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会派「戸田の会」 重点政策をまとめ、予算要望書を提出
こんにちは ！ 九月議会では、昨年度決算を審議し認定しました。秋には来年度の予算が
編成 されます。戸田の会では、皆さんからいただいたご意見を重点政策としてまとめ、予算
要望を市長へ提出しました。政策の実現に向け、力をあわせて取り組んでまいります。

＜予算要望の概要＞
■行政改革
行政運営の効率化

■子育て・教育
わいせつなどから子どもを守る

■医療・福祉
保育園の質の確保

■生活・経済
マンション住民の災害対策
▲10月1日 神保市長へ予算要望書を提出しました。

▲4分野、計21項目を要望しました。

ありがとう
ございます！
▲政策には皆さんの声を反映させていただきました。

日々の活動はホームページ、Facebookでお伝えしています。

▲市内3駅で駅頭活動を行いました。

http://konnomomoko.com

一般質問

今回は「決算」ということで“税金の使われ方”について質問しました。

福祉事業への支援に方針を！
福祉事業者に対し、市は補助金などのほか、
土地・建物を提供して支援することがあります。
福祉への手厚い支援は好ましいですが、補助金
などと異なり土地・建物を提供する場合には、
根拠となる法律・交付要綱などがなく、市が個
別に判断しています。そのため、同様の事業を行
っている事業者間で、一方には数億から数十億

監査計画・報告書などの公開を！

円の土地・建物を無償で提供し、その他には援
助をせず、応募の機会すらないことがあります。

「監査」とは、税金が法律や予算に基づき

確かに、市の判断で個別に支援し、福祉事業

無駄なく市民のために使われているかチェッ

を支えてきた経緯は理解できます。しかし、億単

クすることです。コンプライアンス（法令遵守）

位の税金が投入されることについての市民へ

意識が高まるなか、全国でも多くの自治体が

の説明責任、補助の公平性・透明性確保も必

監査計画・結果報告書などをホームページで

要です。福祉分野への企業の参入も増える今

公開し、わかりやすい説明をするなど工夫して

後に向けて、市の補助方針の表明や何らかの

います。しかし、本市はこれらをホームページに

ルール作りを提案しました。

公開しておらず、監査結果を見るには監査後

―福祉部長 ルール作りの必要性はわかる
が難しい。今後は事業者の自立を目指し、市
内で育った事業者を中心に支援したい。

約2週間以内に、市役所内に掲示される書類
を見に行かなければなりません。
私は、監査をするだけではなく、広く市民の
目に触れることが大切だと考え、①ホームペー
ジへの公開、②監査結果を市民目線で伝える
ことを提案しました。

新人議員の問題意識
この問題は難しく、私自身とても悩みまし
た。私の至らなさもあり、期待する答弁は得

―行政委員会事務局長 行財政の透明化・
信頼性確保のため、公開するよう検討し、議
員提案を参考に市民にわかりやすく説明する
など充実を図る。

られませんでした。しかし、何の方針やルール
もないまま、億単位の支援を今後も続けることは事
実上困難です。そのなかで、「事業者の自立を目指し、
市内で育った事業者を中心に支援する。」という方針
だけでも得られたことは大きいと思います。
市が事業者に土地を無償で提供する理由の一つ
に、土地開発公社の問題があります。本市は公社へ
の負債が約115億円（県内ワースト4位）あり、公社の
土地を買い戻す必要があります。ただ、公社の土地は

＜こんの提案＞
市のホームページに
監査計画・結果報告
書などを公開しては？

仕組み上、現在の相場よりも高くみえてしまいます。
この課題について広く市民に共有されていないので
はと思い取り上げましたが、期待した答弁は得られま
せんでした。市はいまだ塩漬けの土地を多く抱えてお
り、市には「公社の土地は仕組み上高い金額になる
が、買い戻さないといけないこと」を市民に説明し理
解を求める姿勢が必要ではないかな？と思いました。

「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。

平成２４年度決算

年4回の定例会のうち、九月議会で前年度の決算審査が行われます。決算には
一般会計のほか、特別会計（事業ごとに独立した会計）も含まれ、本会議に上程後、
所管する4つの常任委員会（総務、文教建設、健康福祉、市民生活）で詳細に審議
されます。私が所属する健康福祉常任委員会での審議の一部をお伝えします。
一般会計(約467億円)のうち、
健福が占める割合

