
⼾⽥市協働会議分科会ワークシート（全体像） 分科会名 グループ【D】 
このワークシートは、議論の進ちょくを「⾒える化」し、分科会を円滑に進⾏するために作成します。 

協議テーマ ①防災・防犯・交通安全 
【第２回協働会議協議事項】 
（参考）第１回協働会議意⾒集などを⾒ながら、意⾒を出し合います。 
 
STEP１ 
協議テーマの
話し合う項⽬
ごとの現状、 
問題と課題 
 

全体        ●「⾃助」「共助」「公助」の実現、コミュニティの強化 
          ●町会加⼊率の向上や新コミュニティ形成による防犯、防災活動の促進 
          ●若者のまちづくり参加促進 
防犯・交通安全   ●犯罪発⽣率の⾼さ、市内の危険箇所、交通ルールの無理解、防犯カメ

ラの設置促進、インターネット犯罪への対応、防犯マップの更新、外
国⼈向けの情報発信、「歩⾏者優先」の徹底、防犯意識のさらなる啓発
と⾼揚 

防災        ●安全⾏動につながる情報発信強化、⽇頃の啓発活動、防災訓練の内容
充実化、多様なコミュニティのネットワーク連携、市内における災害
想定のさらなる周知 

消防・救急     ●消防団員の確保が困難、AED の認知不⾜ 
消費⽣活      ●特殊詐欺への対応 
平和と⼈権     ●平和学習の機会不⾜ 

●知識を得られる場所が周知されていない 
なぜ上記を「問題」「課題」だと思うのですか？ 考えながら次の STEP２に進みます。 

 
STEP２ 
協議テーマの
話し合う項⽬
ごとに⽬指す
べき理想の姿
と、なぜそう
思うのかとい
う考え⽅につ
いて 
 
 

【理想の姿】 
●情報の共有や周知徹底の強化 
●「協働」を柱とした取り組み 
●「⾃助」「共助」「公助」の実現 
●「縦と横」を結び付けた強固なコミュ
ニティの形成 
●若者の参加 
●消防団員の確保 
●AED に関する認知拡⼤ 
●消防・救急の適切な利⽤ 
●平和学習施設に関する認知拡⼤ 

【考え⽅】 
●安全・安⼼は市⺠活動の基礎である。 
●役所まかせではなく、市⺠、事業者、団体などの
⺠間や議会、⾏政がそれぞれの⽴場で⼒を発揮し
て、取り組むことが⼤切である。 
●正しい知識を得るための情報共有が重要である。 
●参加したい⼈が参加できる環境があれば、担い⼿
も広げることができ、若者の参加も促進される。 
●より実態に即した消防団の配置が求められる。 
 
●地域資源に関する情報共有が重要である。 

「⽬指すべき理想の姿」と「考え⽅」については、次回も STEP３として、引き続き協議します。 
 

取り組みにつ

いて、次の視点

が含まれている

か随時チェックし

ます。 

『まちづくりに関連する計画の視点』 

 地方創生総合戦略（まち・ひと・しごと）に関係しそうな取り組み 

 国土強靭化計画（災害に強いまちをつくる）に関係しそうな取り組み 

『実施主体（誰が）と協働に関連する視点』 

 市民、事業者、団体など民間が行う取り組み 

 戸田市議会が行う取り組み 

 戸田市役所、埼玉県など行政が行う取り組み 

【話し合う項⽬】 

防災、防犯、交通安全、消防・救急、消費⽣活、平和と⼈権 

（参考）第１回協働会議意⾒集から「１０年前から⼾⽥市の良くなったところ」「そうでないところ」 
の意⾒は別紙のとおりとなります。 

 
【第３回協働会議協議事項】第２回の振り返りを⾏い、意⾒をまとめます。  
 
STEP３ 
STEP ２ の 続
きや STEP１．
２で議論した
内容の確認・
まとめ 
 

【理想の姿 
●情報の共有や周知徹底の強化 
●「協働」を柱とした取り組み 
●「⾃助」「共助」「公助」の実現 
●「縦と横」を結び付けた強固なコミュニ
ティの形成 
●若者の参加 
●消防団員の確保 
●AED に関する認知拡⼤ 
●消防・救急の適切な利⽤ 
●平和学習施設に関する認知拡⼤ 

