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確認箇所 回答

・書面審議では、分かりやすい資料作成や確認手順などの補足説明を心掛けてまいりま
す。また、委員の皆さまからいただいた意見については、回答を作成し、委員全員に情報
共有させていただき、意思疎通に努めてまいります。

・巻末資料において、専門用語だけでなく、「外来語」も、注釈をつけて対応いたします。

・将来都市像は、協働会議において話し合われた意見を凝縮した形で表現しており、ご指
摘のとおり複数のコンセプトを短くまとめております。今回、「住み続けたいと思われるまち
を目指す」「市民（法人も含む）がみんな輝くことができるまちを目指す」「未来を市民と共に
創ることができるまちを目指す」といった内容は全て重要な意見と認識しておりますので、
お示しした将来都市像を掲げております。
・新型コロナウイルスについては、現段階では未知な点も多くありますが、対応していかな
ければならない問題であると認識しております。ご指摘のとおり感染症対応は、多くの分野
にまたがる問題であるため、特定の分野に限定することなく、連携しながら防ぐ体制の確立
に努めてまいります。

・類似団体は、前回回答させていただいた、入間市、三郷市、坂戸市、青梅市、昭島市、
小金井市、国分寺市、伊勢原市、海老名市の９自治体となります。ご指摘のとおり、どのよ
うな自治体をどのような基準で何団体選んでいるのかという点について、、基本構想P17に
下記の内容を明記します。
※比較対象の類似団体は、人口、産業別就業人口、昼夜間人口比率を基本として、近
隣都県９市（入間市・三郷市・坂戸市・青梅市・昭島市・小金井市・国分寺市・伊勢原市・
海老名市）を選定しました。

図表関係は、見やすくなるように、色、文字のフォントや字体、レイアウト等を検討してまい
ります。

・修正いたします。

・西暦の記載をいたします。
・注釈をつけて対応いたします。また、EBPM、PDCAサイクルだけではなく、分かりにくいと
思われる言葉には、注釈をつけるようにいたします。

・市民意識調査の中では、「戸田市に移転したきっかけ」と「戸田市に住んでいる理由」を
聞いていますが、「住み続けたい」の理由までは追求しておりません。いただいたご意見に
つきましては、今後の調査内容の参考とさせていただきます。
・市民意識調査のほかに、戸田市への定住についての詳細を調査するため、「人口移動
実態調査」を行っております。本調査では、戸田市からの転出者と戸田市への転入者を対
象に、「定住意向」や「居住地選択の理由」などを調査し、定住に向けた取組の参考にして
おります。

議題１

議題２ 基本構想の修正案について

・「強靭化」を「強靱化」に訂正していると思いますが、修正されていない箇所がありますので、確認し
て修正することで統一したほうがいいのではないでしょうか。

・P6（１）令和35年に西暦の記載がありませんので、追加をお願いします。
・P27のEBPMやPDCAサイクルについて、注釈をつけてください。

第１回目の課題整理について（第１回戸田市総合振興計
画審議会に係る意見について（回答））

ご意見

・書面審議の場合は、対面審議と比較して、意思疎通等に難しいケースもありますが、できる範囲でよ
ろしくお願いします。

・注釈については、「外来語」についても「言い換え語」として説明をお願いします。

・1.将来都市像は、今回のみならずこれまでのものも意図が分かりづらかったです。この際、シャープ
に意図が分かり我々が目指す目標となりうるものを作ってはどうでしょうか。意図がわからない理由とし
て、複数のコンセプトを短くまとめていることが考えられます。例えば「みんなで作ろう戸田」とすれば
最も重要なポイントがストレートに伝わるように思います。
・基本計画を減らす案は良いと思いました。
・新型コロナウイルスによる新しい時代への対応については、十分に検討すべきと感じます。波及する
分野が多いため、精査が必要であると感じます。

・類似団体との比較があります。この類似団体を明記したほうがよいと思います。類似団体平均とある
のは、どのような自治体が何団体集まって、その平均なのかが気になるところです。

P11.12の図表の修正ですが、まだ見にくいと思います。

・市民意識調査のアンケート調査方法について、平成26年度の調査と今回の調査を比較すると、戸
田市に住み続けたい人とたぶん移転する人の占める割合が多く見受けられますが、たぶんの意味す
るところが抽象的であいまいな表現となっています。戸田市の定住率を上げるため、アンケート内容を
掘り下げて質問してはいかがでしょうか。
・アンケートの報告内容を見てみますと特に２０歳～２９歳までのたぶんという回答が気になります。例
として、アンケートの質問を「戸田市に住み続けたい魅力や環境面、税制面など」の観点から質問し、
戸田市に不足しているものを明らかにする具体的な質問をすることで、アンケート内容の透明性が増
すと考えます。
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・平均値を挿入いたします。

