんの　NHK受信料はどのように支払っているのか。

資産管理課長　テレビモニターの台数分を支払い、複数台の設置に

よる割引もあり、総額約10万円を支払っている。

483億5623万8428円

505億6113万0566円

一 般
会 計

※注　千円以下四捨五入

民生費
45.3%

２１８億７７２７万円

衛生費 7.3%
３５億２４７５万円

教育費 10.5%
５０億８３５６万円

土木費
11.9%

５７億６２３９万円

総務費
11.8%

５６億７９６４万円

その他 4.9%
２３億８２９９万円

消防費 2.8%
１３億７５３８万円

議会費 0.8%
３億８１０９万円

歳 出歳 出

公債費 4.7%
２２億８９１８万円

きびしくチェック！

戸田市の特徴は不交付団

体であることです。他自治体

で大きな割合を占める「地

方交付税」がありません。



予算要望提出予算要望提出

行橋市では庁舎ユニバ

ーサルデザインを、福岡

市では庁舎の広場を見

学しました。今後、市に対

してユニバーサルデザイ

ンの推進について提言

書を提出します。

7月から10月にかけて、全3回のワークショップを開

きました。vol.1は「子ども・子育て」について、vol.2は

「行財政・経済」、vol.3は「地方議会・市民参加」につ

いて話し合いました。インターンの大学生から市内で

企業を経営している方まで同じテーブルについて戸

田市が今後進めるべきまちづくりについて話し合い

ました。今後私の進める政策に活かしてまいります。

戸田東小学校・中学

校の建替えと小中一貫

校化について、保護者や

地域の皆さんと話し合

いました。

行政視察行政視察

戸田の会戸田の会

議員・地域活動議員・地域活動

市政報告会・ワークショップ市政報告会・ワークショップ

第12回第12回

ボートレース浜名湖、

ボートピア名古屋・ミニ

ボートピア栄を見学しま

した。ミニボートピア栄

では地域の方との話し

合いで導入した会員シ

ステムが印象的でした。

第13回第13回 第14回第14回

競艇組合視察ー浜名湖、名古屋等競艇組合視察ー浜名湖、名古屋等

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。

編集後記　

9月議会を終え、残すところ12月議会のみとなりました。市

政報告会は就任一年目から始めましたが、今年の夏は双方向

でディスカッションができるようにワークショップ（全3回）を開きま

した。「子ども・子育て」、「行財政・経済」、「地方議会・市民参

加」等のテーマについて議論をすることで、今後の政策や議員

として何をすべきかについて考えを深めることができました。こ

れをもとに、これからも働いてまいります。

活動日記活動日記
任期最終年の今年は、これまでの市政報告会から、より皆さんと一緒に考えられるよう全３

回のワークショップを行いました。市内外から多くの方にご参加いただきました。

《戸田の会の重点施策》

○住民参加の市政運営

○一時保育・預かり保育の充実

○特別支援学級等の充実

○ユニバーサル化の推進

○駐輪場の利用者目線での整備

○マンションの災害対策強化　etc

お茶会お茶会

総務視察―行橋市、福岡市総務視察―行橋市、福岡市

第11回第11回

高校生議会高校生議会

530運動530運動 総合防災訓練総合防災訓練 レガッタ大会レガッタ大会とだ５０祭とだ５０祭

ソフトボール大会ソフトボール大会敬老会敬老会

青年地方議員の会青年地方議員の会 美里町交流事業美里町交流事業

リバプール市歓迎式典リバプール市歓迎式典 開封市歓迎式典開封市歓迎式典


