
 

第２回戸田市自治基本条例推進委員会 

 

次   第 

 

     日 時：平成３０年４月１６日（月）午後７時 

     場 所：市役所５階 大会議室Ｃ 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

３ 議 題 

 

（1）平成 29 年度自治基本条例フォーラムについて（報告） 

 

（2）平成 30 年度自治基本条例推進委員会等の開催予定について 

 

（3）その他 

 

 

４ 事務連絡 

 

 

５ 閉 会 
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１ 平成２９年度自治基本条例フォーラムについて（報告） 
 

平成３０年１月２７日（日）開催した「平成２９年度戸田市自治基本条例フォーラム」に 

ついて、以下のとおり報告します。 

 

 

（１）事 業 名   平成２９年度戸田市自治基本条例フォーラム 

「 私たちのまち戸田はどんなまち？ 

～戸田の未来を語り合おう～ 」 

 

（２）開 催 日 時   平成３０年１月２７日（日） 午後２時～午後４時 

 

（３）会    場   戸田市役所 ５階 大会議室 

 

（４）主    催   戸田市自治基本条例推進委員会・戸田市 

 

（５）参 加 者   ５２名 

          （内訳）一般参加者             ３７名 

                 戸田市自治基本条例推進委員会委員  １５名 

 

（６）内    容 

○第一部 ： 若者が、まちについて思っていることを発表 

戸田翔陽高等学校             上田 鈴奈   さん 

                     （ペンネーム：上田 ジョン子   さん） 

平成２８年はたちの集い実行委員会  冨澤 弘樹   さん 

戸田市スポーツ少年団リーダー会   神屋 智希   さん 

 

    ○第二部 ： グループトーク 

 

 

（７）実 施 結 果   別添「グループトーク成果物」のとおり 

 

 （８）アンケート   ３３名から集計  ※別添「アンケート集計結果」のとおり 
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（９）当日の様子 

○第一部 ： 若者が、まちについて思っていることを発表 

  

 ①「戸田をもっとアートなまちに」 

戸田翔陽高等学校             上田 鈴奈   さん 

                （ペンネーム：上田 ジョン子 さん） 

  

 

 

 

②「私の理想とする戸田の将来像 ～持続可能な都市～」 

平成２８年はたちの集い実行委員会  冨澤 弘樹   さん 
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    ③「たくさんの人がスポーツを楽しむためには」 

戸田市スポーツ少年団リーダー会   神屋 智希 さん 

 
 

 

 

    ○第二部 ： グループトーク 

           「第一部の発表者が呼びかけた『話し合ってほしいテーマ』」 
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○ 各委員からの意見 

 

【良かった点】 

 ３人の発表内容が「文化」「まちづくり」「スポーツ」と異なる分野でバランスが良く、

発表内容もよかった。３人の発表を多くの若者に聴いてほしかった。 

 どうすれば戸田がより良くなるか、話し合うことができた。 

 ディスカッションが活発に行われていた。 

 進行役二人（播委員、宮崎委員）の進行が良かった。 

 会場内にアートが飾られており、新鮮な雰囲気を感じることができた。 

 委員のみで企画、運営、進行ができてよかった。 

 若者の発表を聞いて、大人がちゃんと受け止める場を設けることができた。 

 

【改善が必要な点】 

 参加者にもっと多くの若者が来てくれたらよかった。若者の参加者を確保するためには、

より工夫が必要だと感じた。 

 フォーラムの告知期間にもっと余裕が欲しかった。 

 グループトークの時間が短かった。 

 開催時期について、他のイベントと重ならないように注意する必要があると感じた。 

 マイクの調子があまり良くなかった。 
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２ 平成３０年度自治基本条例推進委員会等の開催予定について 
日 時 委員会開催スケジュール（案）・実施事項等 

