
平成29年度の   　

　本市は、昨年１０月１日に市制施行５０周
年の大きな節目を迎え、この記念すべき年
を多くの市民が一つとなって盛大にお祝い
することで、夢と希望のある輝かしい未来に
向けた新たな一歩を踏み出しました。この節
目を更なる飛躍の起点とし、県内一若い平
均年齢と全国屈指の人口増加率に起因する
活力を生かしたまちづくりを深化させること
で、市域は小さくてもキラリと輝くまちとし
て磨きをかけてまいります。

キラリと輝くまちへ

全国屈指の人口増加率、
その活力を生かしたまちづくり
平成29年度施政方針／予算の概要

平成29年度施政方針（概要）

 手順  スマートフォンを画像
にかざすと、市長からのメッセ
ージを聞くことができます。
❶専用アプリ「COCOAR2」
　をインストール
❷アプリを起動する
❸ARマークのついた画像を
　枠内に入れる

メッセージ動画が
流れます

市長の生の声を聞いてみよう！

○待機児童解消策として、民間保育所を新たに３園、小
規模保育事業所を新たに１園開設するなど、約240
人の保育受け入れ枠の拡大を図ります。
○保育士の緊急確保策として、民間保育所などに就職
する保育士に対し、新たに就職支援給付と宿舎借上
支援を実施します。
○県内トップクラスである学力のさらなる育成のため、
文部科学省の委託研究事業などを通じて、アクティブ・
ラーニングを一層推進します。

子どもの成長と
生涯にわたる学びのまち

○妊娠・出産・子育てを気軽に相談できる子育て相談ル
ームの活用を促し、切れ目のない支援を行います。
○旧上戸田福祉センター・上戸田保育園の跡地に、防災
面にも配慮した上戸田地域交流広場を開設します。

○「新曽地域包括支援センター」を新曽南庁舎に新設し、
高齢者の総合相談機能の強化を図ります。

誰もが健康で
いきいきと生活できるまち

○市内全コンビニエンスストアに２４時間使用できるAEDを
設置し、市民の安心・安全な暮らしをより充実させます。

○防災施設・設備の維持管理を適切に行うとともに、小・中学
校の全児童生徒分の備蓄品の整備など、非常用食料の更新
を図ります。
○新たに民間事業者を自主防犯活動従事者として委嘱し、子
どもの見守り活動などの充実を図ります。

安心して安全に暮らせるまち ○水と緑のネットワーク形成プロジェクトとして、
東京外かく環状道路の側道への壁面緑化を進
めます。
○苗木の配布や緑化に対する補助制度により、樹
木の保全と緑化の推進を図ります。

○地球温暖化対策実行計画に基づき、市民や事業
者との協働により温室効果ガスの排出量の削
減に努めます。

緑と潤いのあるまち
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 主な施策

　平成２９年第２回戸田市議会定例会に
おいて、神保国男市長が新年度の予算編
成方針と主な施策についての施政方針を
表明しました。今回は、その概要について
お知らせします。　
●問い合わせ　政策秘書室（内線423）

財政課（内線416）

　本市の財政状況は、歳入については、人口の増加などによ
り市税収入は増加傾向にあるものの、歳出については、引き
続き社会保障費が増加しているほか、今後も中長期保全計画
に基づく公共施設の大規模修繕や都市基盤整備事業を順次
実施していくために多額の財源が必要となり、健全な財政運
営に向けて、さまざまな観点から継続的な取り組みが求めら
れています。このため、補助金などの積極的な歳入確保に加
え、緊急性や優先度から事業を厳選したり、継続的な事業に
ついても見直しを実施したりするなど、限られた財源の効率的・
効果的な活用に取り組んでいます。
　予算編成に当たっては、本市の喫緊の課題である待機児童
対策をはじめ、教育分野でのＩＣＴの推進や女性再就職応援事

業など、さまざまなニーズに対応した予算配分を実施しました。
この先も選ばれる自治体として成長していくため、新たな行政
需要に的確に対応した新年度の予算編成を行った次第です。

　これからも、自治基本条例の基本理念の下、戸田に対する
郷土愛を育み、共感を覚える市民が更に増え、その市民の力
を結集することで、これからの変化の著しい時代を乗り越え、
「みんなでつくろう　水と緑を活かした　幸せを実感できるま
ちとだ」の実現に向け、全力で市政をけん引してまいります。

