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皆さんの声を市政に！－お茶会・市政報告会を開いています
市議会議員となり今年で4年目、あっという間に1期4年間の最後の年です。「議会での議論を
お伝えし、ご意見を伺おう」と1年目から続けた市政報告会は10回目を迎えました。さらに、「もっ
と街に出て女性や子育て中のお母さん方の声も聞こう」と始めたお茶会は６回目を数えました。
これからも皆さんに身近な市議会議員でいたいと思っています。
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第９回
＜これまでのテーマ＞
★ 学童保育室の充実を！

第４回

＜これまでのテーマ＞
★ 一時保育を使いやすく！
★ 病児保育の空き状況を教えて！
★ 公園でボール遊びを！
★ 小学校で水筒持ち込みを！
★ ママ友達でアンケートを！

第５回

第６回

お茶会について
◎日程：平日(月1回程度)
◎参加費：300円
◎場所：サンライズcafe
◎お子さん連れ大歓迎！

第８回

市政報告会について

★ 水害対策を！
★ スポーツセンターの今後！
★ タバコのマナー向上！
★ 投票率アップを！
★ トコバス利用を！
★ こどもの国有効活用を！
★ 受益者負担率！
★ 女性議員の産休を！ etc

◎日程：土日（議会ごと）
◎参加費：無料
◎場所：あいパル他
◎お子さん連れ大歓迎！

こんの提案
一般質問

今回は駅頭でお配りした声ハガキや会派ホームページからいただいたご意見を議会で取
り上げました。皆さんのご意見は情報の宝箱です。お気軽にお聞かせください。

高齢者などのゴミ出し支援を！
こんの 会派宛に福祉事業所の方から「高齢者
や障がい者はゴミ出しが難しくヘルパーが持ち
帰ることもある」というご意見をいただきました。
調べたところ、介護サービスではゴミ出しのみの
利用はできないこと、朝8時までにゴミを出さな
いといけないこと、市のまごころ
収集サービスは広く利用できな

テレワーク（在宅勤務など）の推進を！

いことなど、高齢者や障がいの
ある方のゴミ出し問題が浮き彫

テレワークとは？
「テレワーク」とは、ICT(情報通信技術）
を活用し、自宅やサテライトオフィスな
ど場所にとらわれない新しい働き方
のことです。
◆ 雇用型…自宅で働く在宅勤務、いろいろな場所で
働くモバイルワーク、テレワークセンターなどで働く施
設利用型勤務があります。
◆ 自営型…個人事業者や小規模事業者などが行う
SOHO※や内職副業型勤務があります。
※SOHO…スモールオフィス・ホームオフィス

こんの 「戸田市でもテレワークを進めたい」と
市内の方からご提案をいただきました。テレワー
クは、ワークライフバランスの充実や多様な働き
方のひとつとして魅力を感じました。①戸田市
役所の取組み、②民間事業者への支援、③公
共施設でのテレワーク利
用を進めてはどうですか。

めます。

市内高齢者

福祉部長 福祉部が地域包括ケアシステムの
「新しい総合事業」の中で検討する。
こんの 同事業は「要支援」の方は対象ですが、
より介護が必要な「要介護」の方や障がいのあ
る方は対象ではありません。さいたま市や川口市
など全国では担当部をまたいで取り組んでいま
す。戸田市でも早急な取組みが必要です。
福祉部長 難しい課題だが、取り組んでいく。
会派宛に届いた1通のメールから始まった問題で
す。「要介護」の仕組みを作る“国”と「要支援」の仕
組みを作る“市”の狭間、“市”のなかでも“福祉部局”
と“環境部局”の狭間にある問題だと思います。今
回の提案を通して一歩前進するはずです。

社労士の費用を「経費」認定に！

総務部長 ①「戸田市特
定事業主行動計画」 （平

りになりました。早急な対策を求

市内のテレワーカー

こんの 生活保護は「最後のセーフティネット」であ

成27年3月）の中で新たにテレワークの環境整備

り、他に利用できる制度(障害年金など)があればそ

を策定した。今後、国や他の自治体の動向を注

ちらが優先されます。受給者の中には障害年金

視し、研究する。

を受給できる場合もありますが、その際社会保険

環境経済部長 ②企業への情報提供や雇用

労務士の費用が「経費」として控除されるかが問

者への支援のあり方を研究する。③各施設で

題です。市ごとの判断ですが、戸田市の対応は？

目的が異なるため、個別の検討が必要だ。

福祉部長 「経費」として収入から控除する。不利
益になることはない。

テレワークは一部の民間企業や国、都道府県で
始まって間もない取組みです。戸田市では時期尚
早かもしれませんが、今後の多様な働き方のひと
つとして提案していきたいです。

当たり前に思えるかもしれませんが、これは画
期的です。ただ、必ずすべて認められるわけでは
ありませんので、市と丁寧に話し合ってくださいね！

１２月議会報告

今回は、女性や子どもに関する議案が多かった印象です。市議会でどんな議論がなさ
れて決まるのか、生の議論を傍聴してみませんか？

保育料改正条例
教育・保育給付一部改正条例
平成27年4月から始まった「子ども子育て支援新制度」により保育に関する費用が増加したことなど
を受け（表①）、約15年間見直しをしていない保育料を見直す条例です。（表②）
こんの 近隣市や23区と比較する声もありますが、改定にあたり他自治体を参考にしましたか？
子ども青少年部長 近隣市は本市と同等。23区は財政力が違い本市より安価。（表③） →原案通り
① 公費負担と保護者負担