・委員各位に確認し、決めさせていただきます。

・本文で掲載した数値は、国勢調査に基づき、国立社会保障・人口問題研究所が推計し
た値となります。総合振興計画と一体で策定する戸田市まち・ひと・しごと総合戦略におい
ては、２０６５年までの人口推計を行ったため、その期間と併せ、人口減少の動きを現状と
して示しております。そのため、国土交通省が示している２１００年についての推計結果は、
データの出典元が異なるため、掲載しないこととして考えております。

・非常時における対応は、今後も検討を重ねていく必要があると認識しております。具体的
な内容は、本計画において掲載することが難しいと思われますが、重要な内容であります
ので、「基本構想」を中心に、方向性を位置づけさせていただきます。

・巻末資料において、SDGsと施策との関連についてのマトリックス表やターゲット別に整理した
取り組み方針を掲載する予定です。そこで可視化を図りたいと考えております。

・SDGｓは自治体レベルで取り組むべき内容もあれば、国レベルで取り組むべき内容などさま
ざまなものがあり、施策によってSDGｓとの関連性が異なると認識しております。今回は施策（取
り組み方針）が、SDGｓのどの目標（ターゲット）に寄与するのかを明らかにしてSDGｓの認識を
高め、施策を推進することでSDGｓの達成に寄与するという考えのもと、進めていくことを考えて
おります。

・地域医療体制を整備するだけではなく、これを持続していく意味を持たせるために、施策名
を「地域医療体制の強化」に修正いたします。

・ご指摘いただいたとおり、「スポーツ・レクリエーション活動の推進・充実」に修正いたします。

・P6（２）について、新型コロナウイルスの追加文は、この内容でよいと思います。いずれにしても、非常時
における臨機応変で迅速な対応が必須条件になると思います。

・図表5の修正有難うございます。縦軸と横軸に、満足度スコアと重要度の平均値をそれぞれ記入して
はどうでしょうか。

・各施策の一覧表（A3）の右上にSDGsのロゴマークがあります。エクセルで施策毎のロゴマークの一覧表
を作成できませんか。同時に、どのロゴマークが多く使われているか、使われていないかを表を作成でき
ませんか。この表があることにより、例えば、戸田市は11は多く実施しているけど、５が少ないなど、施策の
SDGs状況を「見える化」できます（多いところをより多くするのか、少ないところを重点的に実施していくの
かは、市長判断になると思います）。

・施策１はロゴマークが５つあります。一方で施策２や施策３は１つしかありません。一見すると、戸田市は
施策１はSDGsに強く取り組んでいて、施策２や施策３は、SDGsの観点からみると、やや力を入れていない
…と捉えかねません。このことをどうするかは、事務局にお任せします。

・各施策の行動（文章の最後）を確認すると、充実が10回、推進が６回、整備が４回、強化が３回、育成と
運営が１回となっています。施策８のみが「整備」で終わっています。何となくですが、充実や推進などは
「持続性」があり「終わり」がない印象を持ちます。一方で「整備」は「整備したら終わり」という感じを持ちま
す。その意味ではレベルが違う気がします。「（地域医療体制の）整備・強化」のほうがいいかもしれませ
ん。

・和暦と西暦の併記が意外に煩わしく感じられます。元号を用いるのは巻頭言や表紙など象徴的な個
所のみとし、本文については実用性を考え西暦に統一してはどうでしょうか。

・社会経済環境【時代潮流】（１）人口減少と少子高齢化の進行の欄で、2100年には人口5,000万人を割る
と国土交通省国土政策局が予想しています。その分を掲載してはいかがでしょうか。

・施策７が「（スポーツ・レクリエーション活動の）推進と充実」となっています。それ以外は「整備・充実」「充
実・強化」「整備・推進」であり、「と」ではなく「・（ナカポツ）」となっています。そのため施策７も「推進・充
実」にあわせたほうが一貫性があると思います。
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・施策を統合したことで、それぞれの領域が大きくなります。その中で、施策を丸ごと削除した
ようなものはありませんが、事業を組み替えたものはあります。例えば、第４次総合振興計画で
「治水機能の向上」という、河川に関する施策がありましたが、その内容と、下水道に関する施
策のうち雨水対策に係る部分を統合し、「浸水対策の推進」としたことや、道路整備に関する
施策と交通安全対策に関する施策を統合し、「安全な道路環境の整備・推進」とするなど、関
連する施策を統合することで、今まで以上に部局横断的に施策を進めていくことを目指してお
ります。