民生費
44％

▲常任委員会での審議

けんぷく

＜健康福祉常任委員会（通称:健福）の主な所管事項＞

＝ 約51％

一般会計
特別会計

民生費 (保育園や障がい者福祉、生活保護など)

20５億３24万円

衛生費 (健康診断や母子保健など)

3１億9497万円

国民健康保険

118億5454万円

介護保険
衛生費 7％

後期高齢者医療

保育園の質の確保を！
私立保育園整備事業など ２億４２１４万円（4園）
待機児童対策のため、本市は多額の予算を
組んで次々と新しい保育園を作っています。しか
し、一部の保育園では保育士が相次いで退職
し、保護者から不安の声が寄せられています。そ
こで、予算を出して“量”
を増やすだけではなく
“質”を確保し、保護者
が安心して預けられる
よう改善を求めました。

44億4639万円
8億1052万円

レセプト点検の充実を！
総医療費

89億3006万円

・国民健康保険診療報酬支払点検事務委託費 1754万円
・国民健康保険歯科レセプト縦覧点検業務費
38万円
・国民健康保険柔道整復療養費申請書点検業務費 261万円

私たちが病院の窓口で全額支払わなくて
済むのは、自治体や企業が残りを負担してくれ
ているからです。本市の総医療費は平成24年
度で89億3006万円（前年度比3.4％増）、その
うち市の負担は72億8619万円（同4.6％増）で
す。年々増え続ける医療費の適正化を図るた
め、市ではレセプト（医療機関から市への医療
費請求書）の点検業務に力を入れています。レ

「戸田市版 子ども・子育て会議」

セプトを点検し、頻回受診や重複投薬を見直

社会保障と税の一体改革の下、「子ども・子育

すことで、数千万円の削減効果が出ているそう

て新制度」（平成27年度開始予定）では、子育て

です。今後もレセプト点検の充実を求めました。

中の保護者を委員に入れた「地方版子ども・子
育て会議」の設置が求められ、子育て政策に積極
的な自治体ではすでに動き出しています。

レセプト点検とは？（国民健康保険の場合）
チェック

本市では、新しく「子ども・子育て会議」を作ら
ず、既存の審議会が対応する条例案が九月議会
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療

者の声が大切だと考え、保護者を
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医療費の一部負担
※こんの作成

活動日記
活動日記
視

秋は多くの行事に参加させていただき、全国や市内を飛び回りました。
すべてを載せられませんが、紙面いっぱいお伝えします。

察

10月 全国都市問題会議＠大分県

10月 最終処分場＠栃木県

10月 福祉作業所＠戸田市

たかモン
＠大分県大分市

トマピー
＠戸田市ボラン
ティアセンター

全国から約2000名の市長や市議が集
まり、「都市と健康」について学びました。

ざんさ

市内の不燃物残渣（燃え
カス）をリサイクルします。

障がいを持つ方が復帰を目指して働く場所です。本
市は、このような施設からの優先調達を決めました。

地元活動

ゲストスピーチ
げんちゃん
＠戸田ヶ原

▲新曽合同コンサート

▲イブニングロータリークラブ ▲倫理法人会

人生の先輩方を前にお話しするの
は大変僭越で緊張しましたが、市政
への思いや議員活動などをありのま
まお伝えし、ご指導いただきました。
▲５３０運動

▲新曽小運動会

▲健康福祉まつり

▲消防特別点検

部

活

9月 全国市町村レガッタ＠新潟県

▲シルバースポーツ大会 ▲敬老会

▲ビリーブフェスタ

▲むつみ荘竣工式

課外活動

▲三市親善野球大会
やしまるくん
＠長野県下諏訪町

▲中小企業条例勉強会 ▲越谷竜巻被害視察

▲慶應義塾全国議連

左から コバトン、こんの、
とだみちゃん、げんちゃん

編集後記

ご協力のお願い

昨年の秋頃から駅頭に立ち始めたことを思うと、一年後に市議
として決算を認定し、市長へ予算要望をしていることに驚いていま
す。議会で決算を審議するときは「行政が行う必要があるか、費用
対効果があるか」という意識で臨みました。けれども、先日障がい
を持つ方が社会復帰を目指して働く福祉作業所を見学させていた
だき、困難に直面しながらも懸命に作業をする障がい者の方やサ
ポートする職員さんを見て、「書類の上では費用対効果が見えなく
ても、支援をする意義は現場にある」ということに気づかされまし
た。これからは、書類だけではなく現場に足を運び、市政活動に取
り組んでまいりたいと思います。

≪後援会のご入会とご寄附のお願い≫

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。