【考え⽅】 
●安全・安⼼は市⺠活動の基礎である。 
●役所まかせではなく、市⺠、事業者、団体などの
⺠間や議会、⾏政がそれぞれの⽴場で⼒を発揮し
て、取り組むことが⼤切である。 
●正しい知識を得るための情報共有が重要である。 
●参加したい⼈が参加できる環境があれば、担い⼿
も広げることができ、若者の参加も促進される。 
●より実態に即した消防団の配置が求められる。 
 
●地域資源に関する情報共有が重要である。 

「誰が」「何を」したらよいのか、意⾒を出し合います。 

 
 
 
STEP４ 
⽬指すべき理
想の姿を実現
するための取
り組み 

全体       ・コーディネーター役の⼈材を発掘し、地域の縦のつながりと横のつなが
りを強化し、重層的なネットワークを築くことで、強固なコミュニティの
形成や情報共有の仕組みづくりにつなげる。 

         ・市⺠、事業者、団体などの⺠間や議会、⾏政がそれぞれ実施できること
を⾏い、まちづくりを進める。 

 
防犯・交通安全  ・交通ルールに関する啓発活動に取り組む。 

・⾃転⾞盗防⽌に向けた啓発に取り組む。 
・防犯カメラの設置を促進する。 
・地域内で防犯情報を共有できる仕組みをつくる。 
 

防災       ・実際の避難⾏動につながる適切な情報発信を⾏う。 
         ・訓練内容の充実化を図る。   
 
消防・救急    ・消防隊と消防団の役割分担や重要性に関する情報発信に取り組む。 
         ・AED に関する情報を周知する。 
 
消費⽣活     ・関係機関の協⼒のもと、特殊詐欺被害防⽌に向けて取り組む。 
 
平和と⼈権    ・地域資源を活⽤して平和学習を⾏う。 
         ・知識を得られる場所を周知する。 
 

※第３回で出た意⾒については、⾚字で記載しています。 

※第３回の STEP４では⾔及されなかったものの、第２回の STEP１で意⾒が出たものについては⻘字で転記しています。 



第２回協働会議 協議テーマ ①防災・防犯・交通安全  グループ【D】 

【話し合う項⽬：防災、防犯、交通安全、消防・救急、消費⽣活、平和と⼈権】 

★STEP１ 協議テーマに関する現状、問題と課題 ★STEP２ 協議テーマに関し、⽬指すべき理想の姿と、なぜそう思うのかという考え⽅ 

全体 
 安全なまちづくりのためには、「⾃助」「共助」「公助」を踏まえた各⾃の役割分担の明確化が重要である。 
 町会加⼊率の向上を含め、コミュニティを強化することで、防犯・防災⼒を底上げしていくことが求められる。 
 町会が担う役割とは別に、新しい加⼊形態であるコミュニティ形成をすることで、町会未加⼊者に対する補完を⾏うべきである。 
 若者のまちづくりへの参加、ボランティア参加を促進していく必要がある。（防犯活動など）。 
防犯・交通安全 
 防犯に関する情報共有体制が確⽴されているほか、パトカーによるパトロールが近年強化されているようにも感じられる

⼀⽅、犯罪発⽣率は依然として⾼く、特に⾃転⾞盗が多い。⽇頃からの意識啓発活動が必要である。 
 北⼾⽥駅周辺は、空き地などが多く、暗い所もあり不安である。 
 無灯⽕で⾃転⾞を⾛⾏したり、逆⾛するなど、交通ルールを理解していない⼈が多い。 
 防犯カメラについては、町会が管理者でない公園などへの設置が進んでいない。近隣の企業などに設置への協⼒を呼び掛