・施策４の名称については、定例教育委員会、市内小・中学校、外部指導者、マスコミ等にも
示している経過となっており、「世界に活躍する人間の育成」は広く認識されているものと理解
しております。また、教育委員会のグランドデザインにも示されておりますことから、本施策名の
とおりといたしたいと考えております。

・基本目標番号等は、統一してローマ数字で記載いたします。また、施策の番号につきまして
は、従来、No.〇〇といった形で表記しておりませんでしたので、施策体系図には、表題に「施
策番号」を追加し、示す形として修正いたします。

・ご指摘いただいたとおり、修正いたします。

・文字のフォントやサイズの変更、レイアウトの調整を行い、見やすいように検討いたします。

・今回は、施策（取り組み方針）が、SDGｓのどの目標（ターゲット）に寄与するのかを明らかに
し、様々なステークホルダーとともに、施策を進めることによりSDGｓの達成にも寄与するという
観点で取りまとめを行ったものとなります。また、SDGｓは、市の施策の様々な分野に複合的に
絡み合うものであったり、施策においてSDGｓの目標が当てはまらないものもあります。したがっ
て、施策体系の「分野」という形で位置付けてはおりません。

・スポーツ基本法第２４条において「スポーツ・レクリエーション活動の普及奨励」に努めるよう
定められており、スポーツとして行われるレクリエーション活動も、施策として展開する必要があ
ることからも、施策名に含めております。

・「重複が多い」とご指摘いただいた施策８から１４でございますが、施策の対象者が異なって
おります。また、ご指摘の精神支援・自殺対策は「健康づくり体制」といった観点に含まれてお
りますが、健康づくりは内容が多岐にわたることから、それぞれの項目を基本目標において示
してはおらず、基本計画の施策９において示しております。

議題３

・基本目標に沿う施策を部局横断的に連携して取り組むという点は必要不可欠だと思います。その場合
に、今回の計画の一つの特徴である「持続可能な開発目標（SDGｓ）」を取り入れた視点は施策の「分野」
を示すもの(視点)ともなっていると思います。その意味では、目標とされるSDGｓの国際的課題と地域の課
題の重なりを示す「第4次総合振興計画」における体系の「分野」という性格ももつという理解で宜しいで
しょうか。

・Ⅶ　活力にあふれ人が集い心ふれあうまちの「目指すべき姿」を、修正案の通り変更し揃えるべきと思い
ます。

施策体系（素案）について

・第４次総合振興計画から体系が変わり施策がかなり少なくなっていますが、実質的に見て、この変更に
より前回はあったが今回はなくなっているもの、今回は入っているが前回はなかったものなどはないので
しょうか。

・「目指すべき姿」が明記されているのはいいのですが、字が小さく、読みにくいです。

・基本目標Ⅰの施策４「世界で活躍できる人間の育成」について、「世界に活躍する人材の育成」または
「世界に活躍する多様な人材の育成」としてはどうでしょうか。

・資料３の施策体系（素案）では、基本目標番号はローマ数字となっていますが、資料６の指標（案）では、
算用数字となっていますので、修正が必要と思います。また、資料３の施策体系図の施策名の左側は、
番号だけ入っており、NO.1、NO.2といった形の記載になっていませんが、このような形でいいのでしょう
か。

・Ⅱ　創造性や豊かな心を育むまちの施策７「スポーツ・レクリエーション活動の推進と充実」は、レクリエー
ションという部分のみ突出して重要性が低く、下位の概念でもあり、不要ではないでしょうか。

・Ⅲ　共に生き、支え合い、安心して暮らせるまちの施策8～14は、特に重複が多い一方、精神支援・自殺
対策を入れても良いように思いますが、さらに検討が必要ではないでしょうか。
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・前回意見をいただいたことにより、基本目標Ⅶは「多様な働き方の実現や、市内経済を支え
る産業の振興・・・」と修正いたしました。この「多様な働き方」には、テレワークや在宅勤務等
「社会全体の効率化」といった観点も含まれております。

・Ⅶ　活力にあふれ人が集い心ふれあうまちに「社会全体の効率化」という観点を入れてはどうでしょうか。
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施策番号

1

1 ・地域職員制度やコミュニティ協議会を入れてはどうでしょうか。
・ご指摘いただいた部分につきましては、施策32「市民活動の活性化と地域交流の促進」にお
いて言及しております。施策１におきましては、「子育て支援の充実」となりますことから、地域
職員制度やコミュニティ協議会について言及いたしておりません。

