
令和２年度 市民生活部 方針書 
作成者 櫻井 聡 作成日  令和２年５月１２日 

■ 将来都市像 ■  
みんなでつくろう 水と緑を活かした 幸せを実感できるまち とだ 

■ 部 の 役 割 ■  
市民生活部は、市民課、協働推進課、防犯くらし交通課、文化スポーツ課の４課で構成され、市民に身近な

部局として、市民や企業など多種多様な主体と一体となって、「自治基本条例」に基づいた、協働によるまちづ

くりを推進できるよう、率先して行動します。 

将来都市像の実現に向け、芸術文化活動やスポーツ・レクリエーション活動の推進、防犯・交通安全対策と

消費生活の安全確保、各種市民相談の充実、公共交通網の充実、駅周辺自転車対策、地域コミュニティ・市民

活動等の支援と活性化による地域力の向上、男女共同参画や多文化共生の推進、国際・国内交流促進、住民基

礎情報の管理等の各施策を着実に進め、市民ニーズを捉えた迅速かつ効果的な行政サービスを提供する役割を

担っています。 
■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
・人口の増加及び年間約９千人ずつの転入・転出があるため、窓口混雑の解消を図るとともに、住民情報の適

切な管理と迅速な証明書交付等のサービスの充実が必要です。 

・住民異動が多いこともあり、町会・自治会の加入率（５３.０％）が減少傾向となっていて、転入者をはじめ

とした自治意識の醸成と活動の担い手不足や高齢化等の課題への対策が求められています。また、市民活動

団体等が、地域においていきいきと活躍できるよう活動の促進を図る必要があります。 

・自転車利用が多いこともあり、自転車盗（犯罪認知件数の３６％）や自転車交通事故が多くなっています。

犯罪率は改善傾向にありますが、防犯や安全な消費生活、交通安全について、継続的な対策と啓発活動が必

要です。 

・芸術文化事業は、文化祭、市民ミュージカル、美術展覧会など市民と行政の協働により継続して取り組んでい

ることもあり、市民に根付いてきていますが、より一層の質の向上と地域性を踏まえた内容の充実が必要です。

スポーツ・レクリエーションでは、団体支援や事業実施により、市民が楽しめる機会の充実が必要であり、

施設については必要な改修を行うことで長寿命化を図るとともに安全な管理運営が求められています。 

・所管施設の老朽化対応として、公共施設再編プランを踏まえ、大規模施設改修工事や廃止を含めた検討など

を進めていく必要があります。 

■ 令和２年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

・市民や関係団体との協働や役割分担を図るとともに、適切なコスト意識や課題を共有するなど良好な関係を

構築しながら事業を円滑に進めていきます。 

・市民との対応が多いため、専門知識の習得やコミュニケーション能力の向上など、職員の育成や能力開発に

努めるとともに、部内の情報共有をすすめ、組織力の向上を目指します。また、人員需要が集中するイベン

ト事業については、部内や庁内の応援・協力体制、ボランティアの協力により対応していきます。 

・事務事業の計画・実施にあたっては、常に効率的、効果的な事業展開に努めます。 

 



令和２年度 市民生活部が中心となる施策の方針 

施策

番号 
施 策 名 目 的 

令和２年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

１１ 
芸術文化活動

の推進 

市民の芸術文化に対

する関心を高め、質の高

い音楽や芸術に触れる

ことのできる環境を整

え、市民自ら活躍できる

機会をつくるなど、市民

の芸術文化活動を促進

します。 

また、郷土の貴重な文

化財に触れることで郷

土愛を育み、地域文化の

創造を図ります。 

市民の芸術・文化活動支援のため、

活動団体へ助成するとともに、身近に

触れられる環境づくりを推進します。 

 文化会館では、予防保全と長寿命化

を図るため、建築設備を主とした大規

模改修工事を実施します。 

また、市や県の指定文化財など、市

に点在する文化財の周知を進めます。 

教育委員会

事務局 

１３ 

スポーツ・レク

リエーション

推進体制の充

実 

市民の誰もが年齢や

体力に応じてスポーツ

やレクリエーションを

楽しむことができるよ

うにします。 

市民が身近に利用できる市内小中

学校の体育施設の有効活用を図りま

す。 

また、令和４～５年度のスポーツセ

ンター改修工事に向けて実施設計を

進めます。 

 

