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１．『戸田市第５次総合振興計画協働会議』とは【おさらい】 

 

（１）趣旨と目的 

 

 このたびは、ご多忙のところ「戸田市第５次総合振興計画協働会議」にご参加いただき、

ありがとうございます。 

 戸田市では、市政運営の基本指針となる『戸田市第５次総合振興計画』を 2020 年度に策

定する予定としています。策定にあたっては、様々な手法を用い、市民の皆様からご意見

をいただきながら計画づくりを進めることとしています。 

 この「戸田市第５次総合振興計画協働会議」は、市民の皆様からご意見をいただく取組み

の一環として、市が企画・運営する会議です。 

 この会議は、公募市民・団体推薦市民・市議会議員・市職員など 41 名にて構成されてい

ます。（10 月 13 日に開催された「若年層ミーティング」からも参加をいただいていま

す。） 

 会議では、未来のまちづくりの方向性について協議し、結果を市長に提言していただく

ことになります。 

 全８回の開催を予定しています。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

『総合振興計画』とは？ 

市政運営の指針として、市の最上位に位置づけられる計画です。市の将

来像や未来のまちづくりの方向性、重点的に取り組むべきこと等について

示すものであり、市民の皆さまと共有し、ともに『わがまち・戸田』をつ

くり上げていくための指針ともなる重要な計画です。 

 

 

 市の計画策定スケジュールとの関連は、以下の通りです。 

年度 2018 2019 2020 

月 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5  7 8    9 

市

民 

等 

                 

戸

田

市 

                 

 

注）表中「若年層」とは、10 月 13 日に実施された「若年層ミーティング」を指します。 

意識調査 
若
年
層 協働会議（本会議） 

市
議
会 

基礎調査 

総合振興計画の検討 

提
言 

上
程 
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（２）協働会議のスケジュール（全８回） 

 

 次の通り予定しています。場所は、すべて戸田市役所５階大会議室となります。なお、会

議は原則公開し、記録のための写真撮影を行います。予めご承知おきください。 

回・日時 協議内容など 
第１回【全体会①】 
2018年 11月 15日 

18:30-21:00 

委嘱状交付式、オリエンテーション 
テーブルディスカッション 
『ここ１０年で戸田市の良くなったところ・そうでないところ』 

第２回【分科会①】 
12月 20日 

 

オリエンテーション、分科会ワークショップ（テーマ１その１） 
『戸田市の現状・問題と課題』『今後目指すべき理想の姿と考え方』 
 

第 3回【分科会②】 
2019年１月 17日 

19:00-21:00 

オリエンテーション、分科会ワークショップ（テーマ１その２） 
『今後目指すべき理想の姿と考え方』『理想を実現するために大切な取り組み』 
分科会発表・全体意見交換 

第４回【分科会③】 
２月 12日 
19:00-21:00 

オリエンテーション、分科会ワークショップ（テーマ２その１） 
『戸田市の現状・問題と課題』『今後目指すべき理想の姿と考え方』 
 

第５回【分科会④】 
３月 19日 
19:00-21:00 

オリエンテーション、分科会ワークショップ（テーマ２その２） 
『今後目指すべき理想の姿と考え方』『理想を実現するために大切な取り組み』 
分科会発表・全体意見交換 

第６回【分科会⑤】 
４月 
 

オリエンテーション、分科会ワークショップ（中間まとめ） 
『提言書（たたき台）の確認と修正』 
分科会発表・全体意見交換 

第７回【分科会⑥】 
５月 
 

オリエンテーション、分科会ワークショップ（協働のまちづくり） 
『市民・議会・行政の役割分担』 
分科会発表・全体意見交換 

第８回【全体会②】 
７月 
 

オリエンテーション、分科会発表準備、分科会発表、 
フリートーク、会長総括 

提言書提出式 
８月 
 

市長に提言書を提出 

第２回協働会議の様子（12 月 20 日開催） 

 

 

 

 

 

済 

★今回はここです★ 

済 
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２．第３回協働会議のプログラム 

 まず全員でオリエンテーションを行います。第３回協働会議の目的とプログラムなどを

説明します。 

 次に、「ワークシート」を用いながら分科会ディスカッションを行います。この際、限ら

れた時間の中で、なるべく多くの方に、意見交換をしていただきたいと考えております

ので、あらかじめ意見をご準備いただけると幸いです。 

 分科会ディスカッションでは、まず、『今後目指すべき理想の姿』について、前回からの

続きをお話合いいただきます。次に、『目指すべき理想の姿を実現するための取り組み』

について、アイディアを出し合います。 

 最後に分科会ごとにご発表いただき、全員で意見交換します。 

時間（目安） 内    容 

１８：３０～ ■ 受付・ご案内（ご所属の分科会テーブルにご着席ください） 

【全員】 

１９：００～ 

１９：１０ 

（１）、（２）、（３）開会、会長・副会長の選任、オリエンテーション 

①会長・副会長の選任 

 協働会議に係る会長及び副会長の選任を行います。 

②本日の進め方及び資料（事前配布）の説明 

 本日の進め方や事前に配布した資料などを説明します。 

【分科会】 

１９：１０～ 

１９：４０ 

 