2 ・病児保育等については特に指標を設けたり対応はしないのでしょうか。

・病児保育については、施策を構成する事務事業（行政が実施する具体的な事業）の中で、
指標を設定する予定です。具体的な事業については、施策ではなく事務事業として進捗管理
を行う形となります。本計画における施策の指標につきましては、施策の目的に対する進捗を
計ることを前提としており、個別具体的な指標ではなく、施策全体を計る内容の指標を設定す
ることといたしております。

4

・施策名が「世界で活躍できる人間の育成」という大きなものであるのに対して、施策の目
的は異文化的な要素も含むが、これからの時代を生き抜くための力をつけるとなってお
り、施策名と取り組みにずれがあるように感じます。「自分の頭で考えて判断できる人間の
育成」ぐらいの名称でよいのではないかと感じました。

・施策の目的にもあります「これからの時代」は、「グローバル化」が進むことも踏まえておりま
す。また、「自分で考える力」に加えて、「幅広い視野や、違いを受け入れることができる力」
「外国語によるコミュニケーション力」の育成を図ることも進めていくことから、「世界で活躍でき
る人間の育成」を施策名としております。

4

・施策名に対して、現状と課題に記載されている「食物アレルギー」といった内容が結び
つくのか疑問があります。目的を見れば「学校給食」のことを言っているのは理解できます
が、施策４で食物アレルギーへの対応について言及されているのは違和感があるので、
他の施策において表現してもよいのではないでしょうか。もし本施策に入れるのであれ
ば、表現を工夫してはいかがでしょうか。
・指標について、ITの整備状況だけでなく、ICT（相互のやり取り）の活用状況や利用の
実態が分かるような指標があればいいと思います。

・現況と課題の４つ目に、以下の文言を追加いたします。「児童生徒の育成を図るためには、
安心・安全な教育環境の整備が必要となりますが、戸田市では・・・」
・環境（ハード）面の整備をしなければ始めることができませんので、指標として「小中学校にお
ける学習者用のパソコン整備状況」を指標としております。なお、ICTの活用状況につきまして
は指標の設定について検討してまいります。

4 ・「エビデンス」は聞きなれない言葉なので、分かりにくいです。 ・注釈をつけることで、対応いたします。

4

・施策4の「世界で活躍できる人間の育成」は重要な目標であり、その育成はまさに10年
がかりと言えます。出発点としての豊かな人間観、グローバル化した世界における他者へ
の広く、深い想像力、平和や人権の尊重などSDGｓの17の目標とも重なるものなので、
SDGｓにも触れて欲しいと思いました。
・「取り組みの方針」における「経験にとらわれた教育実践から脱却し、エビデンスに基づ
く、より効果的な教育」あるいは「社会に開かれた教育課程」の内容が理解しにくいです。
最初の2つの段落が、テクニカルなものになりすぎていないでしょうか。「柔軟で幅広い視
野や違いを受け入れられる」のは、「力」ではなく、「広い教養を身に着け、他人の立場を
理解できる寛容の精神をもった人材」という表現がしばしば使われます。

・第５次総合振興計画においては、「平和」や「人権」について、広く市民の方が意識するよう、
施策の根本となる「考え方」としてまとめる形で整理いたしました。結果として、施策４では、達
成に寄与するSDGｓの目標は3.4.12としております。
・「エビデンスに基づく、より効果的な教育」は、客観的根拠に基づき、子供たちの学力の伸び
が測定できる埼玉県学力・学習状況調査等を基に分析を行うことで、どのような指導がより効
果的であるのかを明らかにする取組等となります。この取組は、ホームページやフェイスブック
でも広く発信しているところであることから、取り組み方針も同様の内容を表記したところでござ
います。また、「社会に開かれた教育課程」とは、新学習指導要領で重要視され、国（文部科
学省）で説明されている文言となりますので、同じ内容を表記した経過となります。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、小・中学校の給食が休止したことから、昼食をとるこ
とができない子どもや、生活困窮に陥っている子育て家庭に対し、無料で食品を配布する
「フードパントリー」を実施いたしました。また、市職員も各家庭から自宅にある食品等を持ち寄
る「フードドライブ」を実施することで参加いたしました。現状といたしましては、窓口における相
談対応や、特に配慮を必要とする家庭に対する経済、就労、学習面における支援を行ってい
ます。また、子ども食堂やフードパントリーなどを実施したい企業や団体・個人の方からのご相
談に際しては、県が主催する「こども応援ネットワーク埼玉」へつなぎ、マッチングの支援を
行っております。