市民の皆様とともに、
全力で市政をけん引

厳しい財政状況

※平成29年度施政方針の全文は、市ホームページで掲載しています
https://www.city.toda.saitama.jp/site/mayer/

hisyo-shiseihoushin.html

○町会連合会と連携して町会・自治会への加入を促進し、より多
くの人が地域の活動に参加できるよう取り組みます。
○市民活動サポート補助金事業を充実させ、さまざまな分野に
わたり活発化する市民活動を後押しします。
○新たに制定した男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参
画社会の実現に向けた取り組みを推進します。

人が集い心ふれあうまち

○戸田公園駅西口駅前地区の魅力ある市街地の形
成に向け、地域住民との協働を進め、協議会の設
立に向けて取り組みます。
○歩行者自転車道のネットワーク化を推進し、幅広
い世代が便利で快適に利用できる道路環境の創
出に取り組みます。
○上下水道料金の支払いにクレジットカード収納を
導入し、サービスの向上を図ります。

快適で過ごしやすいまち
○女性が働きやすい環境を整備するための女性再就職応援事業
補助金を創設し、短時間勤務や子どものケアを併設する事業者
の誘致を進めます。
○自分の趣味などをビジネスにつなげる女性チャレンジショップ
事業を実施し、女性の起業支援に取り組みます。

○ふるさと納税返礼品のさらなる充実を図り、地域経済の活性化
に向けて取り組みます。

活力と賑わいを創出できるまち

○戸田市自治基本条例推進委員会を中心に、自治基本条
例の理念を根付かせるための方策に取り組みます。
○まち・ひと・しごと創生総合戦略に従い、女性の再就職
応援や空き家を活用した住み替え支援などを進めま
す。
○政策研究所において外部研究機関との共同研究を実
施するなど、政策形成力のさらなる向上を目指します。

着実な総合振興計画の
実行に向けて

＜予算編成方針＞ 
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平成２９年度の   　

一般会計予算歳出内訳
民生費 246億4,234万5千円
教育費 50億9,313万3千円
総務費 49億6,170万7千円
土木費 48億1,013万7千円
衛生費 38億2,029万5千円
公債費 26億1,337万8千円
その他 40億8,900万5千円
歳出合計 500億3,000万0千円

一般会計予算

５００億３，０００万円（対前年比 ５．９％増）
特別会計予算

２６３億３，５３８万２千円（対前年比 ４．２％増）
平成29年度予算総額

７６３億６，５３８万２千円（対前年比 ５．３％増）

平成29年度予算の概要

○民間保育所事業
32億9,080万4千円
民設民営の保育所への運営経費、保
育士の宿舎借上や就職支援への補
助など

○待機児童緊急対策事業
9億2,008万3千円
民設民営の保育所開設に対する施
設整備への補助など
○学童保育室事業
4億4,266万3千円
民間学童保育室の運営経費などへ
の補助
○小・中学校施設整備事業
4億7,609万5千円
小・中学校の改修による施設の安全
性の向上や長寿命化

子育て・教育 ○地域医療介護総合確保基金事業費補助金
1,117万8千円
平成29年度中に整備を予定してい
るグループホームへの補助
○上戸田地域交流広場整備事業
1億2,079万9千円
上戸田福祉センターおよび上戸田保
育園跡地の整備
○健康づくりポイント事業
347万8千円
健康によい取り組みにポイント制を
導入、抽選で賞品を贈るなどして健
康増進を図るための経費
○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
1,793万円
戸田市新曽地域包括支援センターの
新曽南庁舎への設置による高齢者
への支援体制の強化

※地図の色分けは平成28年度までのもの

福祉

○交通安全施設事業
1,023万6千円
交通事故減少のための交差点など
の特殊舗装

○市内コンビニエンスストアAED設置
231万9千円
市内全コンビニエンスストアへの
AEDの設置
○消防車両の整備事業
9,025万6千円
消防体制強化のための消防車両の
更新
○防災事業
1億1,446万4千円
防災備蓄品の購入、マンションや市
内事業所の防災資器材購入への補
助など