１４ 

スポーツ・レク

リエーション

活動の推進 

健全なスポーツ・レク

リエーション団体の育

成と指導者の資質向上

を図るとともに、市民の

スポーツ・レクリエーシ

ョン活動を促進します。 

また、戸田ボートコー

スを活かした、戸田市独

自のスポーツ・レクリエ

ーション活動を展開し

ます。 

スポーツ推進計画に基づく事業の

充実を図るとともに、市、スポーツ団

体同士の情報共有を図り、支援・育成

に努めます。 

また、ボート関係者と地域の人たち

が交流を深めることで、戸田市独自の

地域資源の活用が図られるよう事業

を継続していきます。 

ボートのまち戸田として、ボートキ

ャンプ地の誘致や聖火リレーに関す

る事業について取り組んでいきます。 

 

３２ 
防犯体制の強

化 

市民の誰もが安全で

安心して暮らせるよう、

地域と連携した防犯対

策を推進するとともに、

防犯体制の強化を図り

ます。 

通学路を中心に市が管理運用する

見守り防犯カメラを設置します。今年

度は、全小学校区等に合計２８０台設

置します。 

また、委託警備員による自主防犯パ

トロールへの同行支援、青色回転灯装

備車両による巡回パトロールを行い

ます。 

危機管理防

災課 



３３ 
交通安全対策

の推進 

地域社会と協働して、

市民が交通事故に遭わ

ないよう交通安全意識

の普及啓発を行い、交通

安全対策を推進します。 

自転車事故が減少するようスタン

トマンによる交通事故を再現するス

ケアード・ストレイト技法等を用いた

交通安全教育を、市民を対象に実施し

ます。 

あわせて、自転車マナー・ルール向

上のため、地域住民との協働により街

頭啓発活動を引き続き実施し、自転車

利用者や高齢者をはじめとした市民

の交通安全意識の向上を図ります。 

福祉部 

３４ 
消費生活の安

全確保 

市民が消費者として

の正しい知識と情報を

持つことにより、消費生

活上の不安や疑問など

を解消し、安全で豊かな

消費生活を営めるよう

にします。 

暮らしに役立つ情報の提供、消費生

活相談での適切な助言を行います。 

引き続き、「消費生活展」「消費生

活出前講座」を実施し、幅広い世代へ

の啓発を図ります。 

消費者安全確保地域協議会を活用

し、市民の消費生活の安全確保に努め

ます。 

 

３５ 
市民相談機能

の充実 

市民が安心して生活

することができるよう、

適切な助言や関係部

署・機関と連携する相談

しやすい相談窓口や相

談機能の充実を図りま

す。 

よろず相談・多重債務相談・各種専

門相談業務を行います。 

１月を除く毎月第１日曜日の法律

相談を継続し、市民相談対応の迅速化

と適切化の向上を図ります。 

 

６４ 
地域公共交通

網の充実 

市内外を結ぶ公共交

通の利便性を高め、市民

の誰もが公共交通機関

を利用して、快適に移動

できる環境を整えます。 

路線バス運行事業者を支援するこ

とで市内路線バスの安定的な運行及

び路線を維持していくとともに、コミ

ュニティバスの運行により、路線網の

補完に努めます。 

また、ＪＲ埼京線については、ホー

ムドア設置や戸田公園駅への通勤快

速停車の実現に向け、直接的な働きか

けを行います。 

 

６５ 
駅周辺自転車

対策 

駅周辺の歩道や広場

などにおける放置自転

車を解消するとともに、

自転車利用者への交通

安全に対する意識を高

め、誰もが安全で快適に

通行できる環境を整え

ます。 

駅周辺の放置自転車に対し、監視員

による直接的な指導警告や放置自転

車の撤去を夜間にも実施し、対策を強

化していきます。 

また、市内３駅の自転車駐車場につ

いては、指定管理のもと、効率的で安

定した管理運営を支援し、駅周辺の放

置自転車の解消を図ります。 

 



７２ 
地域コミュニ

ティの活性化 

 より住みやすいまち

とするため、地域の様々

な課題について、市民自

らが共に考え、共に解決

していく社会の実現を

目指します。 

町会連合会と連携し、引き続き、町

会・自治会と行政との役割分担の見直

しを図り、町会・自治会の負担軽減に

取り組みます。 

地域の様々な課題について、町会・

自治会を中心とした地域と市職員と

が共有し課題解消に取り組む「地域担

当職員制度」を試行導入するととも

に、本実施に向けた準備を進めます。 

また、「戸田ふるさと祭り」は実行

委員会形式により、市民や市民活動団

体が企画運営に参画するとともに、伝

統文化の継承を行い、ふるさと戸田に

愛着を感じられるよう交流を促進し

ていきます。 

 