・近年、子ども困窮者が問題となっていますが、ここ数か月の影響で益々子どもたちの経
済格差が顕著になってきています。戸田市でも、フードバンクやフードパントリーが始まり
ましたが、戸田市内の子ども困窮者の実態対応について、行政がどれだけ関わっている
のかお聞かせください。
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4
・ICT関連教育または環境整備が重要だと思います。ICT関連の教育体制の指標等の導
入があってもよいかと思います。

・教育体制の整備を行うとともに、環境（ハード）面の整備をしなければ始めることができません
ので、施策の指標として「小中学校における学習者用のパソコン整備状況」を指標としておりま
す。なお、ICT関連の教育体制の指標として、ICTの活用状況について、指標の設定について
検討してまいります。
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4
・「21世紀型スキル」、「汎用的スキル」、「非認知スキル」という言葉が難しいように思い
ます。

・注釈をつけることで、対応いたします。

5
・今まで良い取り組みがたくさん行われているけれども、参加者が少ないという問題意識
が第一義的でないのであれば、実際にどのような活動が行われているかどうかが重要で
あるため、取り組み方針に、広報が一番先になることについて、少し違和感があります。

・広報活動の充実により、社会教育施設や活動になじみの薄い方の参加を促すとともに、継続
して参加していただくため、講座内容の充実も併せて実施することを想定し、このように記載し
ております。なお、今後生涯学習推進計画を策定するにあたり、今後の生涯学習の進め方に
ついても、アンケート調査等を行いますので、その結果を踏まえ、最適な手法を研究してまい
ります。

5

・new　normalの社会が求められている中で旧来型の生涯学習では参加者は増えないと
思います。（指標でも受講者は減少傾向）施策４とも重複しますが、生涯学習においても
高齢者でもICTスキルを持てるようにしてオンラインでの参加ができるような形が良いと思
います。

・「現況と課題」に記載しているとおり、オンライン学習などのテクノロジーを活用した生涯学習
環境の多様化が進んでいることに触れ、「取り組みの方針」の「（3）社会学習施設の充実」の中
で、地域情報のデータベース化や電子図書館の導入等を記載しているところです。ついて
は、（３）のタイトルを「社会教育施設等の充実」に変更の上、その内容の一つを「オンライン
学習、地域情報のデータベース化、電子図書館の導入などによる新たな生涯学習環境の整
備を図ります」に修正いたします。
　なお、上枠にも記載しましたが、アンケート調査等の結果を踏まえながら、最適な手法を検
討してまいります。

5
・施策5の最後の指標の「市民企画講座の実施回数」で、「目標値(令和7年度）」が「20
回」になっていますが、単年度では４回ということであれば、「4回」と記載する方が良いの
ではないでしょうか？

・累計となっておりますので、指標の説明を修正いたします。

6 ・支援の公平性や企業等民間の活用などのコンセプトが必要ではないでしょうか。
・団体に対し公平に支援を行っておりますので、現状として、新たなコンセプトは不要であると
認識しております。企業等民間の活用については、施策をまたがる内容であるため、その方針
は「考え方3」に基づき、今後、検討してまいります。

6 ・文化財の一般利用推進と効率的な運用などのコンセプトが必要ではないでしょうか。

・「取り組みの方針」の「（２）文化財の保護と活用促進」の中に記載しているとおり、より広範な
文化財の保存・活用の方策の検討、また歴史や文化に触れる機会の創出、市民参画の環境
整備等の中で、具体的に検討してまいります。なお、市内の県指定文化財は３件、市指定文
化財は41件です。これらの文化財を市民共有の財産として、市所有のものは勿論、個人や団
体所有のものも協力を求め公開し、活用できる機会を多く創出してまいります。また広報活動
を通して文化財や保存団体の活動などを市民に周知するとともに、市民参画の環境整備を
図ってまいります。さらに、新たな文化財の掘り起こしのため、市内文化財の悉皆調査を実施
してまいります。

7
・コンセプトがあいまいになるため、スポーツのみで良いのではないでしょうか。（レクリ
エーションは何をさすのか不明瞭であり、芸術や市民活動などに包含されると思われ
る）

・「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
する」ために、スポーツとして行われるレクリエーション活動（スポーツ基本法第２４条）も、施策
として展開する必要があることからも、施策名に含めております。

8
・新型コロナウイルスの問題で多くの市民が関心を持つ部分だと思いますので、テレビな
どで報道されていることに対して、戸田市はどうなのかということがわかるとよいと思いま
す。

・新型コロナウイルスに関する市の対応については、ホームページや広報で発信しております
が、分かりづらいという指摘があることを認識し、市民により分かりやすく伝わるよう努めてまいり
ます。

