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   協働会議における提言書（たたき台） 

【テーマ：土地利用、市街地整備、道路、河川・水路、住宅、景観形成、上下水道、公共交通】  

 
１.本テーマにおけるキーワード 

【土地利用、市街地整備】駅周辺の拠点性の強化、市内３駅がつながる、誰にとっても歩

きやすい、空間の有効利用 
【道路】安全な道路環境、道路利用のマナーの向上、緑化との調和がとれた道路環境 
【河川・水路】水害対策の推進、水路の有効活用 
【住宅】空き家の適正管理・活用促進、誰にもやさしい住宅政策 

 【景観形成】 
 【上下水道】 
 【公共交通】 

 
２.現状・課題・問題点 

【土地利用・市街地整備】 

（１）駅周辺整備について 
・市内３駅周辺の整備が完了するまでには、相当な時間を要する。 

（２）公園について 
・市内に公園は多く存在するが、有効に活用されていない公園も一部ある。 

 
【道路】 
（１）歩行者の安全確保について 
・歩行者の安全確保が課題であり、特に通学路や高齢者への対策が必要である。 
・街灯の LED 化は進んでいるが、未だ暗いところがある。 
・歩道の安全性向上とバリアフリーが課題である（例えば、ベビーカーで歩行しにくい、

歩道の幅員と切り下げ、インターロッキングの経年劣化、点字ブロックのガタつきや剥が

れ、植栽などの緑化による歩道幅への影響など景観との兼ね合いも大切である）。 
（２）自転車交通の安全性とマナーについて 
・自転車レーンの整備は進んでいるが、自動車の交通量の増加や交通ルールの認識不足に

より、危険な状況にある。 
（３）道路の安全性について 
・道路が整備されたことにより、自動車の交通量が増えて渋滞が起きてしまうことや、車

両速度が上がることにより事故の危険性が高まるなど、安全性に関する交通行政の推進が

必要である。 
・橋りょうの老朽化が進んでいるので、計画的な対策が必要である。 
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【河川・水路】 
（１）治水対策について 
・大雨等により浸水する地域が市内各所にあることから、内水対策の推進が必要である。 
・対策はされつつあるが、市内全域の対策には相当な時間を要する。 
・市境の地域においては、近隣市における対策も不可欠であることから、近隣市との連携

が必要である。 
・浸水被害を軽減するため、雨水の流出を抑える雨水貯水槽の整備推進が必要である。 

（２）水路の暗渠化について 
・水路を暗渠化して通行ができるようにするなど、有効活用を図ることが必要である。 

  
【住宅】 
（１）空き家対策及び有効活用の方法について 
・適切な管理が行われていない空き家等は、地域住民に悪影響を及ぼす要因となることか

ら、空き家対策の推進が必要とされている。 
・伸び放題となった樹木の剪定など、空き家保全の必要性がある。 
・老朽化していくマンションにおいても、管理の面など、空き家対策と同様、対策が必要

である。 

  
【景観形成】 
（１）ごみ捨てのマナーについて 
・市内に住む外国人が増加しており、ごみ捨てのマナーが分からない等の問題があること

から、外国人に対する周知徹底が必要である。 
（２）ブロック塀の見直しについて 
・地震発生時の倒壊などの安全面や道路の見通しが悪くなるなどの景観形成面の問題か

ら、見直しが必要である。 
（３）道路の緑化について 
・道路の緑化による、より良い景観づくりが求められる。 

 

【上下水道】 

（１）下水道整備について 
・浄化槽を使用している下水道未整備地区への早期対応が必要である。 

（２）民間活力（包括委託）について 
・今後の上下水道の維持管理における民間活力（包括委託）の活用・継続には、安全性・

サービス・料金などの観点をよく検証すべきである。 

 
【公共交通】 
（１）コミュニティバスについて 
・コミュニティバスの循環経路については、片回り運行となっていることから、行き帰り
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の利用に不便な地域がある。 
・ワゴン車のような機動力のある車両を使用するなど、地域の声に合わせて利便性を向上

する必要がある。 
（２）埼京線について 
・遅くに帰宅する人にとって埼京線の終電時刻は早い。 
・市内３駅における停車本数の見直しの必要性、混雑の改善など、利便性における課題が