安心・安全

一般会計予算歳入内訳
市税 279億2,630万4千円
国庫支出金 89億2,331万1千円
県支出金 25億9,351万6千円
地方消費税交付金 21億5,000万0千円
諸収入 20億1,819万3千円
市債 18億5,550万1千円
その他 45億6,317万5千円
歳入合計 500億3,000万0千円

　平成29年度の一般会計予算額は、社会保障費や子育て
支援の関連経費の増などにより、前年と比較して約28億円
の増となる500億3,000万円となっています。また、特別
会計は、国民健康保険や介護保険の増などにより、全体で約
11億円の増の263億3,538万2千円となっています。

歳入合計
500億3,000万円

市税
55.8％

国庫支出金
17.8％

県支出金 5.2％

地方消費税
交付金 4.3％

諸収入 4.1％
市債 3.8％

その他
9.0％

歳出合計
500億3,000万円

民生費
49.3％

教育費
10.2％

総務費
9.9％

土木費
9.6％

衛生費
7.6％

公債費
　    5.2％

その他
8.2％

全国屈指の人口増加率、
その活力を生かしたまちづくり
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 主な事業

平成29年度 水道・下水道事業予算
水道事業会計
収益的収支　　水道水の供給にかかる収入と支出
収入 25億2,168万2千円
支出 25億0,011万2千円

資本的収支　　配水管や浄水施設整備更新にかかる収入と支出
収入 1億6,782万2千円
支出 18億0,698万1千円
不足額の16億3,915万9千円は当年度分損益勘定留保資金な
どから補てんします

下水道事業会計
収益的収支　　下水の処理にかかる収入と支出
収入 26億8,156万5千円
支出 25億3,722万4千円

資本的収支　下水道管やポンプ場の建設更新にかかる収入と支出
収入  9億2,929万8千円
支出 16億8,748万4千円
不足額の7億5,818万6千円は当年度分損益勘定留保資金など
から補てんします

問い合わせ　上下水道経営課✆229-4606

特別会計予算内訳
国民健康保険 147億0,096万0千円
中小企業従業員退職金等福祉共済事業 10億4,284万9千円
市民医療センター 7億9,245万2千円
交通災害共済事業 652万1千円
海外留学奨学事業 869万1千円
火災共済事業 270万1千円
介護老人保健施設事業 7億2,275万8千円
新曽第一土地区画整理事業 13億5,023万0千円
介護保険 62億3,325万5千円
新曽第二土地区画整理事業 2億8,616万5千円
後期高齢者医療 10億4,841万5千円
在宅介護支援事業 1億4,038万5千円
計 263億3,538万2千円

○荒川水循環センター上部利用計画事業
1億8,782万3千円
太陽光発電パネルの設置を含む管
理棟整備工事やイベント交流広場の
整備
○環境空間暫定整備事業
362万7千円
川岸地区の環境空間への緑地・緑道
の整備設計
○戸田ヶ原自然再生事業
509万1千円
彩湖・道満グリーンパーク内戸田ヶ
原自然再生エリアの整備
○緑の外環道事業　2,432万3千円
彩湖・道満グリーンパーク、美女木地
区を横断する東京外かく環状道路
の側道への壁面緑化など

環境
○歩行者自転車道路整備事業
6,699万5千円
歩行者・自転車・自動車の安全性と
円滑性向上のための自転車レーン
の整備

○上戸田川改修事業
1億5,059万7千円
上戸田川の治水安全度の向上や快
適な水辺環境の創出
○新曽中央地区都市整備事業
8,048万3千円
（仮称）新田ふれあい噴水公園の整
備など
○空家等対策計画
588万9千円
戸田市空家等対策計画策定に係る
経費

都市基盤

○女性再就職応援事業補助金
3,000万円
女性が働きやすい環境を整備する
ための事業者への補助
○ふるさと納税返礼品
883万5千円
地域経済活性化に向けたふるさと
納税返礼品のさらなる充実

○町会・自治会活動支援事業
1,839万4千円
市内３町会会館の整備費の補助
○ファシリティマネジメント事業
651万4千円
第三者による指定管理者業務のモ
ニタリングや施設再編に向けた「公
共施設等再編推進委員会」の設置

活力・集い、
行政運営
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