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一時保育が拡大・緩和へ！一時保育が拡大・緩和へ！

14号

お茶会でお母さん方と考え、3月議会で取り上げ

た「一時保育」が6月から拡大・緩和されました。

何が変わるの？
0歳児の受入れ
がない

小規模保育事業
所で受入れ！

利用案内が
わかりにくい

リニューアルと
全園の一覧作成！

利用状況を
把握しにくい

保 護者との連
絡手帳を導入！

利用者支援事業
が知られていない

「子育てコーディネー
ター」愛称に変更！

「受益者負担の見直し方針」公開、講演会を実施「受益者負担の見直し方針」公開、講演会を実施

公共施設の利用料金等の見

直しは市役所内で市職員のみ

で議論されていました。

公共施設の利用料金は市民生

活に密着するため、市民参加、

公開での議論を求めました。

非公開だった「受益者負担の見直し

方針」が公開され、新たに公共施設の

利用料金一覧表が作成されました。

市民・議会・行政の三者による

検討委員会が設けられ、あわ

せて講演会が開かれました。

議会で提案
皆さんの声

実現へ！

非公開
議会で提案

講演会実施へ
公開へ

→

→

→

→

▲利用案内

▲連絡手帳

就労での利用が
週3日しか使えない

月12回に緩和！

求職活動での利用が
案内に載っていない

案内に明記！

兄弟の学校行事で利用
できることがわかりにくい

案内に明記！

裁判員等での利用は
認められていない

利用OK！→

→

→

→

※0～3歳未満児を対象とし、定員6～19人で行う保育



市は50年後の年少人口の割合の減少をとら

えて「少子化」と認識していますが、ここ10年の

年少人口の実人数は増加しており、私は「少子

化」ではないと考えています。早急な対策が必要です。

■ 人口推計

こんの　人口増を重要課題として対策を。

総務部長　急増する子供の人数をしっかり把

握し、第5次総合振興計画を策定する。

■ 保育所・学童保育室

こんの　一時保育、幼稚園預かり保育の拡充

を。学童保育室は国・県の補助金も活用し、将

来的な全児童対策を。

こども青少年部長　保育所待機児童は106人

（県内ワースト1位）。緊急対策本部を設置した。幼

稚園預かり保育等を進める。学童保育室待機

児童は45人。補助金を活用する。全児童対策

に向け、関係機関と調整検討する。

■ 小中学校

こんの　教室不足の対策と今後の整備計画は。

教育部長　6年後に小学校40学級、中学校9学

級増を見込む。小学校新設、学区変更等は考

えていないが今後総合的に判断する。「児童生

徒増対策委員会」の組織を拡大し、対応する。

財務部長　戸田東小・東中の建替え後、10年

以内に戸一小と美笹中の建替えを検討する。

■ 市長の決意表明

こんの　市の人口の将来像は。保育所・学童保

育室の待機児童ゼロ宣言を。

市長　2060年に人口14万9千人を目指す。保

育所・学童保育室とも待機児童ゼロを目指す。

一般質問こんの提案
「多子高齢化」になると、保育サービスや小中学校の充実などの子育て政策と介護サービ

スや高齢者施設の充実などの高齢者政策を同時に行う必要があります。

戸田市は「多子高齢化」対策を！

タバコ対策の強化を！
こんの　駅前の喫煙制限区域指定、啓発員巡回

の実施から約1年が経過したが、成果と課題は。

環境経済部長　声かけ件数は約300件から約

250件と約15％減少した。今後公表する。

こんの　罰則化の検討と喫煙所の整備を。

環境経済部長　引き続き検討する。

投票率アップ対策を！
こんの　①駅前行政センターや北戸田イオン等

に「共通投票所」（投票日当日に誰でも投票できる投票

所）を新設しては。②「期日前投票所」の拡大を。

③病院や老人ホーム等の「不在者投票指定施

設」の対象施設で指定を受けていないところに

働きかけを。④子ども連れ投票のPRを。

選挙管理委員会 ①「共通投票所」は一千万円

以上の費用がかかるが投票率向上のために有

効であり今後検討する。②「期日前投票所」はあ

いパル、北戸田イオン等への拡大を検討する。③

「不在者投票指定施設」は対象施設を洗い直し、

積極的に働きかける。④封筒でのPRを検討する。

平成26年6月議会で、私は喫煙制限区域の指

定、啓発員巡回を求め、平成27年6月から実施

されました。行政は当初とても腰が重かったので

すが、動き出してみると現場の皆さんの声も聞きなが

ら主体的に取り組んでいると感じます。

「共通投票所」は費用が課題ですが、有効な制

度です。ショッピングモール等での「期日前投票

所」は県内では和光市等ですでに設置されていま

す。戸田市も近いうちに設置されると期待しています。

こんの　戸田市は子育て

世代の転入が多く、市

の推計を上回る早さだ。

特に子供の増加は著し

く「少子高齢化」ではな

く「多子高齢化」だ。

1.5万人

2万人

2.5万人

3万人

2010 ’15 ’20 ’25

65歳以上人口

65歳以上人口推計

15歳未満人口

15歳未満人口推計

▲高齢者は推計より実人数が少なく、

　　子どもは推計より実人数が多い。



今回の議会で最も大きなものは戸田東小・東中学校の改築等設計業務でした。

改築ではなく全面建替え・小中一貫校化であることが明らかになりました。６月議会報告６月議会報告

美女木小ではマンション建設による児童数の

増加に対応するため、プレハブ教室を新設し、

賃借する予算です。

こんの　児童数の推移・予測と

プレハブ教室利用の見通しは。

教育部長　今後も児童数は増加し、平成30年