議題４ 基本計画（素案）について



第３回戸田市総合振興計画審議会
資料1　　第２回戸田市総合振興計画審議会に係る意見について（回答）

8

8
・戸田市の新型コロナウイルス感染予防や医療体制がどのような仕組みになっているの
か、もし第2波、第3波のウイルス拡散を想定した場合、市内医療従業者の確保や医療設
備が整っており、万全であるのかどうか質問します。

・新型コロナウイルスについては、医師会、保健所、各医療機関が連携して対応しており、特
に発熱外来では、発熱等の症状がある患者とその他の患者の動線の区分やマスク、ガウン等
を着用するなどの感染防止対策を講じた上で、診療を行っております。
　今後も医療体制を継続するため、医療従事者が感染しないよう防護具等の備蓄を進め、医
療崩壊が起きることのないよう努めてまります。

8
・地域包括ケアの推進や連携を掲げていますが、指標とミスマッチだと思います。
（指標が市民医療センターの診療体制についてに偏っており、施策の達成度を反映して
いない）

・市民医療センターにおいては、地域包括ケアシステムのうち、医療分野における推進を掲げ
ておりますが、市としましては、現状として、高齢者福祉部門（施策１１）が、地域包括ケアシス
テムを率先して実施しているため、本施策においては、市民医療センターの診療体制を中心
とした指標としております。なお、事務事業の指標において、医療についての地域包括ケアシ
ステムに係る指標を示す予定です。

8
・地域医療体制の整備で、市民医療センターの取り組みとして救急医療体制を取り入
れることはできないのでしょうか。（特に小児科等）

・現在、医師会及び各医療機関により救急医療体制が確保されているところであります。

9
・取り組み方針の（３）相談支援の充実について、中高年の引きこもりが多く、本人からの
相談は少ない現状です。本人に寄り添う支援を行うには、アウトリーチ支援、訪問による
支援が大事です。このような現状について、追加してはいかがでしょうか。

・アウトリーチ支援については、取り組みの方針（３）相談支援の充実の中に示す相談窓口の
周知を行うことで悩みを抱える人からの相談を受けやすくし、さらに、それぞれの状況に対応し
て関連部署・機関と連携し相談支援を行います。アウトリーチ支援はその一部分になりますの
で、本計画上には表記しないこととさせていただきます。

9 ・「オーラルフレイル」「フレイル」といった言葉に、注釈をお願いします。 ・注釈をつけることで、対応いたします。

9

・健康に関しては喫煙を減らすことは必須ですので、指標に喫煙率は入れるのが良いと
思います。（データの取得が難しいかもしれませんが）
・他の施策で運動・スポーツを推奨しているので熱中症対策や啓発は入れておいても良
いと思います。

・喫煙につきましては、減らすための啓発活動等について、事務事業において指標を設定い
たします。いただいたご指摘のとおり、喫煙率を指標化できれば、市民に分かりやすい指標と
なりますが、取得が難しいことから、望ましい生活習慣として、「朝食」「運動」といった内容によ
り、指標を設定しております。
・熱中症対策については、健康づくりの中に包含され、内容としては周知啓発になります。取り
組みの方針（１）の健康情報の発信などの周知啓発に含まれるため、本計画上に特筆しないこ
ととさせていただきます。

11
・地域包括支援センターの役割が重要であることが述べられていますが、指標にその活
動についてが入っていないです。

・地域包括支援センターの役割は、主に６５歳以上の高齢者への「相談支援」と、助け合いの
「地域づくり」の２つがあります。地域づくりについては、TODA元気体操への運営支援や認知
症サポーター養成講座の開催などを地域包括支援センターが担っていることから、今回の指
標の中に組み込んでおります。一方、相談支援について、相談件数や相談の解決件数などを
指標とするか検討しましたが、相談自体を増やすことが目標ではなく、また、相談が解決に至
るか否かは、相談の中身や相談者を支援する環境に大きく左右されることから、指標として設
定することは難しいとの判断に至った経過となります。

13
・新型コロナウイルス感染拡大から、今後失業者が増加して生活保護の人数も増えるかも
しれません。生活保護の方の就労については力を入れて欲しいと思います。

・ご指摘のとおりと考えておりますので、対応を進めてまいります。
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14
・障害者の就労相談は指標に入っていますが、就労実績等もあるとより実態がわかると思
います。

・ご指摘のとおり、実態を把握するためには、就労実績も重要な観点となります。そのことから、
「障がい者が就労支援サービスを受けた件数」として、実際に就労につながった人数も含め、
指標化しております。なお、「就労支援サービス」とは、「就労継続支援」「就労移行支援」「就
労定着支援」の総称でございます。

