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確認箇所 回答

議題１
第２回の課題整理について（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））
―

・ご指摘のとおり、下記のとおり修正いたします。
【修正前】「右肩上がり」を前提としたこれまでの社会経済の在り方に著しい変化が求
められています。
【修正後】「右肩上がり」を前提としたこれまでの社会経済の在り方が大きく変化して
きており、こうした変化に相応しい対応が求められています。

・ご指摘のとおり、下記のとおり修正いたします。
【修正前】行政と共に市政の発展に取り組む議会は、適正かつ効率的に意志決定や政策
提言を行うことが求められます。
【修正後】行政と共に市政の発展に取り組む議会は、二元代表制のもと行政を監視する
とともに、適正かつ効率的に意志決定や政策提言を行うことが求められます。

議題３ 施策体系の修正案について

・ご指摘のとおり、施策名については、統一することで対応いたします。下記のとおり
修正いたします。
施策：24　公共交通が利用しやすい環境の整備・推進
施策：25　自然に親しむ空間の整備・推進
施策：29　多様な働き方への支援・充実
施策：30　産業振興の推進
施策：31　地域資源を活用した観光振興の推進

ご意見

― 

基本構想の修正案について

・p.6. 13行目　「「右肩上がり」を前提としたこれまでの社会経済の在り方に著しい変
化が求められています。」の太線部分ですが、「右肩上がり」という前提が崩れ始めてか
ら、それなりに時間が経過してきており、社会経済のあり方も変化してきており、必要な
ことは、そうした変化への対応であると考えます。
したがって、下記のような、表現もあるかと思いますので御検討下さい。
修正後は、「「右肩上がり」を前提としたこれまでの社会経済の在り方が大きく変化し
てきており、この変化に相応しい対応が求められています。」

・p.28. 「計画指針のために」　考え方4．「信頼される行政の実現」の第二段落、「行
政と共に市政の発展に取り組む議会は、適正かつ効率的に意志決定や政策提言を行うこと
が求められます。」は、議会基本条例に「二元代表制」という議会の監視機能を期待する
文言があり、これを追記する方が良いと思われます。
したがって、修正後は、例えば、「行政と共に市政の発展に取り組む議会は、二元代表制
のもと行政を監視するとともに、適正かつ効率的に意志決定や政策提言を行うことが求
められます。」では如何でしょうか？

・各施策の締めくくりの表現を再確認するといいと思いました。施策24は「整備」、施策
25は「確保」であり、「最低限実施する」という感じがします。一方で「促進」や「充
実」は広がっていく印象があります。しょせん「印象」かもしれませんが、市として、ス
パイラルアップしていくイメージを各施策にもたすことは大切だと思います。
この観点ですと、施策名29と施策30は「支援」で終わっているのも「最低限実施する」と
いう感じがします。また、施策名31「地域資源を活用した観光振興」も、観光振興をどう
するのかを明記するとよいと思います。

議題２
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施策番号 ご意見 回答

4
・取り組み方針（３）教育環境の充実について、「住宅開発抑制に関する
指導要綱」とは具体的にどんな内容ですか。

・戸田市では、市街化区域内の土地利用の転換（住宅・商業利用の増加）、工場撤退後
における民間開発の進展等により、小中学校の学校施設が不足している状況であり、今
後、新たな住宅開発があった場合、児童及び生徒の急増によって、学校施設が更に不足
するといった問題が生じる恐れがあります。
　そのようなことから、健全な教育環境を確保するため、住宅開発を行おうとする事業
者と市が、住宅開発の計画段階で協議を行い、学校施設の教室等が不足する地区の住宅
開発を一定期間抑制することを目的として、要綱を制定しております。

9

・健康づくりの取り組み方針(3)「体と心の様々な悩みに応じた心の健康
相談やDV相談等の相談窓口の周知を行います。」ですが、戸田市ではDVに
ついては、「男女共同参画」という観点からも考察し、対応を講じていく
方向で位置付けていると思われます。
　また、DV対策は市民生活部や子ども青少年部、また、教育委員会等にも
かかわる部局横断的な施策の実施の方向性も目指されているのであれば、
「DV相談」のみをこの取り組み方針に残すことは、この方向性と矛盾する
ように思われるので、ここから削除し、より相応しい個所へ移すことは如
何でしょうか？　結果として、この個所の表現は「体と心の様々な悩み
に応じた相談窓口の周知を行います。」では如何でしょうか？

