
～タバコを吸う人も吸わない人も気持ちのいい街へ～

　　タバコの値段の約６割は税金です。戸田市には毎年約10億円の収入が入り、これは戸田競

艇からの配分金（3.5億円）の約3倍にあたります。また、タバコ協会の皆さんが定期的に駅周

辺の美化活動もされています。喫煙者・非喫煙者の両方の意見に耳を傾け、“タバコを吸う人も

吸わない人も気持ちのいい街”になるよう、今後も取り組んで参ります。
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タバコ対策前進！ー区域指定と啓発員巡回へタバコ対策前進！ー区域指定と啓発員巡回へ

大きく前進へ

９号

　昨年、こんのが市議会で取り上げたタバコ対策について、今年6月から市内3駅周辺が「喫煙

制限区域」に指定されます。そして、朝晩の通勤時間帯を中心に1日6時間、2人1組で啓発員が

巡回し、大型看板の設置と啓発チラシの全戸配布がされます（総額916万６千円）。

これまでの戸田市は・・・

「ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例」

に基づき、“啓発”のみ。

　　　　　　　　　  ↓

こんの提案により・・・

①喫煙制限区域の指定

　　→戸田公園駅、戸田駅、北戸田駅周辺を指定へ。

②美化重点推進地区の指定→今回は見送り、今後の検討課題へ。

③巡回員配置→朝晩1日6時間、2人1組で駅周辺を巡回へ。

④啓発の強化→駅前に大型看板設置、啓発チラシを全戸配布へ。

⑤罰則化検討→今回は見送り、効果検証の上、今後の検討課題へ。 ▲他自治体の巡回員 ▲啓発用携帯灰皿

▲平成26年6月議会で取り上げました
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指導員※

ゴミ罰則

タバコ罰則

※和光市、志木市、朝霞市、新座市はいずれも条例制定後から約８

年間行い、和光市・新座市は平成26年3月で終了、志木市・朝霞市

は放置自転車の監視と合同委託している。

≪近隣自治体のゴミ・タバコ対策≫

戸田駅戸田公園駅

すべて喫煙

所に変更は

ありません。

　　　赤い部

分が喫煙制

限区域です。

北戸田駅



　学童や駅前駐輪場等の料金値上げを皮切り

に、今後市は公共施設料金を全体的に見直す

方針です。しかし、現状では、料金の設定基準が

施設によってあったりなかったり、また、料金の設

定過程で利用者を含めたワークショップやパブ

リックコメントをしたりしなかったりと統一されて

いません。そして、これらを見直す検討会議も市

職員のみの非公開の場で話し合われています。

公共施設は生活に密着するものであり、今後の

大きな課題と考え、改善を求めました。

 先の12月議会で小中学生の自転車保険加入

促進について取り上げ、検討が進んでいます。

　自転車保険について戸田市は「大変重要で

ある」と認識しており、市職員の半数以上が自

転車で通勤をしていることからも、まずは市自

ら取組みをと思い、対策を求めました。

市職員の自転車保険加入義務化を！

一般質問こんの提案 戸田市は、“市民協働”を掲げていますが、財政面での“市民協働”には消極的に感じます。

私は、財政面での“市民協働”も必要であると考え、取り組んでいます。

公共施設料金を見直す際は、市民や

有識者も交えて丁寧な議論と公開を！

▲ 啓発リーフレット

→[総務部長]総職員約1300

人中、700～800人程度は自転

車で通勤しており、相当数が

既に加入していると思う。保険

加入の義務化は難しいが、リー

フレットを配布する等自発的に

加入するよう啓発をする。

◯市職員の自転車保険加入義務化を！

　重大な事故の被害者にとっては、加害者

の保険加入の有無により、相応の補償を受

けられるか否かが決まります。市にとっては

相当数が加入しているとしても、過去に市職

員による事故も起きている以上、保険加入

を進めていただきたいと思います。

　このテーマを真正面から取り上げたのは私

が初めてです。今回、市長から「検討段階から

の情報提供」、「市民や議会を交えた協働」

という方針を聞き出せたのは大きいと思い

ます。今後もしっかりと取り組んで参ります。

小中学生の自転車保険加入状況

　市内では、笹目中と美女木小の2校

が学校として自転車保険（個人賠償

責任保険）に加入しており、他の学校

でも徐々に保険加入の動きがありま

①全公共施設の料金の調査・公表を！

 →［総務部長］今年度中に行い、公表する。

②市民や有識者を交えた開かれた場で話し合

い、市民参加を原則に！

 →［同］説明責任として必要であり、検討する。

③指針を公表し、継続的な見直しを！

 →［同］公表し、継続的に見直す。

④料金設定の方針や基準(受益者負担率、減

免規定等)について丁寧な話し合いを！

 →［同］市の考えを示し、市民とともに考える。

⑤市職員の意識向上を！

 →［同］市職員の考える力を育てる。

⑥「公共施設の効率化」（ファシリティ・マネジメ

ント）とともに将来を見据えた全市的な検討を！

 →［同］情報共有を図り、協働で進める。

⑦市長の考えを！

 →［市長］検討の段階から情報共有し、市民・

 議会・行政が協働して検討を進める。



　　　　　　　　　　　4.7%
22億3537万円

固定資産税
26.0%

124億8701万円

個人市民税
19.0%

91億239万円

法人市民税　

その他市税 6.0%
28億7865万円

国庫支出金
15.4%

73億7145万円

市債 7.3%
34億8140万円

県支出金
5.5%

26億3663万円

諸収入 3.7%
17億7960万円

地方消費税交付金
3.4%　16億5000万円

その他
9.0%

42億9751万円競艇配分金は

わずか0.7％