ある。 
（３）自転車の有効活用について 
 ・公共交通機関がない市内地域の交通手段として、利便性の高い自転車を有効に利用する

ことが考えられることから、シェアサイクルの活用が求められる。 

 
３. 今後目指すべき理想の姿とそれに対する考え方（提言） 

【土地利用・市街地整備】 
理想の姿 

「駅周辺に公共交通用のロータリーと駐輪場が整備されているまち」 
考え方 

公共交通や自転車を中心とする駅周辺の拠点性の強化を図る。 

 
理想の姿 

「ＪＲの土地や高架下を活用した市内３駅を結ぶ遊歩道があるまち」 
考え方 

人がを呼べるまち・・賑わうまち・つながるまちを目指す。高架下の商業利用により、

経済効果が期待できる。また、遊歩道を整備することにより、子どもや高齢者までの誰に

とっても歩きやすく、防犯面でも安全な道となる。 

 
理想の姿 

「公園などの空間が有効に利用されているまち」 
考え方 

公園利用においては、歩く、運動するなど、健康に繋がる面もあることから、大人から

子どもまで利用したくなるみんなの憩いの場となる公園の整備を進める。 

 
 
【道路】 
理想の姿 

「歩行者にとって安心・安全なまち」 
考え方 

車両の交通量増加に伴い、歩行者（特に通学路や高齢者）の安全な道路環境の整備が必

要となり、歩行者に配慮したハード整備を進める。また、道路を利用する自動車や自転車
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のマナーが向上することにより、安心・安全なまちとなる。 

 
理想の姿 

「交通の安全性が確保されているまち」 
考え方 

道路がきちんと整備されていることにより、交通量が増える。また、スピードを出す車

両が増えることが懸念される。そのため、適切な交通政策を推進し、道路の安全性を確保

する。また、自転車の交通ルール・マナーの周知・徹底を行い、自転車等の交通ルールを

守らせることにより、交通安全を保つことができる。 

 
理想の姿 

「道路環境が充実しているまち」 
考え方 

道路の緑化は歩道を狭め、通行しにくくなるが、緑化することで景観の向上が図られる

ことから、緑化との調和がとれた道路環境を整備することが重要である。 

 
【河川・水路】 
理想の姿 

「浸水・冠水しない安全で安心なまち」 
考え方 

大雨等により浸水・冠水する地域があり、生活や経済に影響を及ぼすおそれがあること

から、雨水貯水槽などの整備をはじめとする内水対策を進める必要がある。 

 
理想の姿 

「水路が有効に活用生かされているまち」 
考え方 

見栄えが悪いことから水路を暗渠化し、遊歩道として整備することで、排水の目的だけ

でなく、景観形成の面からも活用できる。 
また、生態系保全の場としての活用なども望まれる。 

 
【住宅】 
理想の姿 

「住宅（特に空き家）が適切に管理され、活用されているまち」 
考え方 

空き家発生の予防や所有者等の適正管理の促進を図る。また、空き家の活用促進として、

子育て世帯をはじめとした本市への定住を望む方々に対して、有効活用（リノベーション

など）を促すなど、地域の活性化につなげる。また、誰にも優しい住宅政策を進める。 
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【景観形成】 
理想の姿 

「まちづくりのルールが市民によく知られており、街並みに統一感がある。」 
考え方 

まちづくりや街並みについて、市民の理解が得られていることにより、地区の特性を生

かしたまちづくりが可能となる。また、安全性の面も含め、街の景観を改善することがで

きる。 

 
【上下水道】 
理想の姿 

「上下水道の適切な運営管理手法が採用されているまち」 
考え方 

民間活力も含めた上下水道の運営管理手法について、よく議論・検証が行われることで、 
 上下水道の安全性・サービス・料金が保たれる。 

 
【公共交通】 
理想の姿 

「地域の声に合わせたコミュニティバスが運行され、快適に利用できるまち」 
考え方 

少子高齢化への対応や観光目的の利用など、公共交通の利便性の向上は重要である。ま

た、地域によっては利用の不便さが生じているので、地域の声も参考にしながら、運行本

数の見直しや片回り運行を両回り運行にする等、改善を図る。 

 
理想の姿 

「埼京線の利便性が改善され、終電後は深夜バスの代替があるまち」 
考え方 

都内に出勤している「戸田都民」が多いので、終電を遅くすることや終電後のバスの代

替等、帰りが遅い方への対応を行う必要がある。 

 
理想の姿 

「バス以外の公共交通があるまち」 
考え方 

戸田市はサイクリングに適した平坦な土地であるので、観光向けとしても利用できるシ

ェアサイクリングを導入することで、来訪者の増加や公共交通の更なる利便性向上に繋が

る。 

 
４. 理想の姿実現のための参考となる取り組み、意見集 

【土地利用・市街地整備】についての取り組み 
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・行政が基盤整備を計画的に進め、市民は土地利用や市街地整備のあり方の理解に努め、