15
・施策15の目的に「・・・、感染症拡大からの市民の安全を守る…」というように、火災や大
規模災害に「感染症への対応」を加えてはいかがでしょうか。

・消防における感染症への対応としては、感染症患者等からの救急要請に対する迅速な対応
であります。そのことから、いただきましたご意見は、施策の目的の「救急患者への迅速な対応
などを行うため」に包含されていると考えております。

16
・感染症との複合型災害への検討は入れた方が良いと思います。基本的に避難所等は３
密空間になるので、事前に検討しておかなければならない事項だと思います。

・ご指摘いただいた意見を踏まえ、施策１６に以下の内容を追記いたします。
【現状と課題】　●の２番目に追記
●感染症まん延時に自然災害が発生する複合災害が危惧されています。感染症まん延時
に大規模災害が発生した場合には、従来とは異なる避難方法や避難所運営が求められま
す。そのため、感染予防を意識した避難行動についての市民への周知・啓発や、感染拡大
防止に配慮した避難所運営の検討を進めていくことが必要です。
【取り組みの方針】　（２）●の１番目に追記
●感染症対策を考慮した災害備蓄品の整備や、避難所運営手法の構築に取り組みます。ま
た、感染症まん延時における避難の在り方や避難所における避難生活時の配慮など、感染
リスクを考慮した適切な避難行動について、市民に対する周知・啓発に取り組みます。

16
・昨今、地震や洪水などの災害が多発しているため、避難所の周知やいざというときの備
えという視点があってもよいと感じました。

・ご指摘いただいた意見を踏まえ、以下の内容に修正いたします。
【取り組みの方針】　（２）●の２番目を以下の内容に修正
●災害などが発生した際に、地震・水害など災害の種類によって避難行動が異なることや、
「一時避難」と「広域避難」といった避難方法の在り方、「緊急避難場所」と「避難所」の違いな
どが分かり、市民が災害時に適切な避難行動をとれるように、市民に対する情報発信や周
知・啓発を強化し、防災意識の向上を図ります。

16

・施策16の目的に「自然災害や武力攻撃といった災害」という表現がありますが、武力攻
撃は災害とは思えず、自治体レベルで用いる表現として少し過激ではないでしょうか。危
機管理の重要性を踏まえ、「自然災害や感染症拡大、その他不測の事態から市民の安
全を守るために」としてはいかがでしょうか。

・現況と課題にも記載しておりますとおり、国が定めた「国民保護計画」や埼玉県の計画に基
づき、自然災害以外の災害発生時だけでなく、武力攻撃に対しても、市民の生命、身体及び
財産を守ることが自治体に求められております。つきましては、国民保護計画における文言と
あわせ、施策の目的について「自然災害や武力攻撃事態等から市民の安全を守るため・・・」
と表記させていただきます。

17 ・施策17に、SDGｓの「17」を加えては如何でしょうか？

・ご指摘のとおり、施策17には「市内の自主防犯活動団体」や「市内事業者」と協力して防犯活
動を進めていくため、SDGｓの17「パートナーシップ」に関連いたしますが、「パートナーシップ」
については、本市の施策及び考え方の全てに当てはまるものとなります。将来都市像におけ
る【「みんな」がまちづくりを「我が事」として捉え、主体的・積極的に参画し、未来を見据えて、
戸田市の新たな価値や魅力を「共」に「創」り出していく】ことに包含されている内容と考えてお
りますことから、「パートナーシップ」は各基本計画全体にまたがる内容として整理を行い、施
策を推進するための考え方に掲載いたしたいと考えております。
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・現在、進捗管理については、行政評価として、職員自らが評価する「内部評価」と、内部評価
を市民や専門家など外部の視点からさらに評価する「外部評価」の両面から毎年度実施して
います。評価を行うに当たってはＰＤＣＡサイクルによる総合振興計画の進捗管理を行ってい
ます。この他、外部評価を受けた施策については、外部評価を踏まえた行動計画を作成し、
毎年度進捗管理を行っております。
　経営企画課による評価は行ってはおりませんが、３者による独立評価や市長の改善命令な
どの進め方については、行政評価の手法として検討してまいります。

