こんの桃子 市政報告レポート 第11号 （201５年11月発行）

【討議資料】

11号

●昭和５８年３月２日生●戸田市立新曽小学校卒業●頌栄女子学院中・高等学校卒業●慶應義塾大
学卒業●慶應義塾大学大学院法務研究科修了●元内閣府職員（非常勤）●元国会議員公設秘書
●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
【所属】会派「戸田の会」（若手議員4名）、総務常任委員会、交通対策特別委員会、議会広報委員会
〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田 2-46-9-101（美容室シュシュ内） TEL：048-235-5358 FAX：020-4669-8668
ホームページ：http://konnomomoko.com/ メールアドレス：info@konnomomoko.com

【発行者】
戸田の会 こんの桃子

24時間在宅介護・看護サービス、実現へ！
来年
3月か
らスタ
ート！

24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
を行う事業者を見学させていただきました。

皆さ

して来年3月からの実施が決まりました。
議会

んの

老々介護

一般質問

平成25年12月議会において、国
や県も推進している24時間訪問
介護・看護サービスの早期の導入
を求めました。

夜間を通して、定期的
連絡

随時
対応

専門スタッフが日中・
に、または連絡を受け
て随時に訪問介護・
看護を行います。

■利用資格：市内在住
の要介護度１～５
■利用見込み(延べ)：
H28年度180人
H29年度240人

自己負担額 目(安 )

事業所
オ ペ レ ーター

へ！

案

≪24時間定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス≫
定期巡回

実現

で提

声

市内の要介護等認定者は3215人
（平成26年度）で年々増加し、入居施
設には限りがあるため、今後は在
宅介護の必要性が高まります。

地域を回っているときにご高齢の女性から
「在宅介護をしている家族の負担が大きい」とい
うお声を伺いました。調べたところ、専門スタッ
フが24時間定期的に、または連絡を受けて随時
に、訪問介護等を行うサービスがあることがわ
かり、私は戸田市に早期の導入を求めました。
その後、事業者が公募決定され、県、市と何度
も話し合いを重ね、県補助金（1597万円）を活用

訪問介護・看護

当初市は県補助金を活用しない考
えでしたが、話し合いの結果、市は
活用を決め、平成27年9月議会で
補正予算が組まれました。来年3月
から利用開始の予定です。

要介護1
要介護２
要介護３
要介護４
要介護５

介護のみ
5658円
1万100円
1万6769円
2万1212円
2万5654円

※介護・看護一体型事業所の場合(月額)

介護＋看護
8255円
1万2897円
1万9686円
2万4268円
2万9399円

こんの提案
一般質問

こどもの国学童保育室については6月議会で夏休みの開放を求めたところ、7月・8月に
開放していただきました。来年度の活用も引き続き求めて参ります。

市の広告事業の強化を！
こんの 戸田市は財政
的に恵まれているから
か、他市に比べ広告収
入を得る取組みが遅
れています。方針を定
め、選任担当を置き、

▲泉佐野市の広告入り案内図
(約75万円/年の収入見込み)