改正前

※保育標準時間

■ 旧保育料・区分

■ 新保育料・区分

区分

全

保育園運営に必要な約29億6000万円（年間）
を保護者、戸田市、県、国で負担しています。

② ３歳未満児の保育料改定

体 ０歳 児

保護者23%
約6億7000万円

戸田市

54%

約16億1000万円

県

国

10%

13%

保護者

公的負担（戸田市、県、国）

5,7000円

150,586円

③ 近隣市の保育料

改正後

第9

改正前

市民税

保育料

（所得税割）

(月額)

16万9千円以上 52,000円

※3歳未満児

市区

保育料

市区

保育料

戸田

66,000円

横浜

77,500円

さいたま

72,800円

川崎

81,500円

川口

69,000円

市川

68,000円

蕨

56,870円

23区

37,100円～
58,500円

第10 30万1千円以上

57,000円

市民税

区分

第9
第10
第11
第12
第13
第14
第15
第16

改正後

保育料

（所得税割）

(月額)

16万9千円以上
20万2千円以上
23万5千円以上
26万8千円以上
30万1千円以上
33万3千円以上
36万5千円以上
39万7千円以上

52,000円
54,000円
56,000円
58,000円
60,000円
62,000円
64,000円
66,000円

待機児童解消のための施設整備や保育士処遇改善のための費
用が年々増加するなかで、保育料を決定するのは難しい問題です。
色々なお考えを伺いながら、これからも取り組んで参ります。

学童保育室一部改正条例

［組織改正］「教育政策室」創設

戸一小の３つある学童

平成27年度に新しい教育長が就任し、戸田市

保育室のうち1つをこど

の教育政策が大きく前進しています。その一環
として「教育政策室」ができ（旧「指導課」）、教育

もの国（現在閉鎖中）に、ま
た新曽北小の2つのうち

新曽北小学童保育室

政策担当が強化されます。
→原案通り

１つを民間学童（むつみ会）に移行する議案です。
こんの 子どもをどのように振り分けますか？
学校外の学童に通う際の送迎は？

女性議員の産休規定

子ども青少年部長 1，2年生と特別支援学級

女性活躍大臣からの要請も受け、これまで

の児童は学校内の学童へ、3年生以上は学

「事故」としていた出産による欠席を「出産」

校外の学童へ入室を検討している。こども

として認める改正です。

の国へ職員が引率する。

→原案通り

こどもの国学童保育室はオープン以来利用者が
少なく（3人/定員60人）1室が閉鎖されています。私は
早期の活用を求めており、来年度からの活用が決ま
りました。しかし、対象となる保護者への周知は不足
しており、丁寧な説明と安全確保が必要です。

地方議会の女性議員
の割合は11.6％と少数
です。私は議会の本質は
多様性だと考えており、
女性が参加しやすい制
度作りを進めて参ります。

→原案通り

活動日記

これまでは議会の公務が中心でしたが、就任3年を経て、市民の皆さんとの市政報告会や
お茶会、ご意見対応など自分で考えて始めた活動も多くなってきました。

行政視察

議会広報委員会―町田市

今回は私も提案
していた「議会ホー
ムページの活用」を
視察しました。戸田
市でも取り入れた
いのですが、難しさ
も感じました。

総務常任委員会―大田区、堺市

誰もが使いやすい市役所の
あり方を視察しました。障がい
のある方が働く地下食堂を見
学し、「障がいがあったり子ど
も連れでも使いやすい空間は、
みんなが住みやすい社会につ
ながっている」と感じました。

戸田の会

第2回会派報告会
戸田の会では毎年、会派報告会を開いています。今
年は各メンバーの活動報告の後、「スポーツセンター
の今後」について廃止・再整備のグループに分かれて
テーマディスカッションを行いました。

ご意見対応

会派駅頭
毎年、会派レポートも発行しています。全戸配布（約6
万世帯）の他、駅頭にてお配りしました。駅頭では、街頭

演説も行い、戸田市政の課題や私たちの目指すまち
づくりを訴えました。

地域活動

こどもの国

下戸田交差点

「こどもの国の園庭
の土が流れ出ている」と
いうご意見をいただき、
担当課へ改善を求めま
した。近日中に修繕され
ます。

「下戸田の交差点が
危ない」とご意見をいた
だき担当課へ相談しま
した。新たに補助線を引
いていただくことになり
ました。

▲会派レポート

おはよ
ござい う
ます！

賀詞交歓会

駅頭活動

５３０運動

消防点検

図書館Xmas

広報研修会

ママフェスタ

町会祭

議員研修会

ソフトボール式典

競艇組合議会

編集後記
2013年に市政に送り出していただいてから早3年が経ち、任
期も残り1年となりました。この3年間、「みなさんが託してくだ
さった1票の思いに応えられているだろうか」と自問自答してい
ます。「みなさんの声を市政に届けたい」という初志を忘れず、
残り1年、4回の議会をしっかりと務め、戸田の未来につながる
よう一生懸命働いて参ります。

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。