けることも考えられる。 
 ますます⾼度化するインターネット犯罪への対応が必要である。 
 防犯マップの更新に取り組む必要もある。 
 外国⼈住⺠向けの情報提供を充実させていくことも重要ではないか。 
 ドライバーは「歩⾏者優先」を徹底するべきである。 
 防犯パトロールを⾏う⼈が不⾜している（町会加⼊者等の減少等による）。防犯に対する意識の低下が懸念される。 
防災 
 豪⾬の際、駅前に多くの⼈が集まっていた。災害発⽣時、どこに逃げたらよいか分からない⼈も多いとみられる。実際の

安全⾏動につながる正しい情報を発信することや、災害時の動き⽅等について、⽇頃から担当課によって、啓発活動を⾏
っているが、より⼀層市⺠に対し、それらを浸透させる必要がある。 

 防災訓練の内容を⾒直していく必要がある。例えば、各町会の防災⼠の知⾒を基に、より実効性のある訓練内容に変更し
たり、帰宅困難者の発⽣を想定した訓練を実施することも考えられる。また、訓練については、町会で実施している訓練
と啓発的な意味合いを持つ訓練とは、すみ分けをして実施すべきである。 

 寺社・教会などの宗教施設や企業など、多様なコミュニティが有するネットワークを重層的につなげていくことで、防災
⼒の強化を図ってはどうか。 

 市内でどのような災害が想定されるのか、分かっていない⼈も多いと考えられる。現在も周知されているものの、より徹
底を図る必要がある。 

消防・救急 
 消防団員の確保が困難である。 
 AED（⾃動体外式除細動器）への認知が⼀般市⺠の間で広がっていない（⼦どもたちの理解は進んでいる）。 
消費⽣活 
 キャッシュレス決済に絡む特殊詐欺に注意する必要がある。 
 振り込め詐欺（特にスマートフォンを悪⽤したものなど）への対応が課題である。 
平和と⼈権 
 ⼤⼈が平和学習できる機会が少ない。 
 相談場所が分からないのが課題である。 

【理想の姿】 
 防災や防犯、交通安全等を通じて⾔えることで

あるが、市⺠との情報の共有や、⾏政からの周
知徹底が必要である。 

 活発な「協働」を柱に、「情報発信」「コミュニ
ケーション」「交流の場」「各種訓練の⼿法」を
組み⽴てていくべきである。 

 強固なコミュニティを実現する必要がある。ま
た、地縁型コミュニティとテーマ型コミュニテ
ィが「縦と横」で結び付いている社会。 

 
 
 若者のまちづくりへの参加が⼤切である。 

 
 
 
 

 「⾃助」「共助」「公助」という順序を踏まえ、
防災対策を⾏う必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ⼗分な消防団員が確保される必要がある。 
 AED の使い⽅に対する理解を広める必要があ

る。 
 消防・救急が適切に利⽤される必要がある。 

 
 

 歴史的な資源を活⽤して、平和学習を促進して
いくことが⼤切である。 

【考え⽅】 
・安全・安⼼なまちの実現は、市⺠のあらゆる活動の基礎であり、
また、各所属にもまたがる内容であることから、第⼀義的に考える
必要がある。 
・安全・安⼼なまちでなければ、⼈は住み続けない。 
 
 
・正しい知識を得るための情報共有が重要となる。なお、情報共有
を進めるためには、地縁型コミュニティとテーマ型コミュニティ
を結びつける担い⼿（地域コーディネーターなど）が必要である。 
 
 
・参加したい⼈が参加できる環境があれば、担い⼿も広げることが
でき、若者の参加も促進される。 
 
 
 
・「役所まかせ」にせずに、市⺠・議会・⾏政がそれぞれの⽴場で
⼒を発揮してまちづくりに取り組んでいくことが⼤切だと考え
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・より実態に即した消防団の配置が必要である。 
 
 
 
 
 
・地域資源に関する情報が共有されていた⽅がよい。 



第３回協働会議 協議テーマ ①防災・防犯・交通安全  グループ【D】 

【話し合う項⽬：防災、防犯、交通安全、消防・救急、消費⽣活、平和と⼈権】 

★STEP３ STEP２の続きや STEP１.２で議論した内容の確認・まとめ ★STEP４ ⽬指すべき理想の姿を実現するための取り組み 

【理想の姿】 
 防災や防犯、交通安全を通じて⾔えることであるが、

市⺠との情報の共有や、⾏政からの周知徹底が必要で
ある。 

 活発な「協働」を柱に、「情報発信」「コミュニケーシ
ョン」「交流の場」「各種訓練の⼿法」を組み⽴ててい
くべきである。 

 強固なコミュニティを実現する必要がある。また、地
縁型コミュニティとテーマ型コミュニティが「縦と
横」で結び付いている社会。 

 
 