７３ 

ボ ラ ン テ ィ

ア・市民活動の

支援 

市民の福祉、教育、環

境、文化、まちづくりな

どにおける地域課題を

解決するためのボラン

ティア・市民活動団体、

NPO法人等を支援する体

制の充実を図ります。 

ボランティア・市民活動支援センタ

ーを中心に、市民活動への支援を一層

充実させるとともに、市民活動サポー

ト補助金制度を通じ、戸田市の地域課

題の解決等に取り組む社会貢献事業

のサポートを継続して行うことで、市

民活動の活性化に取り組みます。 

さらに、市民や市民活動団体の力を

活かした協働のまちづくりの実現を

目指し、制度構築に取り組みます。 

 

７４ 
男女共同参画

の推進 

男女それぞれの立場

からお互いを尊重し、責

任を分かち合い、性別に

関係なく、社会のあらゆ

る分野において活躍す

ることができるように

します。 

第五次戸田市男女共同参画計画に

基づき、男女共同参画推進委員会の意

見を聴きながら、啓発等の取り組みを

実施するとともに、関係機関との連携

を図り、男女共同参画社会の実現を目

指します。 

 

７９ 
国際・国内交流

の促進 

教育、文化、スポーツ

などあらゆる活動を通

じ、地域や国際貢献など

の様々な協力活動を図

ることができるよう、国

内外の地域住民との相

互理解や交流を促進し

ます。 

国内交流については、継続的な交流

事業を実施し、国外交流については、

友好・姉妹都市と交渉を続け、青少年

相互交流等を実施することにより、戸

田市への愛着が醸成されるような交

流を促進します。 

 



８０ 

市内在住外国

人への支援の

充実 

市内在住の外国人と

市民が互いの文化に対

する相互理解と交流を

深めることによって、地

域のまちづくりを担う

仲間となり、在住外国人

と市民の心がふれあう

住みやすいまちにしま

す。 

戸田市多文化共生推進計画に基づ

く外国人市民への支援の充実を図る

とともに、戸田市多文化共生推進市民

会議において、課題の抽出や必要な事

業の検討を行います。 

具体策の一つとして、外国人市民が

庁内における各種手続きを、不安なく

スムーズに実施できるよう「外国人市

民相談窓口」を開設し、対応を充実さ

せていきます。 

また、戸田市国際交流協会と連携

し、困りごとなどの相談対応や交流事

業の実施により、相互理解を促進する

とともに、外国人との橋渡し役を担う

ボランティアがより活躍できる仕組

みを構築します。 

 

８１ 地域力の向上 

市民が市政に参加す

ることにより、市民一人

ひとりが培ってきた経

験や能力を地域課題の

解決に活かす活動を通

じて、「地域のつながり」

や地域の問題を市民自

らが解決していく「地域

力」を高め、魅力と活気

にあふれたまちを目指

します。 

戸田市自治基本条例推進委員会を

中心に、自治基本条例の理念を広める

普及・啓発活動を継続して実施しま

す。 

また、市民が自らの経験や知識を生

かし、地域課題の解決に向け主体的に

行動する機運の醸成に努めることで、

地域力の向上を図ります。 

総務部 

８４ 
住民基礎情報

の管理 

住民情報が適正に記

録、管理され、市民がい

つでもどこでも迅速か

つ適切な住民サービス

を受けることができる

ようにします。 

個人番号カードに搭載されたコン

ビニ交付サービスについて、引き続き

利用を促進します。また、市民の多様

なニーズに応え、各法令を遵守し、適

切に対応できる体制を整備します。 

さらに、市民が快適に利用できる窓

口を実現するため、各拠点における特

性を考慮した窓口体制の見直しを重

ね、窓口受付サービスの拡充を図りま

す。 

 

 

 
 
 



