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●内閣府で東日本大震災の被災者支援に携わり、 国政で社会保障政策に携わるなかで地方政治の大

切さを実感し、 地元 ・ 戸田市政へのチャレンジを決意●平成 25 年戸田市議会議員選挙において新人

歴代第 1 位得票の 3148 票を賜り初当選

【市議会での所属】 戸田の会 （若手議員 4 名）、 健康 ・ 福祉常任委員会、 交通対策特別委員会
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第２回・第３回市政報告会第２回・第３回市政報告会

５号

　　昨年夏に第1回市政報告会を開いてから、「皆さんに活動をお伝えし、皆さんのご意見を伺

うこと」の大切さを実感しています。より分かりやすく、より皆さんのご意見を聞けるように工夫

しながら、第2回、第3回市政報告会を開きました。

◆テーマ

平成25年9月・12月議会報告

一般質問（監査、福祉施設への

補助、24時間介護サービス、保

育園のアレルギー対策）など

◆ご感想

・第1回に比べて聞きやすかった

です。ホワイトボードを使っての

説明が見やすかったです。

・市民目線で市役所に鋭い指

摘をしているところや、市政につ

いて市民にわかりやすく公開し

ているところが頼もしいです。

◆テーマ

平成2６年3月議会報告

平成26年度予算、一般質問（街

灯、オープンデータ、子ども・子育

て会議）など

◆ご感想

・議員本人と対話できる時間が

多く良かったです。

・資料もきちんと準備され、説

明もよくまとまっていました。

【第２回】（平成25年９月・12月議会報告）【第２回】（平成25年９月・12月議会報告）【第２回】（平成25年９月・12月議会報告）

【第３回】（平成2６年３月議会報告）【第３回】（平成2６年３月議会報告）【第３回】（平成2６年３月議会報告）
◀戸田市の財政

をわかりやすく説

明した冊子

▼一年間の事業

を地図にしたもの

次回（6月議会報告）は7月を予定

ご参加をお待ちしております
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1月25日（土）、3月30日（日）文化会館にて開催



街灯の情報・窓口の一本化を！

一般質問一般質問 皆さんからご意見をいただき、「どのような政策として提案したら、行政の仕組みが

変わるきっかけになるか」を考えて、質問を練りました。

オープンデータの利活用を！

  皆さんは市内の「街灯」が何種類かあること

をご存知ですか？「市内が暗い」というご意見

をいただき調べたところ、①交通安全のため

の「道路照明灯」（都市整備部所管）と②防犯の

ための「防犯灯」（市民生活部所管）があり、それ

ぞれ別々に管理し、要望は担当者が１つ１つ対

応しているそうです。しかし、このような現状が

市民に伝わっていないため、「街灯について情

報提供とご意見窓口を一本化し、対応を見え

る化できないか」と提案しました。

　　これに対し、都市整備部長・市民生活部長

より、「街灯についての情報・窓口の一本化、対

応の見える化を、議員提案を参考に検討す

る。」との前向きなご答弁をいただきました。今

後ホームページなどで掲載される予定です。

　　「オープンデータ」とは、行政の持っているデー

タを公開し、事業に活用する取組みのことです。

先進的な自治体ではすでに取組みを始めてお

り、「戸田市でも利活用に向けた積極的な取組

みを！」と求めました。

　　これに対し、総務部長より、「すでに公開して

おり、今後の取組みは検討する。」とのご答弁を

いただきました。すでに取組みを始めている自

治体では、公開した後、次の課題として市民や

事業者の利益につながる活用方法に取り組ん

でいます。戸田市はデータは“公開する”ことが

大切だと考えているようですが、私は公開する

だけではなく“活用する”ことが大切だと考えて

います。ぜひ今後、戸田市でもデータの利活用

に向けた取組みが進むことを期待しています。

　　平成27年度から始まる子育て新制度に向け

て、全国で「地方版子ども・子育て会議」の議論

が活発化しています。私は先進的な自治体同

様、「戸田市子ども・子育て会議」の新設と保護

者委員の公募を求めていましたが、市は既存の

審議会で対応し、公募もせず、代わりにインタビュ

ーを行いました。しかし、インタビューは平日開催

で参加者も少なく改善点が多いと感じました。

　　そこで、①インタビューの追加開催（土日・託

児付）、②保護者の声が政策に反映されたこと

の見える化、③審議会の活性化などを求め、ほ

ぼ提案通りのご答弁を

いただきました。引き続

き、保護者の声が子育て

政策に反映されるように

取り組んで参ります。

子ども・子育て会議の充実を！

「道路照明灯」と「防犯灯」の違い

道路照明灯は国道・県道・

市道にあり、それぞれ国・

県・市（都市整備部）が管理。

防犯灯は市道・私道にあ

り、市（市民生活部）が管理。

道路照明灯について

台数：約5700基

所管：都市整備部

道路課

防犯灯について

台数：約1800基

所管：市民生活部

防犯くらし交通課

街灯の種類

道路照明灯

防犯灯

私道

×

○

市道

○

○

県道

○

×

国道

○

×

子ども・子育て会議

保護者委員数

公募の有無

さいたま市

既存

３

○

和光市

新設

４

○

川口市

新設

２

○

蕨市

新設

５

○

戸田市

既存

△

×

防犯灯

道路照明灯

▲インタビューの様子



3月議会では平成26年度予算を中心に、計５５件

の議案を審議しました。
平成26年度予算平成26年度予算

民生費 47.4%
237億2442万円

衛生費 7.5%
37億3840万円

※注　千円以下四捨五入

総務費 13.1%
65億3566万円

土木費 10.8%
53億9123万円

教育費 10.4%
52億522万円

公債費 4.5%
22億6924万円

議会費 0.8%
4億1267万円

その他 5.4%
27億1316万円

歳 出歳 出

健康福祉委員会
（こんの所属）が審査する部分

健康福祉委員会
（こんの所属）が審査する部分

　　　 237億2442万円(前年度19.1％増)

