
第１回戸田市自治基本条例推進委員会 
 

次   第 
 

       日 時：令和元年１２月１９日（木） 

委嘱状交付式終了後（午後７時１５分頃） 

       場 所：戸田市役所５階 大会議室Ｃ 

 

 

１ 開  会 

 

２ 委員自己紹介 

 

３ 議  題 

 

（１）委員長・副委員長の選出 

 

（２）市長諮問内容について 

 

（３）第三期自治基本条例推進委員会スケジュール（案）について 

 

（４）先進自治体への視察について 

 

（５）自治基本条例フォーラム（仮称）について 

 

（６）その他 

 

４ 事務連絡 

 

５ 閉  会 
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（１） 委員長・副委員長の選出 

 

委員長の選出   委員長                  

 

副委員長の選出   副委員長                 

 

  参考 「戸田市自治基本条例推進委員会条例」抜粋  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 市長諮問内容について 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、意見を

聴き、又は資料の提出を求めることができる。 
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（３） 第三期自治基本条例推進委員会スケジュール（案）について 
 

日程（予定） 委員会開催スケジュール（案）・実施事項等 

 令和元年度 

令和元年 

12月 19日(木) 

第１回 戸田市自治基本条例推進委員会 

（1）委員長・副委員長の選出 

（2）市長諮問内容について 

（3）自治基本条例推進委員会スケジュール（案）について 

（4）先進自治体への視察について 

（5）自治基本条例フォーラム（仮称）について 

令和 2年 

 1月 31日(金) 
視 察  視察先：神奈川県茅ヶ崎市 

令和 2年 

2月 

第２回 戸田市自治基本条例推進委員会 

（1）先進自治体の視察について（報告） 

（2）市長諮問内容について 

（3）その他 

 令和２年度 

4月 第３回 戸田市自治基本条例推進委員会 

6月 第４回 戸田市自治基本条例推進委員会 

9月 第５回 戸田市自治基本条例推進委員会 

11月 第６回 戸田市自治基本条例推進委員会 

12月 第７回 戸田市自治基本条例推進委員会 

令和 3年 

2月 
第８回 戸田市自治基本条例推進委員会 

 令和３年度 

4月 第９回 戸田市自治基本条例推進委員会 

6月 第１０回 戸田市自治基本条例推進委員会 

9月 第１１回 戸田市自治基本条例推進委員会 

11月 第１２回 戸田市自治基本条例推進委員会 
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※参考 第二期自治基本条例推進委員会 実施事項 

日 程 実 施 事 項 

 平成２９年度 

平成 29年 

12月 18日(月) 
第１回 戸田市自治基本条例推進委員会 

平成 30年 

 1月 27日(日) 

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？」 

会場：戸田市役所５階大会議室 

参加者：５２名 

 平成３０年度 

 4月 16日(月) 第２回 戸田市自治基本条例推進委員会 

 6月 22日(金) 第３回 戸田市自治基本条例推進委員会 

 8月 31日(金) 第４回 戸田市自治基本条例推進委員会 

10月 22日(月) 第５回 戸田市自治基本条例推進委員会 

11月 10日(土) 

自治基本条例フォーラム 

「わたしのふるさと自慢」 

会場：戸田市役所５階大会議室 

参加者：４３名 

12月 11日(火) 第６回 戸田市自治基本条例推進委員会 

平成 31年 

 1月 12日(土) 
視 察  視察先：静岡県焼津市 
「焼津市自治基本条例まちづくり市民集会 大ワールドカフェ」 

 2月 15日(金) 第７回 戸田市自治基本条例推進委員会 

 令和元年度（平成３１年度） 

 4月 23日(火) 第８回 戸田市自治基本条例推進委員会 

令和元年 

 6月 25日(火) 
第９回 戸田市自治基本条例推進委員会 

 9月 19日(木) 第１０回 戸田市自治基本条例推進委員会 

10月 27日(日) 