参 考 
令和２年度 市民生活部が関係する施策 

施策番

号 
施 策 名 目 的 

１７ 
健康づくり体制の

推進 

自分や家族の健康づくりについて、自ら学び、

行動できる仕組みをつくることで、市民が健康で

元気に暮らせるようにします。 

１９ 
地域福祉意識の醸

成と活動の促進 

市民の誰もが地域社会の中でいきいきと生活で

きるよう、共助の精神に基づく地域福祉活動を広

め、ボランティアの育成と支援により、助力を必

要としている市民が多様な福祉サービスを地域で

受けることができるようにします。 

３１ 地域防災力の強化 

災害から市民を守るための地域防災体制の整備

に努めるとともに、市民一人ひとりが災害に対し

ての考え方や知識を持ち、防災意識を高め、有事

の際にはお互いに助け合うことのできるような地

域づくりを目指します。 

さらに、市民が安全で安心して暮らせる災害に

強いまちの実現を目指します。 

５２ 
安全な生活道路の

整備 

地域住民の暮らしの基盤となる生活道路の整備

により、市民が安心して通行できる安全で快適な

道路空間の実現を目指します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和２年度 主要事務事業の環境配慮指針 

主要事務事業名 環 境 配 慮 指 針 

自転車駐車場管理

事業 

市内３駅の市営自転車駐車場の整備や指定管理者制度の導入による利用者サ

ービスの向上を図ることによって、自転車の利用を推進し、環境負荷の軽減を図

ります。 

コミュニティバス

運行事業 

市内５路線を運行するコミュニティバス toco により、公共交通のアクセス不

便地域の解消と、駅、病院、公共施設への利便性を図ることで、私的自動車利用

の抑制を行います。また、コミュニティバスの新規車両への入れ替え時には、燃

費性能等に優れた最新型エンジンを搭載した車両とし、環境負荷の軽減を図りま

す。 

犯罪抑止対策事業 

犯罪発生を抑止するために「目に見える警戒活動」に加え、抑止効果の高い「音

で知らせる警戒活動」を実施します。警戒活動は、主に「青色回転灯装備車両」

や「自転車」で実施しています。「青色回転灯装備車両」は燃費性能及び環境性

能の高い車両を活用し、また、「自転車」での広報も多用するよう努め、併せて

市民とのコミュニケーションを大切にしながら環境負荷の軽減を図ります。 

防犯灯事業 

夜道における街頭犯罪発生の防止や、夜間の道路交通の安全の確保など、市民

生活を危険から守るために設置している防犯灯は、消費電力が少なく寿命の長い

LED 式防犯灯への切り替えを実施していきます。今後も電力消費量を削減し、環

境負荷の軽減を図ります。 

笹目コミュニティ

センター管理運営

事業 

笹目コミュニティセンターの管理運営について、指定管理仕様書において「環

境への配慮」を記載し、指定管理業務の遂行に当たっては、戸田市環境方針に基

づく環境への配慮の留意を求めています。 

新曽南多世代交流

館管理運営事業 

新曽南多世代交流館の管理運営について、指定管理仕様書において「環境への

配慮」を記載し、指定管理業務の遂行に当たっては、戸田市環境方針に基づく環

境への配慮の留意を求めています。 

市民活動推進事業 

ボランティア・市民活動支援センター（TOMATO）の管理運営において、指定管

理仕様書に基づき戸田市環境方針に配慮することはもとより、指定管理者と協力

し、センターの広報活動において市民活動団体の環境に係る取組を紹介すること

や、環境関係団体等への支援を通じて、市民への意識啓発を図ります。 

スポーツイベント

開催事業 

戸田マラソン大会は、参加者の利便性と環境に配慮し、会場へのアクセスに北

戸田駅からシャトルバスを運行することで自家用車の利用を制限していきます。 

また、大会運営では、先導などに自転車を使用、選手救護等必要な車両は、ハ

イブリット車を使用するとともに、飲料サービスでは、ペットボトルを使用し、

リサイクル促進を図っていきます。 

スポーツ施設貸出

事業 

スポーツ施設予約システムは、インターネット、携帯サイトで施設の空き状況

の確認・抽選申込・予約などができ、使用料の支払いも、市内３か所にある利用

者端末機を使用することで、市民の利便性が向上するとともに、事務処理の迅速

化、用紙の削減、抽選会場等の窓口の混雑が解消されます。 

また、利用者の自家用車の使用の減少も期待できることから、予約システム利

用増に向けて啓発に取り組んでいきます。 

 


