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戸田市第５次総合振興計画 第１回協働会議 ワーク結果 
 

 
【子育て支援】 
①子育て支援が充実しているため、子育てがしやすい 
②子供が多く元気のある町という感じがする 
③保育・子ども施策により若年層が移り住む 
④人口が増加しているが、一部の地域だけに子どもが集中している 
⑤保育園や子育て支援の場が多くなった（子育て広場等） 
⑥待機児童が減少した 
⑦こどもの国がリニューアルし充実したものになった 
⑧青少年の広場や北戸田ボール公園でボール遊びができることがよい 
⑨小学生・中学生年代に対する遊び場のルール・禁止事項が多い 
⑩放課後こども教室ができ、さらに月２回が週１回に増え、居場所ができた 
⑪子どもが活躍する場が増えた（朝市やこども会イベント、ふるさと祭り） 
⑫子育ての相談場所が増えた（学童保育室や行政センター３階子育て広場、福祉保健センタ

ーなど） 
 
⑬子供達が元気がない 
⑭行政センターがオープンしたので利便性が高まった 
⑮働く女性が多く意識が高い（ガンバル女性） 
⑯中学生まで医療費が無料になった 
 
【学校教育】 
⑰教育に力を入れている 
⑱教育長全国に知られる 
⑲教育に関して国や企業からの信用を得る方法、関わらせ方がうまい 
⑳公教育の内容も成績も良くなった 
㉑自分が子供のころと比べて勉強する空気を感じる 
㉒小学校ごとの児童数の違いが大きい 
㉓学校に SC（スクールカウンセラー）がいる 
㉔（中学校）先生によって業務量に差があるので、分業化した方が良い（特に部活動） 

【T】分科会 
テーマ ①子育て・教育 
項目 子育て支援、学校教育、生涯学習、スポーツなど 
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㉕先生が忙しくて疲れている 
㉖学校について話しやすくなった。開かれている 
㉗AI、プログラミング、英語など学校教育の内容が先進的である 
㉘地域が深く関わるコミュニティ・スクールが始まった 
㉙挨拶できる子ども増えた 
 
【スポーツ・文化】 
㉚戸田マラソンが活発になった 
㉛市出身プロスポーツ選手が増えたため、スポーツ政策が実を結んでいるのかもしれない 
㉜スポーツセンターなどスポーツに力を入れているため、オリンピックに向けて期待でき

る 
㉝戸田市の文化イメージが共有できていない 
㉞スポーツに比べて、文化にもう少し力を入れても良いのでは 
㉟ボートコースがあまり市民に活用されていない 
 
  



3 

 
【地域コミュニティ・ボランティア】 
①町会（一部を除く）や子ども会の加入率が低下し、子ども、大人ともに地域とのつながり

が薄くなっている（特に住人が増加しているマンション） 
②町会の高齢化や役員問題 
③都内に通う「戸田都民」が多い 
④集合住宅が増え、ゴミの出し方にむらが有る（高齢者、外国人など） 
⑤人は増えたが顔が見えなくなっているのでは 
 
⑥外国人が増加したことに対応が追いついていない（ゴミのルール表示や防災無線、行政セ

ンターについては日本語のみ等、周知しきれていない） 
⑦国際交流協会だけに外国人広報を任せない 
 
⑧まちや人に関わりたい人たちが集える場や機会が増え、地域との関わりも増えた 
（530 運動、市民体育祭、朝市、CS（コミュニティ・スクール）、その他市民主体のイベ

ントやおまつりなど） 
⑨行政会議に市民が加わり協働できるようになった 
⑩イベントが多く市内で楽しめる 
 
⑪イベントは多いが世代別の参加率はどうなのか。 
⑫若年層と年配の方のギャップがある（話せばわかるのに…） 
⑬若い人ばかり集っていると知らないのでは？ 
⑭町会によっての違いが大きい（地域のイベントなど） 
⑮市役所において、官民商の連携をもっと行ってほしい。類似事業を行う NPO 団体等にお