 若者のまちづくりへの参加が⼤切である。 

 
 

 
 

 「⾃助」「共助」「公助」という順序を踏まえ、防災対
策を⾏う必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ⼗分な消防団員が確保される必要がある。 
 AED の使い⽅に対する理解を広める必要がある。 
 消防・救急が適切に利⽤される必要がある。 

 
 歴史的な資源を活⽤して、平和学習を促進していくこ

とが⼤切である。 

【考え⽅】 
・安全・安⼼なまちの実現は、市⺠のあらゆる活動の基礎で
あり、また、各所属にもまたがる内容であることから、第⼀
義的に考える必要がある。 
・安全・安⼼なまちでなければ、⼈は住み続けない。 
 
 
・正しい知識を得るための情報共有が重要となる。なお、情
報共有を進めるためには、地縁型コミュニティとテーマ型コ
ミュニティを結びつける担い⼿（地域コーディネーターな
ど）が必要である。 
 
・参加したい⼈が参加できる環境があれば、担い⼿も広げる
ことができ、若者の参加も促進される。 
 
 
・「役所まかせ」にせずに、市⺠・議会・⾏政がそれぞれの⽴
場で⼒を発揮してまちづくりに取り組んでいくことが⼤切
だと考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・より実態に即した消防団の配置が必要である。 
 
 
 
・地域資源に関する情報が共有されていた⽅がよい。 

【誰が（実施主体）】 
【誰と協働して（協働の相⼿）】 

 

【何をする（取り組みのアイディア）】 
全体 
・地域コーディネーターを柱に、地域の結び付き（縦×横）を強化する。
縦と横のリンクについては、寺社や教会といった宗教施設から企業まで、
多様なネットワークが重層的に連携するあり⽅も考えられる。 
 
防犯・交通安全 
・市⺠に交通ルールを順守してもらうための啓発活動に取り組む。 
・⾃転⾞盗を減らすため、⽇頃からの意識啓発活動を⾏う。 
・近隣の企業などにも協⼒を呼び掛けつつ、防犯カメラの設置を進める。 
・地域内で防犯情報を共有できる仕組みをつくる。 
 
防災 
・実際に災害時の避難⾏動につながるよう、引き続き適切な情報発信に
努めるほか、市⺠に対する啓発活動を⾏う。 
・防災訓練については、より実効性を⾼めるために、充実化を図る。 
 
消防・救急 
・市消防隊と消防団の役割分担を整理した上で周知し、地域の安全を守
ることの重要性を訴える。 
・AED の設置場所について住⺠同⼠で情報共有する。また、使い⽅に関
する知識を広める。 
 
消費⽣活 
・市内の⾦融機関から特殊詐欺の⼿⼝を学ぶなど、関係機関の持つ資源
を活⽤して、特殊詐欺被害防⽌に向けた取り組みを⾏う。 
 
平和と⼈権 
・歴史的な資源を活⽤した平和学習を⾏う。 
・知識を得られる場所を周知する。 

 

取り組みについて、次の視点が含まれているか随時チェックします。 

『まちづくりに関連する計画の視点』 

・地方創生総合戦略（まち・ひと・しごと）や、国土強靭化計画（災害に強いまちをつくる）に関係しそうな取り組み 

『実施主体（誰が）と協働に関連する視点』 

・市民、事業者、団体など民間が行う取り組み   

・戸田市議会が行う取り組み  

・戸田市役所、埼玉県など行政が行う取り組み 

※第３回で出た意⾒については、⾚字で記載しています。 

※第３回の STEP４では⾔及されなかったものの、第２回の STEP１で意⾒が出たものについては⻘字で転記しています。 