協力する。 
・JR の土地や高架下を活用して、３駅を結ぶ遊歩道を整備する。埼京線の高架沿線は、

車窓から多くの人が目にするので、高架沿線の景観が向上すれば、戸田市のイメージアッ

プにもつながる。 
・彩湖道満グリーンパークの一部を、バーベキュー、グランピング等の場として活用し、

外部から人が呼べるようにすれば、観光資源としての魅力が高まる。 

 
【道路】についての取り組み 
・自転車レーンの通行方法の周知や自転車保険の加入促進など、自転車交通の安全の確保

とマナーの向上を図る。 

 
【住宅】についての取り組み 
・空き家の有効活用として、住宅バンク制度の活用を図る。 

 
【公共交通】についての取り組み 
・コミュニティバスに係る地域の声や市民ニーズを踏まえ、公共交通事業者は運行便の増

設、ルート（逆回り）等を検討し、改善する。市民もコミュニティバスをもっと利用する。 
・市民は JR に対する要望や意見など、市民の声を集める。それらの声を県や市が埼京線

沿線自治体と連携し、JR に利便性向上を働きかける。その１つとして、オリンピック開

催時の電車運行時間帯の延長措置の継続を働きかける。 
・シェアサイクルの推進として、市は公共施設等でシェアサイクルが利用できるような環

境を整備する。コンビニエンスストア等とも連携し、様々な場所で貸し出しや返却ができ

るようにする。また、子育て世代が使いやすい電動自転車も利用できるようになれば、利

便性が更に向上する。 

 
 ５.テーマに係る三者の役割分担について 

 

テ ー マ

名 

市民 議会 行政 

土 地 利

用・市街

地整備 

 

 

 

  

道路  

 

  

住宅  
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   協働会議における提言書（たたき台） 

【テーマ：産業創出・育成、産業振興、地域資源（シティセールス［戸田市の魅力発信］など）】  
 
１.本テーマにおけるキーワード 

 【全体】戸田の産品や技術などの PR 強化 
【産業創出・育成】戸田市の特徴や目指すところを反映した産業創出、起業を応援し切れ

目ない支援をするまち 
【産業振興】産業振興を考える場をつくる（行政がやる）、企業同士のつながりがあるま

ち（民間がやる） 
 【地域資源（シティセールス［戸田市の魅力発信］など）】 

 
２.現状・課題・問題点 

【産業創出・育成】 

（１）産業の拠点について 
・大手工場の撤退が続いている現状がある。 
・若い人たちが市内で働ける場づくり、拠点づくりが大切である。 
・交通利便性の高さから、物流・倉庫産業が多い。 

（２）起業した人の現状について 
・起業支援センター卒業企業の約７割が市内に留まってはいるが、事業に成功した企業は

都内等に転出してしまうことがある。 
・起業に当たり、誰に何を相談したらいいのか分かりにくい現状がある。 

（３）起業支援について 
・意欲ある人、特に女性の起業に対する切れ目のない支援が必要である。 
・途切れの無い連続性のある支援が必要である。 
・起業・創業を志す人達がつながる場づくりが重要である。また、事業に成功した人や市

内だけでなく市外の事業者とつながる場も必要である。 

 
【産業振興】 
（１）市内産業のＰＲについて 
・市内の企業や工場の優れた技術が知られていない。 
・企業や産品のＰＲの場となる「産業会館」の機能を果たす施設がない。 
・「トビック」（戸田市観光情報館）を観光、物産、情報の拠点としてさらに活用する必要

がある。 
（２）市内産業の振興について 
・大規模工場の撤退や製造業、建設・土木業の事業所数が減少するなど、工業系の産業が

縮小している。 
・大規模小売店舗が増えた一方で、昔ながらの個人商店が衰退・減少している。 
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・市内商店に来店させる仕組みが必要である。 
（３）イベントによる商店の活性化について 
・マルシェや朝市などのイベントが活発に行われているが、単発感がある。来場者が出店

した商店を知ることで、来店の機会につながるなど、地域への広がりに向けた取り組みが

必要である。 
（４）戸田ブランドについて 
・優良推奨品など、市の産品があまり知られていない。 
・戸田には名産品やお土産品が少ないことから、そういったイチ押しとなる商品づくりを

するなど、商店の来店につながる仕組み作りが必要である。 

  
【地域資源（シティセールス［戸田市の魅力発信］など）】 
（１）地域資源について 
・幕府領や鶴岡八幡宮社領だったころの歴史、文化財や寺社などがあるが、あまり市民に

知られていない。市内の文化財や寺社などを記した「史ある記マップ」はある。 
・彩湖・道満グリーンパークの更なる活用が必要である。 
・観光となるような人が集まれる場所が少ない。道の駅など、人が集まれる場所が必要で