いては連携が必要であると考える。 
 
⑯子どもへのボランティア参加促進も考えてはどうか 
⑰子どもが活躍する場が増えた（朝市やこども会イベント、ふるさと祭り） 
 
⑱ふるさと祭りの会場が外れになった 
⑲地域密着の飲食店が増えたので、地域コミュニティの活性化につながるのでは？ 
⑳町会、地域の方の努力により、まちが比較的キレイ 

【T】分科会 
テーマ ②協働・コミュニティ 
項目 地域コミュニティ・ボランティア、男女共同参画、市政情報、国際交流・多

文化共生など 
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㉑あいパルができた 
㉒核家族化が進んで人のつながりが減っている 
 
【協働・市政情報】 
㉓自治基本条例が制定したことで町づくりの基本原則ができた（市民参加、協働の権利が保

障された） 
㉔市民、行政、議員が協働する文化が生まれつつある 
㉕市民協働の機会が増えた（意見を反映） 
㉖市政への市民参加の機会が増えた 
㉗市民参加の意識がまだまだ弱い 
㉘当事者の声が市の施策に反映されていることが少ない 
 
㉙役所に聞きたいことがワンストップじゃない 
 
㉚情報があふれており、伝えるのも得るのも難しい 
㉛toco ぷりで情報を受け取りやすい 
㉜情報発信力が強まっている（Facebook、ツイッター、アプリなど） 
㉝市の SNS など ICT 前進 
㉞市の ICT 発信システム（市ホームページ等）更新のタイミング（5 年に 1 回は遅い） 
㉟市の広報・ツール・スピード・内容が良くなった 
㊱戸田の行事を知っている人と知らない人の差が大きい 
 
 
【男女共同参画】 
㊲働く女性が多く意識が高い（ガンバル女性） 
㊳女性にやさしい町となった 
㊴女性起業の応援 
㊵データに基づいたまちづくり（施策女性チャレンジショップなど） 
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【健康づくり】 
①65 歳以上の健康寿命が低い 
②特定健診補助が充実している 
 
 

 
【地域福祉】 
①高齢者や福祉に関し相談できる人・窓口が増え、分かりやすくなった（地域包括支援セン

ター） 
②相談できる体制の強化が進んだ 
③貧困家庭を支援しきれていない（生活保護を受けるのが困難） 
 
【高齢者福祉】 
④高齢者福祉サービスなどが充実 
⑤高齢者の施設（グループホーム等）が増えた 
⑥シルバー人材の方の活躍が盛ん 
⑦高齢者の活躍の場が少ない 
⑧中学生まで医療費が無料になった 
⑨若い人が増加しているが、30 年後、40 年後は老人の街になるのではないか心配 
  

【O】分科会 
テーマ ①健康・医療 
項目 健康づくり、医療など 

【O】分科会 
テーマ ②福祉 
項目 地域福祉（地域での助け合い）、高齢者福祉、障がい者（児）福祉など 
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【防災】 
①台風やゲリラ豪雨により市内各所で冠水浸水内水被害が発生している 
②河川の水位が分かるライブカメラの映像が HP で見られるようになった 
③防災無線がマンションで反響して聞き取れない。家の中で聞けるシステムに。 
④防災水害対策が進んだ（防災訓練・避難場所としてマンションの協力） 
⑤子ども達の防災教育の必要 
 
【防犯】 
⑥犯罪発生率ワースト 10 を脱却した（11 位） 
⑦大きな犯罪はない一方、小さな犯罪がなくならない 
⑧公園のライトが LED になり明るくなった（交換前は暗くて怖かった） 
⑨防犯パトロール自転車盗対策が進んだ 
⑩市内各所に防犯カメラや青色回転灯車両による防犯パトロール⇒犯罪の減少 
⑪町会で防犯カメラ 3 台つけてもらった 
⑫防犯に努力している町 
⑬不審者情報や防犯に関する情報を配信する toco ぷりができた 
⑭アプリで情報は得られるけれども安全ではない 
⑮戸田警察署ができない 
 