平成 30年 

4月 16日（月） 

第２回 戸田市自治基本条例推進委員会 

【議題】 

（1）平成 29年度自治基本条例フォーラムについて（報告） 

（2）平成 30年度自治基本条例推進委員会等の開催予定について 

6月（予定） 

第３回 戸田市自治基本条例推進委員会 

【主な議題（案）】 

（1）先進自治体の視察について 

（2）平成 30年度自治基本条例フォーラムについて 

（3）戸田市自治基本条例の改正可否の検討について 

（4）平成 31年度 新規事業の検討について 

8月（予定） 

第４回 戸田市自治基本条例推進委員会 

【主な議題（案）】 

（1）先進自治体の視察について 

（2）平成 30年度自治基本条例フォーラムについて 

（3）戸田市自治基本条例の改正可否の検討について 

（4）平成 31年度 新規事業の検討について 

10月（予定） 

第５回 戸田市自治基本条例推進委員会 

【主な議題（案）】 

（1）先進自治体の視察について 

（2）平成 30年度自治基本条例フォーラムについて 

（3）戸田市自治基本条例の改正可否の検討について 

12月（予定） 

第６回 戸田市自治基本条例推進委員会 

【主な議題（案）】 

（1）先進自治体の視察について 

（2）平成 30年度自治基本条例フォーラムについて 

（3）戸田市自治基本条例の改正可否の検討について 

平成 31年 

2月（予定） 

第７回 戸田市自治基本条例推進委員会 

【主な議題（案）】 

（1）先進自治体の視察について 

（2）平成 30年度自治基本条例フォーラムについて 

（3）戸田市自治基本条例の改正可否の検討について 

受入自治体と 

調整し決定 

 先進自治体視察  ※バス借上・日帰り 

（候補地：静岡県焼津市 市民まちづくり集会） 

未定  戸田市自治基本条例フォーラム 

 



平成 29 年度戸田市自治基本条例フォーラム グループトーク成果物 

1 班 【発表者 上田さんグループ】戸田をもっとアートに 

 

・市役所に絵を飾る 
・目につくところに作品を飾る 
・工事の壁に作品を飾る 
・toco バスに！駅の柱で！ 
・倉庫の利用 
・駅や商業施設にアートを飾る場所を！ 
・公共施設内に、個人向けの小さい貸しスペースをつくる 
・戸田市商工祭に、アーティストたちの作品コーナーをつくる 
・選ばれた作品だけでなく、自分で持って行ける場所 
（子どもたち ⇒ プリムローズ、こどもの国） 

・壁いっぱいに市民の絵を貼るイベントをやる 
・『戸田アート祭り』企画・開催 （音楽祭みたいに） 
・みんなでこのような木（木のイラスト）に、色々な方々の手形をペタペタ貼り 
付けて一言メッセージも楽しいかも。 

・アートサークルをつくる 
・戸田のアート集団をつくる 
・仲間をつくる 
・ヤクルトスワローズ（二軍）つば九郎、西武ライオンズとのコラボ 
・さいたま市、松山市に学ぶ など 



2 班 【発表者 冨澤さんグループ】私の理想とする戸田の将来像～持続可能な都市～ 

 

・子どもを育てやすい 

・保育園増設中！ 

・青少年活動が活発 

・交通の便が良い 

・道満でキャンプができる 

・とこプリに魅力をアップしていく！ 

・サクラ川のサクラは最高！ 

・土手での自然遊び 

・聖火台のアピール 

・市民交流の施設建設 

・有名人の墓をアピール 

・市内のリソース探し 

・戸田の情報を一括で 

・戸田市へ入る＞出るとなるように（転入超過） 
 

 

 

 



 

3 班 【発表者 神谷さんグループ】スポーツを楽しむための環境 

 