ある。 
（２）戸田の魅力について 
・シティセールスにつながる「戸田の魅力」といえば「水と緑、学校と教育、戸田の“人”、

利便性、若さ、ボートのまち」などがあるが、上手く活用されておらず、あまり市民に知

られていない。 
・市外からの転入者には、利便性が高く評価されている。 
・農地が減少する中、農産物をウリにするのは難しい。「わかりやすく戸田をアピールで

きるもの」が必要である。 
（３）ボートのまち戸田について 
 ・市外の方で、戸田市の場所が分からなくても「競艇場」は知っている。 

・「ボートのまち」として、戸田ボートコースは聖地であるが、子どもの頃からボートに

関わることができる環境が少ない。また、競艇場が一般市民にあまりなじみがない。 
・ボートコース周辺に買い物や食事ができるお店がない。周辺環境の魅力向上も必要であ

る。 

 
３. 今後目指すべき理想の姿とそれに対する考え方（提言） 

【全体】 

理想の姿 
「戸田の産品や技術、地域資源などが分かりやすく紹介され、市内企業がＰＲされてい

るまち」 
考え方 

戸田には良いものがあるが、市民にあまり知られていない。市内企業や起業支援センタ
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ーを卒業した企業等に対し、広報への掲載やコンクールの開催で賞を授与することでＰＲ

を図るなど、良いものを市民に知ってもらい、活用していくことで、企業の活性化につな

げる。 

地域の特色を活かしつつ、バランス良く企業の活躍の場を創出できる。 
 

【産業創出・育成】 
理想の姿 

「産業創出・育成を通じて若い人が集まり、起業者たちのチカラが集約されているまち」 
考え方 

「若さ」「健康」「（企業の）技術」などを活用することで、戸田市の特徴がや目指すとこ

ろを反映されした産業創出が行われる。 

理想の姿 
「起業（女性向けを含めて）を応援する場があるまち」 

考え方 
空き家を活用することでハード面でのハードルを下げる。競艇場等を平日開放して、チ

ャレンジショップなどに活用する。街中でも展開できる、ストリート・ワークアウト[※]
など、起業の場として様々な場を提供・活用することで、起業支援を行う。 

 ※主に戸外の公園等で行われる身体活動、トレーニング 

 
理想の姿 

「起業の「その後」を支援する、「つなぐ」「フォローする」仕組みがあるまち」 
考え方 

意欲ある起業家をどうサポートできるかが大切である。起業には資金やノウハウなどの

様々な知識、ネットワークが必要であることから、それを得る「つながる」ための交流会

の開催があるとよい。交流会は起業支援センターを卒業した企業や市内だけでなく市外へ

転出した企業も含めることで、新たな事業展開が見込める。 

 
理想の姿 

「市・商工会などによる、連続性のある、切れ目ない支援の仕組みがあるまち」 
考え方 

支援に連続性を持たせるなど、一連の流れをつくり、支援と支援を「つなぐ」ことが大

切であり、例えば、商工会がつなぐ支援として、インキュベーション・マネジャーを置く

ことが考えられる。 

 
【産業振興】 
理想の姿 

「企業同士の連携やつながりがあるまち」 
考え方 
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企業と企業の連携により、新たな可能性があるプロジェクトが生まれるような、仕掛け

づくりが必要である。 
理想の姿 

「市民・事業者のキーマンなど、様々な人が産業振興を考える場に参画できるまち」 
考え方 

市民と事業者の知と知を結集し、構想をプロジェクト化するための支援を、市や商工会

が行うことで、参画が図られる。 

 
理想の姿 

「シティセールスにもつながる「戸田ブランド」が広く市民にも市外の人にも認知され

ているまち」 
考え方 

戸田ブランドを知ってもらうためには、戸田ブランドとされる戸田市の産業や企業の産

品・技術などにふれられる拠点が必要であり、既存施設に機能を付け加える。 

 
【地域資源（シティセールス［戸田市の魅力発信］など）】 
理想の姿 

「市民が魅力を感じ、愛着を育んで定住できるまち」 
考え方 

「戸田都民」[※]の人にも“腰かけ”のつもりで来た人にも、戸田市の魅力が市内外に

上手くＰＲできていて、魅力を感じてもらえることで、定住化につなげる。魅力あるもの

があるのに、整理されていない・活用されていないという印象があるので、戸田市の魅力

が活用されることで、「伝わっている・つながっている・楽しめる・周遊できる・帰ってき

てほっとできる」まちとなる。 
 ※戸田市に住んでいて、東京都に通勤・通学している人 

 
理想の姿 

「観光・文化面もアピールされ、また、歴史・文化、自然などを楽しめるまち」 
考え方 

戸田の歴史文化資源は、知られていないからこそ、整理して活用していくことが望まし

い。歴史・文化、自然などを動線でつなぎ周遊できるなど、人を呼び込める企画を実行し

ていくことが大切である。その際は、市民や関係団体を巻き込むなど、一体となって取り

組むことができる。 

 
理想の姿 

「ボートコース、競艇場が市民に利用されるとともに、市の魅力として発信されている

まち」 
考え方 
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大人も子どもも、もっと入りやすいようにすれば、１日中遊べる場となりうる。競艇場