こんのが取り組んだ活動が予算化へ！

今回は総務常任委員会として初の予算審査です。総務常任委員会では、歳入

全般の他、歳出の総務費等を審査します。
平成27年度予算平成27年度予算

歳入

私も道満で拾ったねこを祖母宅で育てています。地域猫

活動にご協力してくださるメンバー募集中です！

総額４７９億２０００万円

総額４７９億２０００万円歳出

※注　千円以下四捨五入

※注　千円以下四捨五入

民生費 46.2%
221億3546万円

衛生費 7.9%
38億603万円

　　　　　　10.2%
48億9422万円
総務費

土木費 12.7%
60億6870万円

教育費 11.3%
53億9389万円

公債費 4.9%
23億3806万円 その他 2.8%

13億2767万円

消防費 3.1%
14億7281万円

歳 出歳 出

固定資産税　約124億8701万円

　戸田市の固定資産税は微増傾向。地価が安定し、市

内全域を余す所なく活用できることが強みです。

諸収入　戸田競艇からの配分金:3億5000万円

　売上が減少していますが、新体制での経営改善により、

昨年度（3.05億円）より増額の3.5億円が戸田市に入りま

す。これはピーク時の約15分の1です。

市民税　個人:約91億239万円、法人:約22億3537万円

　市民は増加していますが、若い世代が多く多額の市民

税は望めない一方、法人市民税については大手2社（保

険、金融部門）が全体の4割を占めます。

地域猫活動推進事業　40万円×3年(全額県補助金)

　県の補助金を活用し、活動団体に去勢・避妊手術費

等を助成する予算。埼玉県は犬猫の殺処分が多く、企

業からの寄付を受け事業を立ち上げ、戸田市がそれに

手を挙げて事業を開始します。

喫煙制限区域指定等の費用　約916万円

　市内3駅を「喫煙制限区域」に指定し、通勤時間帯を中

心に2人1組で巡回啓発員を配置し、大型看板を設置す

るとともに、啓発チラシを全戸配布する予算。

こんのが所属する委員会が変わりました
　戸田市議会には4つの常任委員会（総務、文教・建設、健康福祉、市民生活）があります。前期2

年間は、医療・福祉政策に取り組みたいと思い、健康福祉常任委員会に所属しました。医療・福

祉政策は市の歳出の半分以上を占め、お金が必要な分野です。後期2年間は市の歳入を学び、

行財政改革に取り組みたいと思い、総務常任委員会に所属することにしました。

戸田市はお金持ちなの？
 「戸田市はお金がある」といわれる理由は、国からの「地方交付税」を受け取っていない

からです（不交付団体）。不交付団体は全国で東京都と54の市町村のみで、戸田市はず

っと不交付団体（県内唯一）です。戸田市が不交付団体なのは戸田競艇があるからといわれ

ますが、今や戸田競艇からの配分金は全体の0.7%(3.5億円/年)です。実際は、市民や企業の

皆さんが納めた市税が市の財政を支えています。他の不交付団体では、発電所（原発）や大

企業があったりするなかで、戸田市のように市税で財政を支えているのは貴重な存在です。
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議会費 0.9%
4億2889万円

議員の報酬や

議会関係予算

総務委員会
（こんの所属）

が審査する部分

総務委員会
（こんの所属）

が審査する部分

【不交付団体の仕組み】



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　

　　統一地方選が終わりました。私も市内外の多くの仲間のとこ

ろに応援に入りました。選挙に入ると「選挙の時だけ活動するの

ではなく、4年間の活動の真価が問われている」ことを痛切に感

じます。戸田市議会では、県議選に伴う2人の辞職で24人とな

り、無所属の女性議員は私一人になりました。私自身も任期3年

目に入り、自分に与えていただいた議席の重さをかみしめなが

ら、残りの任期もしっかりと働いて参ります。

活動日記活動日記 「市議会議員は普段何をしているの？」とギモンに思う方も多いはず！そこで、とある1日

のスケジュールを作ってみました。いかがでしょうか？

第６回市政報告会第６回市政報告会議員活動議員活動

毎日フォーラム掲載毎日フォーラム掲載

▲賀詞交歓会

▲投票率アップキャンペーン

　議会のたびに報告会を開いていま

す。市内外から約15名の方にお越し

いただき、約2時間半にわたり意見

交換をさせていただきました。

▲県南都市問題協議会

▲消防出初式

▲新曽小・中卒業式

▲第一区議長会

▲町会新年会

▲機動隊訓練

▲新曽小・中入学式

▲シンクタンク構想日本

▲お餅つき

▲こどもの国開所式

▲ソフトボール大会

▲知財勉強会

６：００

１０：００
１２：００１３：００

１6：3０

１8：3０

１9：００

20：3０

22：3０
0：００ 0：45

９：３０

7：0０

夕食 事務作業
（Facebook等）

市議会議員のとある一日
入浴

移動

就寝

起床・朝食
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移動

移動

移動

議会

議会

議案調査

会議

昼食

　雑誌『毎日フォーラム』

（2015年1月号）に記事

を掲載していただきま

した。タイトルは「首長の

判断を複数の視点でチェック―議会の本

質は多様性」です。ぜひご覧ください。

昨年度の実績を

踏まえて今
年度

の工夫は？

インターン生と

ランチしながら

政策議論！

明日審議する

事業は改善点

はないかな？

コメント嬉しいな！

おはよう

ございます！

　会派「戸田の会」では

選挙のたびに投票率ア

ップキャンペーンを行っ

ています。県議選でも

「投票に行こう！」と訴え

ました。