・第５次総合振興計画では、９０施策から３２施策にまとめたことにより、分野横断的に部局がま
たがる施策もございます。どの所属が責任を持って施策を推し進めるのかについて、これまで
は「中心となる課」「関係課」という位置づけでした。第５次では「担当課」という位置づけにし、
各部局が連携して施策を推し進めるという位置づけにしました。
　また、施策の推進については、それぞれの部局で「指標」を設定し、施策の進捗を図ってい
くことで、一つの「施策」を総合的に推進できるものと考えております。
　今後の検討としては、複数部局にまたがる施策においては、内部評価を行う際にどの部局
が取りまとめを行うか調整するなど、評価についての議論は引き続き進めてまいります。

・修正いたします。

・現在、新型コロナウイルス感染症は、未だ完全な対策が確立されていないところです。また、
個人の感染症に対する対策としては、人との接触を減らすことや、身の回りを清潔に保つこと、
免疫力を低下させないことなどが求められております。
　このような中、様々な施策（部局）の中で、感染症対策、経済対策、給付金事業、生活支援
事業等を行っており、分野横断的な取り組みが不可欠です。そのため、基本構想P６～７及び
P２４に追記したとおり、パンデミックに関わらず、社会経済状況から影響する非常事態に臨機
応変で迅速な対応ができるように、第５次の施策体系を構築しております。

・大きく多岐にわたる計画であることから、抽象的な表現が多くなってしまいますが、市民に
とって見やすく分かりやすい内容にしたいと考えており、レイアウトについても工夫してまいりま
す。また、将来都市像にもある「このまちで良かった」と思われるようなまちづくりを進めるため
に、皆様の意見も踏まえながら、計画を策定してまいります。

・指標を設定する際には、「施策の目的」が達成できた場合、どのような状態（最終成果）に
なっているべきかを検討した上で、その最終成果を計ることができるような指標とした経過とな
ります。なお、総合振興計画には、最終成果は記載いたしませんので、指標の説明文は「最
終成果」から「目的」を計る内容に文章を置き換えて対応させていただきます。（資料５　施策
指標一覧（案）をご参照ください）
　また、指標の目標値の設定根拠については、参考資料１「指標設定の考え方」に基づき、各
所属において設定したものとなります。
　目標値の設定が多様である理由については、事業の進捗度合いや社会経済状況を踏ま
え、施策の進捗を測るためにどのような数値で測るのが適切なのか（単純な実績値や水準値、
累積値など）を判断した上で設定しております。
　計算などの算出根拠についても、参考資料１「指標設定の考え方」に基づき、計画値やすう
勢値、水準との比較値、外的要因を踏まえた現状の方向性を設定しております。
　算出時における四捨五入については、計画値などで小数点まで示されている場合はその数
値を設定しております。また、百の単位で、増加させる指標は切り上げ、減少させる指標は切り
下げを行っております。

・総合振興計画は非常に大きな内容であり、多岐にわたり計画ですが、市民が目に見えて分かりやす
いことが重要であり、本当に戸田に住んで良かったといえるようなまちづくりを進めてください。

・今回の作業の対象(「施策20」まで)では、施策・指標により目標値の数値の設定が、水準であったり、
累積値であったり等多様であったりするので、少し分かりにくいと思います。この目標値の設定につい
ての共通の考えや具体的数値の出所(「報告書」や「調査」)、また、個別の担当課からのもの等)、その
考えなどを整理した「手引書」のようなものがあると、作業がしやすいと思いますので、作業用の「手引
き」(のようなもの)を作成して頂けないでしょうか。
　施策21以降の作業にも役立つと思います。個別の目標値とともに設定理由が多くは書かれているの
ですが、上記の「手引き」の中に、計算式や結果の丸め方(四捨五入等)についての考えや該当例な
どについても記載があると助かります。

その他について

・基本計画は、「確実に進めていくこと」が大事であり、進捗管理が重要です。進捗管理を進めるため
に、①担当課による進捗管理（評価）、②経営企画課による進捗管理（評価）という内部による進捗管
理（評価）に加え、③外部者による進捗管理（評価）という３視点からの進捗管理があってもおもしろい
かもしれません（このスタイルの自治体はないと思います）。３者がそれぞれ独立して評価を行い、総
合点が低い施策については市長名で改善命令などをだせば、実行性が高まると思います。

・部局横断的に施策を進めることは大変良いことであると考えますが、どこが責任を持つのか分かりに
くくなったり、他部署との考え方の違いにより、結局施策が進まないことも考えられます。こうしたことが
起こらないために、どのような議論が行われて、どのような方策が考えられているのでしょうか。

・パンデミックに強いまちづくり、の項目を新設してはどうでしょうか。

・「審議会（書面会議）の進め方」の資料にて、「第〇回目」という文言がありますが、重複している表現
となっています。「第〇回」か「第〇回目」で統一したほうがいいと思います。
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