度から教室不足を予測。5年間の賃借後、

市への無償譲渡を予定。 →原案通り　　　　

美女木小学校美女木小学校

美女木小学校プレハブ教室賃貸借
約2億4000万円（平成28年度～33年度）

文科省の公募に戸田市が応募し採択された

事業です。（国庫補助100％）

こんの　事業の概要・目的は。

教育部長　教職員の負担を軽減し、子どもと

向き合う時間を確保するために、業務実

態を確認する事業。 →原案通り　　　　

チーム学校のための業務改善事業　約138万円

無秩序な宅地開発等を防止し良好な都市環

境を整備するための「宅地開発等指導要綱」

を「条例」にし、実効性を高める条例です。

〈主な改正点〉

●「市の責務」、「事業者の責務」等を明確化し、違反者に

対する「勧告・命令・氏名の公表」及び「罰則」を追加。

●〈保育園・学童保育室〉マンション（300戸以上）では施設

内の設置を協議。〈小中学校〉戸数関係なく事前協議。

こんの　協議が決裂した場合はどうするのか。

都市整備部長　一定の効果が達成できると

ころまで粘り強く事業者と協議する。

 →原案通り

宅地開発事業等指導条例

いじめによる自殺等が生じた場合に調査を

行う委員会を改正する条例です。

こんの　この条例は大津市の事件をきっかけ

にできたもので、独立性・中立性・公平性が

大切だ。立法趣旨に添った改正であり、

賛成する。 →原案通り　　　　

〈改正前〉 〈改正後〉

 調査事項 事実関係のみ 再発防止策も追加

 会　　議 非公開 原則公開

 委　　員 教育委員会の人選 心理福祉等の専門家

 守秘義務 課さない（一般規定で課す） 条例上明記

いじめ問題調査委員会改正条例

戸田東小・東中学校の全面建替えの設計業

務の補正予算です。その後に戸田東小・東中

学校の全面建替えと小中一貫校化が予定

されています。 →原案通り　　　　

H28 H29 H30 H31 H32 H33.4

設 計 工 事 開 校

〈今後のスケジュール〉

本会議、文教・建設常任委員会等での審議Q&A
Q 当初予算ではなく、急きょ補正予算で出した理由は。

A 公共施設健全度調査の結果と児童生徒数の増加によ

り建替えることが決まり、総合的に勘案し、出来るだけ

早い時期に着手することが望ましいとの結論に至った。

Q 議会への説明不足ではないか。

A 議会への説明不足は反省すべきであり、今後は情報共

有に努め、意思疎通を図りながら事業を進めたい。

Q 在校生への配慮、東中に通う喜沢小学校への対応は。

A 今後準備委員会等で十分検討し、対応していきたい。　　

戸田東小・東中学校の改築等工事設計業務　　約2億1000万円（平成28年度～29年度）

当初条例が上程された際（平成26年6月議会）か

ら、私は会議の非公開や委員の適格性、守秘

義務等の問題点を指摘していました。その後、

文科省から指摘を受け改正されました。

本来当初予算で出すべき案件を事前説明もな

く補正予算で出すのは唐突な印象です。今後丁

寧な情報提供と議論を要望しました。

戸田東小学校戸田東小学校 戸田東中学校戸田東中学校



上田清司知事と意見交換会上田清司知事と意見交換会

「ユニバーサルデザイ

ン」をテーマとし、静岡県

や大学と連携して条例

や計画を立て、全庁的に

取り組んでいる様子を学

びました。今後、市への提

言書をまとめていきます。

子ども連れのお母さんやご家族の介護をされている男

性など、市内外から多くの方にご参加いただきました。

行政視察行政視察

投票率アップキャンペーン投票率アップキャンペーン

戸田の会戸田の会

議員・地域活動議員・地域活動

市政報告会市政報告会

第11回　医療政策講演会第11回　医療政策講演会

熊本地震災害義援金活動熊本地震災害義援金活動

町会バスツアー町会バスツアー

駅頭活動駅頭活動

レガッタ選考会レガッタ選考会救命講習救命講習

高校生議会高校生議会

５３０運動５３０運動

友好交流都市友好交流都市

「コミュニティバス」をテ

ーマとし、ICカードを利用し

た乗車状況の分析や市

民協働でのバス事業の運

営を学びました。「地域の

バスは自分達で守る」と

いう取組みに驚きました。交通対策視察―岐阜市、豊田市交通対策視察―岐阜市、豊田市

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　

全国では「少子高齢化」が叫ばれていますが、戸田市はこの

10年間で子育て世代を中心に急増し、子どもの人数が増えて

います。事実、保育園、学童保育室、小・中学校のいずれも足り

ていません。今回市長は「保育所・学童保育室の待機児童ゼロ

を目指す」と宣言しました。私は待機児童の取材を受けた際に、

保育所に入れず涙を流すお母さんの姿が目に焼き付いていま

す。待機児童ゼロに向けて、私も全力で取り組んでまいります。

活動日記活動日記
第11回市政報告会では、医師兼医療政策コンサルタントの講師をお招きし、地域医療や地

域包括ケアシステムについての講演会を開きました。

菅原県議のお取り計らいで、上

田知事と県政についての意見交

換をさせていただきました。

戸田の会では投票率アップキ

ャンペーンを行っています。皆さ

ん投票に行きましょう！

お茶会お茶会

メディア対応メディア対応

サンライズcafeサンライズcafe

待機児童が106人と急増

したことを受け、当事者の

お母さん方と読売新聞の

取材をお受けしました。

総務視察―静岡市、浜松市総務視察―静岡市、浜松市

第12回第12回第11回第11回

町会盆踊り町会盆踊り

町会お神輿町会お神輿

読売新聞（7月6日）読売新聞（7月6日）