・ナイター設備増設 
・道満の駐車場増設 
・施設場所を増設 
・スポーツ居場所広報 
・町会の掲示板に表示 
・イベントの告知を！  
・中高生の部活動の教育 
・遊ぶ場所（世代別）のルールを明確に！ 
・子どもたちをいっぱいつれていくときに移動手段 
・中間層のスポーツクラブ（地域交流活動）を増やす 
・中間層のイベントがほしい 
・健常者と障がい者が共に遊べるスポーツできる環境づくり 
・自ら遊びを創造できる環境づくりを 
・組織の在り方や議論を活発に！ 
 
・規制・禁止を緩和する 
・施設利用の手順が複雑 



4 班 若者に知ってもらいたい戸田の魅力とは？ 

 

・ローイングシミュレーションカフェの創設 

・町会対抗レガッタ 

・事業所を増やす 

・文化的なイベントを歴史ある場所で 

・歴史的なことを深めてみる  

・『ブラタモリ』的な動画を市 HP に掲載する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 班 市民が内面から豊かになるためには？ 

 

・目的を持つ 

・趣味をもつ 

・映画やお芝居、音楽 

・アートを飾る場所をつくる 

・自分の好きなもの（例えば絵）を展示する（あいパル・郵便局等） 

・無料のコンサートライブ 

・人が集まる場所でミニ体験コーナー 

・障がいのある人とのふれあい 

・ご近所付きあい 

・人との交流 

・人と人とのふれあい 

・イベントへの参加 

・スポーツ 

・自分に合ったペースで体を動かす 

・環境 

・自然 

・空をみて季節を楽しむ 

・星空観察を公園で 

・子どもと遊ぶ 

・先人から教訓を聞く機会 

・商工業の発展 

・募金寄附 

 



6 班 若者に知ってもらいたい戸田の魅力とは？ 

 

・交通の便が良い 

・まちがきれい、トイレなどがきれい 

・子どもが多い 

・子育てには恵まれている 

・道満がある 道満グリーンパークがある 

・荒川がある 

・自転車で走りやすい 

・坂がない 

・ボールが使える公園がある 市内３カ所 

・町会がしっかりしている 

・５３０（ゴミゼロ運動） 

・市民大学 

 

・町会の行事に出てほしい 

・東京に近く中途半端？ 

 



7 班 戸田の魅力とは何があるだろうか 

 

・子どもが多い 
・子育てしやすい 
・若い人が多い → 少子化ではない 
・保育園などが多い 
・児童施設が充実している 
・若い人向けの施設が多い 
・人口が多く増えている 
・住みやすい 
・教育が良い（都内・私立も含め） 
・意外に災害に強い？ただし水害 
・水道料金が安い 
・イベントが多い しかも無料 
・催し物が多い（お茶・イベント） 
・交通の便が良い 
・地理的にいい位置にある（都心に近い） 
・都心に近い 
・都心へのアクセスが便利 
・ＪＲの駅が３つある 
・トコバスの路線が多く利用しやすい 
・交通が便利（埼京線、トコバス、国際興業バス） 

・インフラが整備されている 
（道路・下水道等） 

・公園が多い 
・緑がけっこう多い 
・自然が多い 
・道満パーク（荒川）に近い 
・ボートコースや荒川土手散策 
・ボートコース、道満公園等、 
自然を楽しむ公園がある 

・ボートのまち 
・駅前を中心に変化があって、 
新しいお店も増えている 

・商店がひととおりある 
（大型ショッピングモール等） 

・買い物に便利 
（スーパー、ショッピングセンター） 

・発展ののびしろが多分にある 
・規模的にちょうどいいという研究有 
・市の職員がいい人が多い 



8 班 まちづくりと魅力 

 