【交通安全】 
⑯駅利用者の自転車マナーが悪い 
⑰交通事故がなかなか減らない 
⑱自転車事故多い 
  

【D】分科会 
テーマ ①防災・防犯・交通安全 
項目 防災、防犯、交通安全、消防・救急など 
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【公園・水辺】 
①草花が手入れされる等、整備されてきれいな公園が増えた 
②公園の遊具が良くなった 
③公園のライトが LED になり明るくなった 
④公園が増えた 
⑤上部公園パークゴルフが新しくできた 
⑥彩湖道満グリーンパーク利用者増 
⑦休日の彩湖道満グリーンパークの駐車場が足りない 
⑧公園が以前より変わらず古くなってきた 
⑨自由に遊べる公園が少ない 
 
⑩河川がきれいになり、サギや魚が多くなった 
⑪川周辺が整備されて良い 
⑫笹目川の親水性が高まった 
⑬荒川の河川敷で遊べない 
⑭川の水質がまだまだキレイにならない 
⑮ボートコースがあまり市民に活用されていない 
 
【緑地・緑化、地球温暖化対策・公害】 
⑯花いっぱい運動等により街がきれいになった 
⑰野鳥や蝶が多い 
⑱都心に近い町で自然も残っている、水の町である 
⑲環境配慮の意識向上が進んでいる 
⑳温暖化対策が必要である 
㉑屋敷林がなくなった 
㉒緑が少なくなった 
 
 
【ごみ・リサイクル・タバコ・環境衛生】 
㉓町会、地域の方の努力により、まちが比較的キレイ 
㉔彩湖道満グリーンパーク利用者のゴミ捨て減少した 

【D】分科会 
テーマ ②公園・緑地・環境 
項目 公園・水辺、緑地・緑化、地球温暖化対策・公害対策、ごみ・リサイクルな

ど 
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㉕高齢者、外国人など、ゴミの捨て方に問題がある人が多くなってきた 
㉖集合住宅が増えて、ゴミ出しにむらが有る 
㉗粗大ゴミ料上がった 
㉘ゴミ捨てのガイドが外国語であった方が良いと思う 
 
㉙路上喫煙の減少 
㉚分煙が進んだ 
㉛喫煙所を設けてほしい 
㉜タバコのポイ捨てが多い 
㉝駅前の喫煙所が広がり通行人に迷惑 
 
㉞公衆トイレが多い 
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【市街地整備】 
①人口増加に伴う街づくりで街の整備が進んできている 
②土地区画整理は着実に進んでいるが、あと 30 年かかる 
③地域での差が出ているのではないか 
④人口が増加しているが、一部の地域だけに子どもが集中している 
⑤回遊できるまちづくり（街の中心にベンチが少ない） 
⑥環境が良くなり住みやすい 
⑦戸田市内地域によって格差がある（バイパスの向こう等） 
⑧台風やゲリラ豪雨により市内各所で冠水浸水内水被害が発生している 
 
【駅前整備】 
⑨駅前（ロータリー）が整備され、きれいになった、明るいイメージになった、おしゃれな

お店が増えた 
⑩駅前の発展によりアクセスが向上し、マンション入居者が増えた 
⑪駅の構内がきれい 
⑫駅前の特徴がなくなっている 
⑬各駅東口の開発が進まない 
⑭3 駅の整備が進んでいない（戸田公園駅東口、北戸田駅西口、戸田駅東口） 
⑮駅前や市の中心ばかり整備されている 
⑯駅前の駐車場・駐輪場が不足している 
 
【道路】 
⑰夜道の外灯が LED になり明るくなった 
⑱大通り以外ではまだ夜に暗い場所がある 
 
⑲道路がきれいに整備された（土地区画整理地区、大通りの歩道、自転車レーン） 
⑳道路のバリアフリーが進んだ 
㉑道路が広くなった 
㉒道がデコボコの所がある 
㉓道路が悪くなった 
㉔道路の整備がなされつつある 
 

【A】分科会 
テーマ ①都市基盤・公共交通 
項目 市街地整備、道路、景観形成、上下水道、公共交通など 
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㉕道がフラットになっている所が増え、自転車で走りやすい 
㉖自転車レーンができて安全に走れる 
㉗自転車レーンが少ない 
 