休憩の目安 

１９：４０～ 

１９：５０ 

（４）ディスカッション『今後目指すべき理想の姿・考え方』（続き） 

①前回のおさらい 

 第２回協働会議の記録を見ながら、前回話し合った内容を確認します。 

②ディスカッション 

 ファシリテーター（進行役）を決めてください。併せて、発表者も決め

てください。（持ち回りとなります） 

 『今後目指すべき理想の姿・考え方』（前回からの続き）について話し合

い、言い足りなかった内容などを追加してください。 

 書記は事務局が務めますので、時間の許す限り意見交換してください。 

【分科会】 

１９：５０～ 

２０：３０ 

（５）ディスカッション『目指すべき理想の姿を実現するための取り組み』 

 『今後目指すべき理想の姿を実現するために、誰が、誰と協働して何を

したらよいのか』について、アイディアを出し合います。 

 20:25になりましたら、ワークシートを確認しながら発表内容を共有します。 

【全員】 

２０：３０～ 

２０：５５ 

（６）発表（各分科会 発表４分＋意見交換２分） 

 グループごとに、第２回・第３回で話し合った事をご発表いただきます。 

 発表後、全員で意見交換します（分科会ごとに行います）。 

【全員】 

２０：５５～ 

 ２１：００ 

（７）事務連絡、閉会 

 事務局から、次回以降の進め方等について提案します。 
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３．話し合いの進め方【おさらい】 

（１）ファシリテーター（進行役）について

 分科会メンバーからファシリテーター（進行役）を１名選んでいただき、話し合いを進行

します。このファシリテーター（進行役）は固定せず、持ち回りとしてください。

（２）話し合いにあたって

■話し合いのルール

公平に、建設的に話し合いましょう。 

他の人の意見を遮ったり、感情的に否定したり、特定の個人などを批判することなく、お

互いの意見を尊重し、違いを明確にしたうえで、公平に、建設的に話し合いましょう。 

広い視野で話し合いましょう。 

特定の個人、団体や地域の利益につながることではなく、戸田市の望ましい未来を考え、

そのために活かしていきたい強みは何か？といった視点から、市の全体を見渡しながら

話し合いましょう。 

■わからないことがあったら

 事務局がサポートします。

協働会議は、市民の皆さまのご意見・ご提案を、未来の戸田市のまちづくりに役立ててい

くための会議です。

「市役所の取組をよく知らない」あるいは「自分が何を提案してよいかわからない」など

とお考えになるかも知れませんが、日ごろの生活の中でお考えになっていること・感じ

ていることで構いませんので、積極的にご意見をおっしゃってみてください。

■ワークショップの記録

 各回の記録を作成し、次回にお示しします。

話し合った内容や、模造紙に貼り出した、あるいは書き込んだご意見は、事務局がまとめ

て、次回にお示しします。（その際、字句の修正や若干の補足などをさせていただきます。） 

 前回の記録を確認しながら、話し合いを進めます。

毎回、前回話し合われたことの「おさらい」をしながら、分科会ごとに話し合いを進めま

す。記録を見ながら、「大事な意見」「少数意見だったが残したい意見」なども確認したう

えで、話し合いを進めていきます。
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４．分科会編成について【おさらい】 

 できるだけ多くの方に積極的にご発言いただくため、皆様のご関心、専門分野などに沿

って４つの分科会（１分科会あたり 10 名程度）を編成しています。

 分科会編成とメンバーは、次の通りとなります。前回から、この分科会編成に沿ってお話

し合いを進めています。

分科会編成 

分科会名（仮称） 話し合う項目（例）

【Ｔ】分科会 

テーマ

①子育て・教育

②協働・コミュニティ

①子育て支援、学校教育、生涯学習、スポーツなど

②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

【Ｏ】分科会 

テーマ

①健康・医療

②福祉

①健康づくり、医療など

②地域福祉（地域での助け合いなど）、高齢者福

祉、障がい者（児）福祉など

【Ｄ】分科会 

テーマ

①防災・防犯・交通安全

②公園・緑地・環境

①防災、防犯、交通安全、消防・救急など

②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

【Ａ】分科会 

テーマ

①都市基盤・公共交通

②産業・シティセールス

①市街地整備、道路、景観形成、上下水道、公共交

通など

②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）など
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５．第３回協働会議に向けて（事前にご準備いただきたいこと） 