・子どもの頃から、土に親しむ機会 

・土に触れられるまち 

・空き屋を利用して土に親しむ場を創出 

・砂場に柵はどうなの？ 

・スーパー、イオンのスペースを利用 

・都市機能と自然の調和 
 



参加総数 52名

アンケート回答数 33名

選択肢 件数 割合

1 男性 25 75.8%

2 女性 8 24.2%

合計 33 100.0%

選択肢 件数 割合

1 19歳以下 0 0.0%

2 20～39歳 2 6.1%

3 30～39歳 6 18.2%

4 40～49歳 6 18.2%

5 50～59歳 11 33.3%

6 60～69歳 4 12.1%

7 70～79歳 4 12.1%

8 80歳以上 0 0.0%

合計 33 100.0%

選択肢 件数 割合

1 下戸田地区 7 21.2%

2 上戸田地区 8 24.2%

3 新曽地区 4 12.1%

4 笹目地区 8 24.2%

5 美女木地区 2 6.1%

6 戸田市以外 4 12.1%

合計 33 100.0%

件数 割合

1 17 51.5%

2 8 24.2%

3 5 15.2%

4 2 6.1%

5 1 3.0%

33 100.0%

Ｑ１－１．性別

今日のフォーラムで初めて知った

条例名も内容も知らない

（空白）

合計

Ｑ１－３．お住まい

Ｑ１－２．年齢

平成２９年度戸田市自治基本条例フォーラム　アンケート集計結果

選択肢

Ｑ２．自治基本条例の認知度

条例名も内容も知っている

条例名は聞いたことがある

男性

76%

女性

24%

性別

19歳以

下
0%

20～39

歳
6%

30～39

歳
18%

40～49

歳
18%

50～59

歳
34%

60～69

歳
12%

70～

79歳
12%

80歳以

上
0%

年齢

下戸田

地区
21%

上戸田

地区
25%新曽

地区
12%

笹目地

区
24%

美女木

地区
6%

戸田市

以外
12%

お住まいの地区

条例名も

内容も

知ってい

る

52%

条例名は

聞いたこ

とがある
24%

今日の

フォーラム

で初めて

知った

15%

条例名も

内容も知

らない
6%

（空白）

3%
自治基本条例の認知度



件数 割合

1 11 14.1%

2 8 10.3%

3 6 7.7%

4 3 3.8%

5 1 1.3%

6 0 0.0%

7 1 1.3%

8 8 10.3%

9 7 9.0%

10 1 1.3%

46 100.0%

【その他】（７件）の内容

・発表者の親族

・自治基本条例推進委員会

・町会

・ボランティア・市民活動支援センター

・協働推進課からの案内

・未記入（２件）

件数 割合

1 17 21.8%

2 6 7.7%

3 19 24.4%

4 7 9.0%

5 12 15.4%

6 7 9.0%

7 3 3.8%

71 100.0%

【その他】（３件）の内容
・地域コミュニティ、町会運営の参考になると思ったから
・昨年のフォーラムにも参加したから
・戸田の現状についても知りたかったから

様々な人と関わるきっかけになると思ったから

知り合いが出ていたから

戸田の未来について話し合ってみたかったから

若者と話をしたかったから

ｔｏｃｏぷり

その他

空白

合計

選択肢

ポスター

市ホームページ

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ｔｗｉｔｔｗｅｒ

合計

自治基本条例に興味があったから

その他

若者が何を思っているのか興味があったから

選択肢

広報戸田市

チラシ

Ｑ４．フォーラムの参加理由（複数回答）

Ｑ３．フォーラムをどのようにして知ったか（複数回答）

知人からの紹介

14.1%

10.3%

7.7%

3.8%

1.3%

0.0%

1.3%

10.3%

9.0%

1.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

広報戸田市

チラシ

ポスター

市ホームページ

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

ｔｗｉｔｔｗｅｒ

ｔｏｃｏぷり