・ご指摘のとおり、施策９の取り組み方針（３）を下記のとおり修正いたします。
【修正前】「体と心の様々な悩みに応じた心の健康相談やDV相談等の相談窓口の周知を
行います。」
【修正後】「体と心の様々な悩みに応じた相談窓口の周知を行います。」
また、ご指摘のとおり、計画推進のためにの考え方１「協働によるまちづくり」の取り
組みの方針（５）男女共同参画の推進において、「DV対策」も含めて取り組んでおりま
すことから、本取り組みの一環として位置づけさせていただきます。

16

・取り組みの方針（２）について、自主防災会員の防災士資格の取得支援
を行い・・・について、災害が発生した際には、自主防災会員や地域にお
ける防災活動のリーダーが必要不可欠と思います。しかし、現状では、年
配の方が多く、これは、消防団員の方についても同様となっています。つ
いては、若い人の育成に取り組んでほしいと考えます。

・市の地域活動を担っていただいている市民の方は、全体的に高齢の方が多くなってい
るのが現状です。今後も活動を継続していくためには、若い世代の担い手を増やしてい
くことは、課題であると認識しております。したがって、いただいたご意見のとおり、
若い世代の方が防災活動のリーダーとなるように育成支援等を行いたいと考えておりま
す。つきましては、意見を踏まえ、【取り組み方針】（２）の４つ目の●を下記のとお
り修正します。
【修正前】～地域で共有するほか、企業などとの連携を強化し、「共助」の理念浸透を
図りつつ、地域防災力の向上を図ります。
【修正後】～地域で共有するほか、自主防災会員の防災士資格の取得支援による地域防
災リーダーの育成や企業などとの連携を強化し、「共助」の理念浸透を図りつつ、地域
防災力の向上を図ります。
また、現在の消防団員の平均年齢は約45歳でありますが、20代、30代の若い世代にもご
活躍いただいております。引き続き若い世代が入団しやすい環境構築や広報活動等に努
めてまいります。

基本計画の修正案について（前半）議題４
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施策及び
考え方の番号

ご意見 回答

21

・戸田市の３駅の周辺が、ここ数年で様変わりしています。これからも集
合住宅、特に高層マンションが多くできると思われます。まちづくりにつ
いては、行政と地権者及び不動産管理会社と話し合いがされていると思わ
れますが、相続対策として管理会社や地権者により、利益誘導型の建物が
乱立することで、環境破壊や地域住民との摩擦が生じる恐れがあることを
危惧しています。

・ご指摘のとおり、戸田市の３駅周辺は近年大きく変わっております。戸田市では平成
16（2004）年６月に「戸田市中高層建築物等の建築に係る紛争の防止と調整に関する条
例」を施行し、建築主と近隣住民との紛争を未然に防止するため、建築主に近隣住民に
対する建築計画の事前説明等を義務付けております。また、平成29（2017）年１月から
「戸田市宅地開発事業等指導条例」を施行し、市の各担当課と全29項目について協議す
ることを義務付けております。
　今後もこれらの制度を運用しながら、良好な都市環境づくりに向けて対応してまいり
ます。

22

・空き家対策については、これから３０年で２倍程度の空き家が増え、公衆
衛生や治安、景観などに悪影響を及ぼすことと思われます。人が住んでおら
ず適切に管理されていない空き家増加は生活環境を悪化させ、周辺地域の不
動産価格の下落や人口の流出にもつながりかねません。地域経済にも影響を
与えます。また、欧米と比べて、日本は世帯数を上回る住宅供給が多いこと
や、中古市場の未成熟であることが、空き家増加の要因として新聞等で報じ
られています。このような問題が起こる前に、法制度の適切な運用や空き家
の利活用を官民一体で推し進めることが必要と思います。

・現在、戸田市においても、空き家を未然に防ぐことを目指し、空き家の適正管理を進めて
おります。また、空き家の対策に当たり、宅建協会や住宅金融支援機構などの専門団体６団
体と協定を結び、連携を図っております。さらに、市内の空き家の有効活用や地域の活性化
を図るため、空き家情報登録制度「空き家バンク」にも取り組んでおります。戸田市は不動
産市場の人気が高いことから、空き家が発生してもすぐに売買されるため、空き家の数は全
国的に見ても少ない状況（賃貸住宅等を除いた空き家率は県内で最も低率）にありますが、
今後迎える人口減少社会では、空き家が増加することが見込まれますので、対策を講じてま
いります。