※限られたお時間で、なるべく多くの意見を活発に交わしていただきたいことから、会議に

先立ち、あらかじめお考えを整理いただきたいと思います。ご協力をお願いいたします。

 第３回目会議は、前回の続き（『今後目指すべき理想の姿・考え方』）から始まります。こ

のため、まず、第２回会議の記録を見ながら、前回話し合った内容を確認してください。

 次に、前回話し足りなかったことがら（例えば、『今後目指すべき理想の姿・考え方』に

ついて意見が出ていない項目など）につき、ご意見を整理してください。

 次に、『今後目指すべき理想の姿を実現するために、では、誰が、誰と協働して、何をし

たらよいのだろうか？』をお考えいただき、アイディアを整理してください。

【３回目に当たりお考えいただきたいことのイメージ図】 

◎事前に配布する資料のうち、前回の

内容をご確認ください。 

●所属する分科会が話し合った内容をご確認ください。

資料：ワークシート（確認用）

◎ご自身のお考えや感じることを

整理してください。 

同封のワークシート（記入用）の

空欄にご記入いただきながら整

理すると、当日、スムーズかと思

います。 

●『今後目指すべき理想の姿・考え方』について、意見が出

ていない項目など、前回話し足りなかったご意見を整理し

てください。

資料：ワークシート（確認用）

●次に、『目指すべき理想の姿を実現するための取り組み』に

ついて、アイディアを整理してください。

この際、『誰が、誰と協働して、何をしたらよいのだろう

か？』をお考えください。

資料：ワークシート（記入用）

例：理想の姿

「６５歳以上の健康寿命が延伸され、高齢になっても心身

ともに健康に過ごせる状態」

市民（個人・団体・企業）のできること

・高齢の方が元気に活動できるコミュニティをつくる。

・積極的に活動に参加する。

・元気な高齢者に働く場を提供する。

議会のできること

・市民からのニーズを把握する。

・先進自治体の情報を提供する。

・市の事業について、市民に対する周知を行う。

行政のできること

・高齢の方が活躍できる場の提供・支援を行う。

・元気体操などのイベントを企画し、実施する。
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ワークシートの説明【確認用１ページ】（第２回目と第３回目の全体像） グループ【Ａ】テーマ①を例示として記載

意見の記載は別

添ワークシート

（記入用）にお

願いします。

別添ワークシ

ート（確認用）

のうち、この面

は第２回目と

第３回目で協

議する全体像

を示したペー

ジです。

今回（第３回

目）では、赤の

点線部分につ

いて話し合い

ます。

本シートに、前

回までのまとめ

を掲載していま

すので、ご確認

ください。
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ワークシートの説明【確認用２ページ及び記入用１ページ】（第２回協働会議 協議テーマ①） グループ【Ａ】テーマ①を例示として記載

 

  

第２回協働会議にお

いて協議いただいた

内容について記載し

ていますので、ご確認

ください。 
また、話し合う項目が

途中の場合は、別添ワ

ークシート（記入用）

に適宜記載してくだ

さい。 

STEP２に記載している

内容は、STEP３にも複写

しておりますので、別添ワ

ークシート（記入用）のう

ち、ステップ３に記載くだ

さい（次ページ参照）。 
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ワークシートの説明【記入用２ページ】（第２回協働会議 協議テーマ①）グループ【Ａ】テーマ①を例示として記載

意見の記載は

別添ワークシ

ート（記入用）

のこちらのペ

ージ、赤の点

線部分へお願

いします。『今後目指すべき理想の姿・

考え方』について、意見が出

ていない項目など、前回の続

きの意見は、別添ワークシー

ト（記入用）のこちらのペー

ジ青の点線部分にご記載く

ださい。
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◆ご参加いただく皆様へ

この資料の内容や、協働会議に関してご不明な点などございましたら、下記まで、お気軽

にご連絡ください。 

【 お問い合わせ先 】 

戸田市 総務部 経営企画課 

（担当：山本・石川・須藤） 

〒３３５－８５８８ 戸田市上戸田１－１８―１ 

電話  ：０４８－４４１－１８００（代表） 

FAX  ：０４８－４３２－８５２１ 

E-Mail：kikaku@city.toda.saitama.jp

皆様のお越しをお待ちしています 
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