啓発活動 
 会 場：第３９回戸田市商工祭・第３８回戸田市青少年祭り 

 配布物：啓発品（コットンエコバッグ） 

     啓発品のイラストに関する説明資料 

     自治基本条例マンガパンフレット 

 配布数：１９４セット 

11月 7日(木) 第１１回 戸田市自治基本条例推進委員会 

11月 20日(水) 市長への答申  出席者：大山委員長・横山副委員長 
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（４） 先進自治体への視察について 
 

(ア)  視察の目的 

自治基本条例に関する調査の一環として、自治基本条例の運用について参考とな

る他市の取り組みを視察する。それにより、これからの自治基本条例の運用等の方

法や推進委員会の在り方を検討する機会とする。 

 

(イ)  視察先 

神奈川県 茅ヶ崎市役所（神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目１－１） 

 

(ウ)  視察日時 

令和２年１月３１日（金） 午後１時３０分～（１時間３０分～２時間） 

 

(エ)  視察内容 

戸田市とは異なり総務部が条例の担当部署を担っており、推進委員会を設置せず、

「アクションプラン」をもとに自治を推進するための取り組みを進めていることか

ら、本市とは異なる手法での自治の推進方法について意見を伺う。 

また、大学・青年会議所・市の三者で実施している「市民討議会」において無作

為抽出による参加者募集を行っていることから、より多様な市民を集める手法につ

いて話を聞くことで、本市における取り組みの参考とする。 

 

(オ)  今後のスケジュール 

１２月１９日（本日）  視察当日のスケジュール等を提示 

１２月２５日まで  視察先への事前質問について、委員からの質問受付 

令和２年１月上旬  茅ヶ崎市担当課に事前質問一式を送付 

    １月３１日  視察当日 

    ２月（予定）  第２回自治基本条例推進委員会 

・視察の振り返り 

・委員間での情報共有、意見交換 
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(カ)  視察当日のスケジュール（案） 

○ 視 察 日 ： 令和２年１月３１日（金） 

○ 集  合 ： 午前９時１５分   出発時間：午前９時２０分 

○ 集合場所 ： 戸田市役所 駐車場（庁舎南側にバス配車予定） 

○ バス仕様 ： 中型バス（定員：２７名） 

 

（視察行程） 

行き 

戸田市役所   戸田南IC  （首都高速）  東名川崎IC  （東名高速） 

8：50 配車 

9：15 集合 

9：20 出発 

【休憩】                    【昼食】       【目的地】 

   海老名ＳＡ    寒川南IC    茅ヶ崎市内    茅ヶ崎市役所 

20～30分                    12：00頃 着     13：20頃 着 

13：10頃 発 

帰り 

茅ヶ崎市役所    市内施設見学    寒川南IC    （東名高速）  

15:30頃 発        15:50頃 

【休憩】 

 海老名ＳＡ   東名川崎IC  （首都高速）  戸田南IC   戸田市役所 

20～30分                                             18:00頃 着 

18:15頃 解散 

 【凡例】     一般道路           高速道路 

注：交通状況その他諸事情により高速道路が渋滞又は事故等により閉鎖されている 

場合は、一般道路を使用する。 
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（５） 自治基本条例フォーラム（仮称）について 

 

(ア)  実施目的 

自治基本条例に関する調査の一環として、フォーラムを実施し、市民に対して自

治基本条例の周知を図るとともに、その理念をより多くの市民に根付かせる。 

 

(イ)  実施手法 

「参加者を集める」 

 これまで同様の形式で、テーマを設け、それに関する事例発表等を行った 

うえで、参加者によるグループトークを実施する。 

 

(ウ)  メインターゲット（参加を働きかける主な対象者） 

○ まちづくりについて高い意識を持っている市民 

 自治基本条例制定に関わった方 

 第５次総合振興計画協働会議委員 

 若年層ミーティング参加者    他 

※ 別途、一般市民も興味を持ち、参加できるような工夫が必要となる。 

 

 

 

（６） その他 
 

 

 

 

 

 

 

  事務連絡  第２回推進委員会 令和２年２月中旬開催予定 
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