知人からの…

その他

空白

21.8%

7.7%

24.4%

9.0%

15.4%

9.0%

3.8%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

若者が何を思っているのか興味があったから

若者と話をしたかったから

戸田の未来について話し合ってみたかったから

知り合いが出ていたから

様々な人と関わるきっかけになると思ったから

自治基本条例に興味があったから

その他

フォーラムをどのようにして知ったか

フォーラムの参加理由



Ｑ５．参加した感想

（１）若者の発表

１　満足 ２　まあまあ満足 ３　どちらともいえない ４　やや不満 ５　不満 （空白）

20 8 0 0 0 5
・若者が一生懸命考えて発表したことにと
ても感激した。どの発表の内容も実行で
きることはいっぱいあると思う。
・三者とも一生懸命で感心した。
下調べや伝えたいことをよくまとめてい
た。
・とても立派なプレゼンテーションであっ
た。２０歳前後の方が市に向けて、『こうい
うアピールがある』『意見がある』また、で
きるという点で少し驚いた。今後の若者は
期待できる。
・特に、上田さんの話に情熱を感じた。
・若者が実際にどういったことを考え、戸
田がどのようになってほしいかという意見
が聞けて満足。
・若者の視点と柔軟な考え方を聞けた。
・若者の気持ちを知ることができて良かっ
た。
・発想が新鮮、共感できた。
・とても良くまとまっていて、ききごたえが
あった。
・有意義な発表の場であった。
・プレゼンテーションの内容がしっかりして
いた。

・もっと若者がまちについて思っ
ていることの発表が足りない。



Ｑ５．参加した感想

（２）グループトーク

１　満足 ２　まあまあ満足 ３　どちらともいえない ４　やや不満 ５　不満 （空白）

12 14 0 1 1 5
・新しい考え方があり、しっかりと取り組み
に結びつけば良い。
・とても楽しくグループトークができた。結
論を出さなくても良く、自由に語れるのが
良かった。
・活発な意見が聞けて良かった。
・皆が前向きにアイデアを出し合えた。
・それぞれの方が自分の考えを話し合え
て良かった。人の意見を否定せず話し合
えて良かった。２件

・時間が足りなかった。２件

・様々な意見が出た。２件
・時間が足りなかった。５件

・もっと時間がほしかった。 ・一人の人が自分勝手に話した
から、一言も発言できなかった。



1
もっと多くの人にフォーラムの取り組みを浸透し、市民一人ひとりが自分のこととして考えていくことが必要だと思う。
住みやすさが一番だと思う。それを強みにしていけば良いのではないか。
新しい取り組みを応援していける、大事にしていける気持ちと姿勢が大切と思います。

2

発表者が３人というのは多くないか。
一家言ある人ばかり集まっているので、グループ討議の時間はたっぷりとった方が良い。
参加者が思いのほか少なかった。
「協働」の前に「交流」そのものを敬遠する傾向に歯止めがかかっていない。本当の意味での自治にはまだまだ遠い道のりがあるように感じる。

3
良いテーマであった。
若者世代にも参加しやすい環境づくりを継続していくと良い。

4 若者を集めていくイベントを開催にアピールしていくことが良いと思う。

5
回数を増やすと効果が大きいと思う。
職員にも自治基本条例の意識を植え付けることが、その後の広がりにつながると思う。

6 このような場面を場所、人を変えて頻繁に実施したらおもしろいと思う。

7 今回のテーマに限らず、参加者の多様性を確保できると良い。

8 このようなイベントを重ねると良い。

9 このようなイベントを多く開催してほしい。

10 普段聞くことができない思いや意見を、幅広い世代の方々から聞くことができ、大変良いと感じた。

11
とても良いフォーラムで勉強になった。
実行委員の方、お疲れ様でした。

12 足を運ぶ、運んでもらうことが大切。

13 ポスターを駅前やコンビニエンスストアなど、多く掲示すること。

14
ＳＮＳの積極的活用が必要と考える。
他県でやっているような「若者会議」を結成してみても良いと思う。

15 Ｆａｃｅｂｏｏｋで情報拡散。

Ｑ６．その他、フォーラムの感想や条例の趣旨を広める方法等、自由な意見
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