他市の例も調べて積極的な取組みを求めます。

こどもの国の充実を！

特に①ネーミングライツ（命名権）の推進を求め
ます。②現在、戸田市は屋外広告物条例で公

① 学童保育室の夏休みの開放を！
こんの 閉鎖中の学童

共施設や公有地等での広告は禁止されていま

保育室の夏休み開放

すが、埼玉県や全国では改正の動きがありま

を6月議会で求めまし

す。改正に向けた市の考えは？③毎年約1億円

たが、その後の進捗は？

閉鎖中の学童保育室

の税金で補てんしているtocoバスで広告収入

こども青少年部長 利用条件を緩和して夏

強化を求めます。

休みに開放し、全児童に通知したところ、4

①財務部長 各所管課で有効なものから取り

名が利用した。来年度は戸田第一小学校と

組む。ネーミングライツについては今年度末まで

戸田東小学校の児童の入所を検討する。

に要綱を示す。
②都市整備部長 県や他市と調整し検討する。

② 軽体育室に乳幼児用遊具を！

③市民生活部長 慎重な検討が必要だ。

こんの 軽体育室に乳
幼児向け遊具が少な
いので、マットや跳び箱
など充実を求めます。

軽体育室

戸田市でも公用封筒などで、すでに広告を取り入
れていますが、できることはたくさんあります。公共
性を確保しつつ、さらなる取り組みを求めます。

こども青少年部長 指定管理者と調整しな

戸田市オリジナルのLINEスタンプ・
婚姻届等を！

がら検討する。
③ 多目的室を中高生の勉強場所に！
こんの 中高生の勉強

こんの 全国ではご当地オリジナルのLINEスタン

場所が少ないので、多

プや婚姻届等が話題です。戸田市でも取り入れ

目的室を勉強場所と

てみてはいかがですか？

して開放を求めます。

多目的室

こども青少年部長 指定管理者と調整しな
がら周知を徹底する。

子どもの深夜外出の対策強化を！

長野県諏訪市

コバトンのLINEスタンプ
（約30万円の収入）

こんの 埼玉県条例で子どもの深夜外出を控

総務部長 LINEスタンプについては、導入に向

えるよう市や保護者に努力義務が課されてい

けて検討を進める。

るので、対策強化を求めます。

市民生活部長 婚姻届・受理証明書等については、

こども青少年部長 見回りを継続する。

窓口事務に支障がないか研究する。

９月議会報告
一 般
会 計

戸田市議会には４つの常任委員会があり、私が所属する総務常任委員会では、平成26
年度決算のうち歳入全般と、歳出のうち主に「総務費」「議会費」を審査しました。

平成26年度 決算

歳入 521億7295万円
歳出 503億9160万円

市税 274億8976万円

500億円を越えたのは史上初です。公共
施設の建設が大きな要因の1つです。
地方消費税交付金
2.7% 14億378万円

■ 個人市民税・固定資産税・軽自動車税 218億2389万6239円

諸収入 3.4%

こんの 平成26年度の納付方法別の収入実績と市の方針は？

県支出金

収納推進室 納付書が42.6％、口座振替35.8％、コンビニ15.8％、ペ
イジー5.5％、クレジットカード0.3％。今後は口座振替とコンビニ納付

4.6%
24億408万円

歳入

市債 9.9%
51億6540万円

を進めたい。

市税
52.7%
274億8976万円

国庫支出金
14.0%
73億3137万円

総務費 64億3665万円
■ 市役所地下食堂管理費 221万8199円
こんの 閉鎖中でもったいない。今後、市民の声も聞いて早急に活用を！
人事課 外部の助言も得ながら、食堂以外の利用も含め検討している。
■ 選挙費 6804万3385円

消防費 4.3%

議会費 0.8%

その他 3.4%

21億5419万円

3億9039万円

17億1532万円

公債費 4.4%
22億2007万円

衛生費 6.8%
34億723万円

こんの 病院や介護施設にいる方が投票できるように！

教育費 9.8%

選挙管理委員会 広報等で支援していきたい。

46.0%
232億3500万円

59億911万円

情報統計課 運用面でしばらく色々なご意見を集めたい。

総額約6億2455万円

民生費

土木費 11.7%
総務費

インターネット申込みが開始され、現状と課題は？

駅前駐輪場改修工事、指定管理者の指定

歳出

49億2363万円

■ 施設予約システム構築業務 1445万6826円
こんの

その他

12.7%
66億2943万円

17億4913万円

12.8%
64億3665万円
※注 千円以下四捨五入

納税コールセンター運営業務 641万6000円
戸田市は現年度課税分の滞納が多いため、

市内3駅8か所を再整備し、すべてを一括して指

市役所内に納税コールセンターを導入する予

定管理とする議案です。

算です。

現在、改修工事中
で、3月18日に工
期終了予定です。

こんの ①現状、②開始時期、③効果は？
財政部長 ①滞納は延べ1万9000件ある。②
11月1日から開始する。③近隣市での実績を

戸田公園駅駐輪場

戸田公園駅臨時駐輪場

参考に約2700万円の効果を見込む。
→原案通り

こんの 収容台数の増減は？
市民生活部長 総数1万225台（578台減）となる
が、民間駐輪場（約1500台増）ができるため、全体

議員の海外派遣の承認

240万5000円

として約1000台増える。

戸田市議会は毎年議員の海外派遣を行って

こんの 指定管理者はどのように選ばれました

おり、今年は中国開封市へ派遣が予定されて

か？利用料金はいつ決まりますか？

います。私たちは以前より見直しを求めており

財務部長 公募により6社が応募し、実績等を

ましたが、見直し案が反映されておらず、会派

評価し日本コンピュータ・ダイナミクス㈱に決定

3名が反対しました。引き続き見直しを求めて

した。10月中には料金を決定。12月1日から

参ります。

指定管理者を導入する。

→原案通り

→反対少数により、原案通り

活動日記

「皆さんの声で市政は変わる」と信じて、駅頭活動、ポスティング、市政報告会に加え、新しく
子育て中のお母さん方との茶話会や声ハガキも始めました。

会派：戸田の会
〈戸田の会重点政策〉
◆住民参加の市政運営
◆補助金制度の見直し
◆一時預かりの充実
◆公共施設での多世代交流

投票率アップキャンペーン

◆若年者の社会参加教育
◆地域包括ケアシステム
◆医療センター経営改革
◆駅前駐輪場再整備
◆マンション災害対策

市長へ予算要望

市政報告会・茶話会

第８回市政報告会
茶話会
始めま
した

第１回茶話会

県予算勉強会

◆町会未加入者対策

菅原県議との県予
算勉強会です。戸田
市で活用できる補助
制度はないかチェック！

議員活動
来年
一緒に は戸田大会
で
レガッ
タ始め す
ません
か

文化会館に
て、6月議会報
告と学童保育
室についてデ
ィスカッション
しました。

わいわ

い

全国市町村交流レガッタ津幡大会

第２回茶話会

特定健診

シルバースポーツ

いじめ対応訓練

駅頭活動

530運動

ソフトボール

敬老会

新曽コンサート

老健内覧

ご意見対応
声ハガ
キ、始
めまし
た

マンション防災
「市の災害・救急を教
えてほしい」というご意
見をいただき、市の取り
組みをお伝えしました。

声ハガキ

新曽中運動会

続々
お便 と
りが

地域猫里親会

市民体育祭

ポスティング

編集後記

ご協力のお願い

団塊の世代が75歳を迎える2025年までに、高齢者が住み慣れた地
域で暮らせる体制づくり（地域包括ケアシステム）が求められています。戸
田市は若い町だと言われていますが、高齢化の例外ではなく、「介護」
は誰もが真剣に考えなければならないテーマです。これから在宅介護
の必要性が高まる中で、今回の9月議会で県補助金を活用した24時間
介護・看護サービスの開始が決まり、とても嬉しく思っています。今後も
地域包括ケアシステムの構築に取り組んで参ります。

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。