㉘以前より渋滞が増えている 
 
【河川】 
㉙荒川の堤防の低い部分が整備されて安心した 
㉚笹目川が親水整備され、舟下りのイベントが開催されるようになった 
㉛川の氾濫はなくなった 
 
【住宅】 
㉜空家対策をうまく進めた 
㉝マンションの老朽化 
㉞人口が増え、マンションの建設で見通しが悪い→マンションの規制や建築基準の見直し

を行うべき 
 
【上下水道】 
㉟上下水道の整備が必要（大雨になると浸水が発生する） 
㊱区画整理地内の本下水整備が進んでいない 
 
【公共交通】 
㊲toco バスの路線が増えたが、足りない路線もある 
㊳toco バスの利用者が増えた 
㊴埼京線で都心へはアクセスしやすい（人口が増える） 
㊵埼京線の終電が早い 
㊶埼京線の混雑通勤快速が止まってほしい 
㊷埼京線の各駅が混み過ぎ 
㊸toco バスの運用内で、toco バスをコンパクト化し乗り合いタクシーとして活用は？ 
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【産業創出・育成、産業振興】 
①企業や工場が撤退し続けている。マンションばかりになって働く場がなくなり、法人税の

減少が心配→企業の支援策を考えるべき 
②倉庫業・印刷製本業を身近に感じる施策→市内産業の更なる活用を 
③女性起業の応援 
④10 年以上前から起業はしやすい 
⑤東京に隣接しているがサービス業の参入が進まない→もっとオフィスがあっても良いの

では 
⑥働く女性が多く意識が高い（ガンバル女性） 
⑦データに基づいたまちづくり（施策女性チャレンジショップなど） 
⑧都内に通う「戸田都民」が多い 
 
 
【商店会・飲食店】 
⑨商店会が衰退し、商店会等の担い手が減っている 
⑩大型店が増えて買い物が楽になったが、個人商店が減った 
⑪生活圏内に買い物できる場所が増えた 
⑫おしゃれな店が増えた 
⑬全国チェーンでない地域密着の飲食店が増えた 
⑭飲食店が増えて助かる 
⑮カフェが少ない 
⑯一部の地域の飲食店が減少している 
⑰地域密着の飲食店が増えたので、地域コミュニティの活性化につながるのでは？ 
 
【シティセールス・その他】 
⑱毎週のようにどこかでイベントが行われている 
⑲他市の人から「戸田っていいネ」と言われる 
⑳名産品が少ない 
㉑「戸田市は○○のまち」というアイデンティティの共有が必要（「ボートのまち」とは言

うけれど市民生活の中で強い実感はない） 
㉒ボート以外何もない！と子どもが言う 
㉓荒川（ボートコース）周囲の店舗が少ない 

【A】分科会 
テーマ ②産業・シティセールス 
項目 産業創出・育成、産業振興、シティセールス（戸田市の魅力発信）など 
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㉔大人向けの社会科見学やってみては（オープンファクトリー） 
㉕戸田のいい所を PR すべき！ 
㉖農地が減り、戸田産の農産物の販売が少なくなった 
㉗行政センターがオープンしたので利便性が高まった 
㉘誇りの気持ち 
 
 
 
その他 
 
①議会にタブレットが導入された 
②市職員のストレスが増えている 
③市役所の職員の方が親切で身近なので相談しに行きやすい 
④市役所において、官民商の連携をもっと行ってほしい。類似事業を行う NPO 団体等にお

いては連携が必要であると考える。 
⑤競艇事業の支援（SG 競争が 7 年も来ていない） 
⑥公共施設の老朽化 
⑦企業後にマンション→人口が増えるのは良いが行政運営に影響・人口の増加によるにぎ

わい 
⑧人口が増えた↑↓もある 
⑨競艇の売り上げの減少による戸田市への配分金が大幅に減少 
⑩転出者も横ばい 
⑪人口増加に伴い町に活気がある。税収、若い世代増加 
⑫議員・市長が若くなった！ 
⑬町が若くなった 
⑭田畑が少なくなり、マンションが多くなった→若い人が増えてきた 
⑮戸田市は大きさ的にちょうど良い 
⑯色々な意味で便利な戸田 
⑰民間的な考え方をもっと取り入れるべきでは 
⑱まだまだ市役所内が縦割り行政庁内の協働を！ 