 子どもの国再整備事業 17億7,301万円

 ▶ こんの　指定管理者の選定過程の公開を！

 民間保育所関連事業 計２１億８,５１８万円

 ▶ こんの　入所待ち児童280名（4月1日現在）を抱

 え、できる限りの取組みをしていると評価します

 が、量の確保だけではなく、質の確保も課題！

 新曽北小学童移転土地購入費 5億2,520万円

 ▶ こんの　公募せず特定の事業者への委託が決

 定していますが、公募し公平性の確保を！

　　　 37億3840万円(同2.3％減)

 予防接種管理システム 130万円

 ▶ こんの　約3000人を対象とし、5月以降に実施

 予定。接種漏れが少なくなることを期待!

 子宮頸がんワクチン他　３億5000万円

 ▶ こんの　昨年6月に接種勧奨を控えて以降、接

 種者は激減。今後も慎重な判断を！

一般会計

特別会計

　国民健康保険特別会計　125億2920万円（同2.3％増）

 ▶ こんの　戸田市は健康寿命が県内最下位。特に

 前期高齢者（65歳～74歳）の医療費は県内で

 一番高く、健康づくりを！

 ▶ こんの　柔道整復師医療費をはじめ、戸田市はレ

 セプト点検に力を入れていますが、今後も取組みを！

　市民医療センター特別会計　8億667万円（同55.7％減）

　介護老人保健施設特別会計　10億3357万円（同64.1％増）

 ▶ こんの　市内唯一の公的医療機関ですが、こ

 の２施設は一般会計から毎年数億円の負担

 があります。再整備が進み医療と介護一体型

 の地域包括ケアシステムの拠点になると期待！

　介護保険特別会計　48億8034万円（同7.1％減）

 ▶ こんの　数年来増加傾向にあり、数年後に介

 護保険が増額することは必至。健康づくりを！

今年度、私は国民健康保険運営協議会の

委員になったので、しっかり取り組みます！

新人議員の問題意識

全体的にハコモノ予算が大きいと感じます。ハード

面だけではなくソフト面も充実させることや予算

消化型ではない節約志向も大切だと考えます。

議員の報酬や

議会関係予算

こんのが取り上げた「政策」が予算化されました

　[平成25年3月議会]　　シングルマザーの保育園料等寡婦控除みなし適用　36万9000円

　[平成25年6月議会]　　「公共施設の効率化(ファシリティマネージメント）」の公開講座　約220万円

　　昨年度、公共施設白書で「戸田市の今後の施設維持費は年間100億円」と試算され、

私は事業仕分けや公開講座を求めたところ、今回公開講座が予算化されました。県内で

は、鶴ヶ島市のように複数回の市民ワークショップで議論しているところもあり、戸田市で

は1回の公開講座だけでどれだけ市民の皆さんが意見を出せるかわかりませんが、課題

をともに考えるための大きな第一歩だと思います。

▲市政報告会では、「どんな

公開講座がいいか」について

アイディアを出し合いディスカ

ッションしました。

総額500億円　　特別会計以外の会計

総額226億7739万円　　特定の事業を行うための独立した会計

衛生費

民生費



活動日記活動日記

ご協力のお願い
≪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。

【口座番号】10320-89298461　　

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　

　　就任から1年間で市政報告レポートは計5号、市政報告会は

計3回、会派レポートは計2号作りました。今までは自分の思い

ばかり話してしまいましたが、計3回の市政報告会を通して

「様々な考えを持つ方と多角的に政策について話し合い、皆

さんのご意見を伺うこと」の大切さを感じました。皆さんのご

意見を伺うことで、「やっぱりこの考えで良いんだ」と確認した

り、「この考えは独りよがりだったな」と改めたりすることがで

きました。これからも皆さんのご意見を伺い、自分の考えを深

めながら、市政に取り組んで参ります。

竣工式竣工式

地域活動地域活動 勉強会勉強会

　「市民医療センター」（総額約12億円）と「介護老人保健施

設」（総額約18億円、平成28年4月オープン）が再整備されます。

これを拠点として、医療と介護が一体となった地域包括

ケアシステムの構築を期待します。

　「市民医療センター」 　入所待ち児童280名（4月1日現在）解消のため、市は多額

の予算をかけて新しい保育園をつくっていますが、保育

の質向上や保育士の確保などが課題です。子どもがの

びのびと育つよう環境づくりに取り組みます。

　入所待ち児童280名

活動日記活動日記 卒業式・入学式の他、新しい施設の竣工式などが多かったです。ちょうど予
算の時期と重なり、予算を考えながら拝見しました。

▲きざわ保育園竣工式

▲あけぼの第二保育園竣工式

▲太陽の子保育園竣工式

▲サービス付高齢者向け住宅▲特養　にじの杜竣工式

▲特養　優和の杜竣工式

▲高次脳機能障害 ▲発達障害

▲若きリーダーズフォーラム ▲自転車未来フォーラム

▲東大医療講座 ▲県南都市問題協議会▲笹目中学校研究発表会

▲５３０運動▲投票率アップキャンペーン（戸田の会、菅原県議とともに）

▲新曽中学校　卒・入学式▲新曽小学校　卒・入学式

▲市民医療センター竣工式