で子どもが遊べるようになれば、市民・来訪者にも親しんでもらえる場となる。また、競

艇場にマップ類や起業した方の商品・産品を置くことで情報拠点とすることも考えられる。

さらに、ボートコース・競艇場周辺まで歩いて楽しめるよう、駅からの道のりに「ストー

リー性」を持たせ、行きやすくする。（「また」「さらに」の前後を入れ替えた）これらの取

り組みは、県のみならず市が主体となって取り組むことが望ましい。 

 
４. 理想の姿実現のための参考となる取り組み、意見集 

【産業創出・育成】についての取り組み 
・起業の意欲ある人に対し、単発のセミナー開催や相談会の実施などだけでなく、連続性

のある、切れ目ない支援を展開する。 
・「たらい回しにされない」「誰に何を聞けばよいかがわかる」支援として、ワンストップ・

コンシェルジュを置き、起業・創業支援の窓口を分かりやすくする。 
・インキュベーション・マネジャーを置き、起業・創業コーディネーターとしての役割を

果たす。 
・市内で有名なものや特徴あるものを紹介したり、新たに作ったりするために、ラーメン

選手権、道満カレー選手権のような「〇〇選手権」を企画し、意欲ある人々の参加を募る。 

 
【産業振興】についての取り組み 
・大規模小売店舗など、民間商業施設と連携する。例えば蕨市では、市との包括的連携協

力のもとで、蕨市内のイトーヨーカ堂が蕨市産品を紹介している。 
・「工業見える化マップ」や「工場見学」を活用し、企業や技術を市民に周知する。 
・若者が学ぶ場（学校、教育施設等）をつくることで、新たな人の流れを生み出すことが

でき、その周りにお店が出店したりすることから、学ぶ場となる施設を誘致する。 
・昼間人口を増やす仕組みを作ることで、お店にお金を落としてもらう。 
・自転車を利活用し、来店機会を増やす。 
・イベントが集中する時期があり、来場者がイベント疲れしないよう、実施団体（マルシ

ェ・朝市など）同士のコラボ開催を促していくのがよい。 
・産品が有名になれば、それが「戸田ブランド」となりうる。アンテナショップなどを活

用し、積極的なＰＲをする。 

 
【地域資源（シティセールス［戸田市の魅力発信］など）】についての取り組み 
・戸田市を知ってもらう・人を集める・歩いてもらう・ストーリー性を持たせて市内を線

でつなぐ仕掛けが必要である。 
・「歴史・文化資源の活用する」「食べ歩き」「荒川の自然を知る」「競艇場・ボートコース

を活用する」のような、１日中楽しめる企画を作る。 
・現時点では戸田になくとも、巡れる場所（七福神等）を新たに作り、名所として紹介し

ていく方法もある。 
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・荒川については、水面・河川敷といった空間や戸田の渡しの歴史などを活用して、子ど

もが楽しめるプチクルーズなどの企画を開催する。 
・競艇場・ボートコースは戸田市の地域資源であり、人々が親しめる場としていく。その

ために、子どもが楽しめる・体験できるイベントを開催する。（例として、競艇場のイベ

ントステージやホールの活用、ボートレース体験、ボート試乗、ゴムボート体験など。） 
・情報媒体、情報ツールを活用して、もっと戸田をＰＲする。フィルムコミッション、Ｔ

Ｖ番組（紀行番組等）の活用、「バーベキューのまち・戸田」などのイメージを売り込む。 
・彩湖・道満グリーンパークにおいてキャンプやバーベキューを活用し、更なる魅力づく

りをすることで、シティセールスにつなげる。 
・戸田市内の学校にボート部を増やす。 

 
 ５.テーマに係る三者の役割分担について 

 

テ ー マ

名 
市民 議会 行政 

産 業 創

出・育成 

 

 

 

 

 

  

産 業 振

興 

 

 

 

 

 

  

地 域 資

源（シテ

ィ セ ー

ルス［戸

田 市 の

魅 力 発

信 ］ な

ど） 
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