25 ・CSR活動について、注釈をお願いします。 ・注釈をつけて対応いたします。

27
・３R（リデュース、リユース、リサイクル）について、注釈をお願いしま
す。

・注釈をつけて対応いたします。

29
・「創業比率」の定義式が不明なので、詳細を記載してください。また、こ
の部分は、「％」ではなく、実数の方が、目標値をイメージしやすいように
思います。

・創業比率は、①「新設事業所（又は企業）を年平均にならした数」のうち②「期首におい
て既に存在していた事業所（又は企業）」に対する割合となります。計算式としては①／②
となります。なお、経済センサスのデータを掲載することを想定しており、実数を割り出す
のは困難であるため、「％」で示し、詳細を記載いたします。

29 ・ワンストップ窓口について、注釈をお願いします。 ・注釈をつけて対応いたします。

30
・目標である「戸田市商工会員数」は「会員数」と「獲得数」のどちらにな
りますか。また、商工会における目標値をそのまま用いていますか。
・「戸田ブランド」に係る指標がないようですが、よいでしょうか。

・商工会会員数は、「会員数」となります。また、目標値については、商工会においても、
毎年度新規入会者数の目標値を掲げており、その数値等を参考に当該目標値を設定しており
ます。
・戸田ブランドに係る指標につきましては、「産業支援に係る補助・支援制度利用件数」に
含んでおります。また、個別に事務事業において指標化することを予定しております。

30 ・経済センサスについて、注釈をお願いします。 ・注釈をつけて対応いたします。

議題５
基本計画（素案）について

施策２１～施策３２及び考え方１～４
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30
・今般のコロナ対応について、市制度融資などを行っていますが、包括連携
協定を金融機関と締結していることについて、内容を加え、協定の意義につ
いて表現してはいかがでしょうか。

・市内金融機関との包括連携協定につきましては、「地方創生」の観点から締結した経過と
なります。協定書によって内容は異なりますが、協定には「産業支援」の観点だけではな
く、包括的な内容を含んでいるため、協定の意義については表現しておりません。なお、考
え方３の（４）効率的な行政運営として、「公民連携窓口「公民連携ファーム」を通じて、
多様な分野において民間と行政がそれぞれ持つ資源や特色、ノウハウを活かし、より効率
的・効果的な市民サービスの実現に取り組む」旨を記載しており、その中に協定の意義が包
含されるものと考えております。

30
・戸田市の人口１４万人対し、外来者用の宿泊設備が少なく、不便を感じる
という市民もいます。行政はどのようにホテル誘致を捉えていますか。
・戸田市内の個人商業者は年々減少傾向にあります。経済振興の意味合いか
ら、歯止め対策を講じているのか、具体例を教えてください。

・戸田市において、特にホテル誘致について力を入れてはおりません。今後、観光について
の指標を立て、力を入れていくことに鑑みると、ホテルの誘致につきましても、市の方向性
を決める必要があると考えております。
・商店等新業種等転換支援事業において、市内の空き店舗を改修し、新規出店した場合や現
用店舗における改修工事に対して、補助金を交付しております。個人事業者も、補助対象で
あり、ご利用いただいておりますので、新規出店から、事業継続まで対策を講じていると考
えております。

30
・戸田市在住者のうち、戸田市で働く人は何人くらいいるのでしょうか。戸
田市には約5,200の事業所と約65,000人の従業者がいますが、そのうちの戸田
市在住者は何人くらいいるのでしょうか。

・平成27年（2015年）の国勢調査によると、戸田市に在住し、戸田市内の事業所に勤務して
いる人の数は、22,492人となります。

30
・戸田市で生まれ育った人の就職先として、地元の戸田市内の企業に1人でも
多くの人が就労するための環境を推進したいと思います。

・地方創生の観点では、その地域において「経済の好循環」を進めることが求められており
ます。今後も様々な関連団体と連携しながら進めてまいります。

31
・「観光入込客数」は戸田市の数値ですか。それとも埼玉県の数値からの推
計ですか。

・観光入込客数は、戸田市スポーツセンター、道満河川釣り場、彩湖・道満グリーンパー
ク、商工祭、戸田マラソンｉｎ彩湖、収穫祭、戸田ふるさと祭り、戸田橋花火大会及び植木
市の９つのイベントや場所等の来場者数を戸田市で集計した数値となります。

31

・戸田市は、近年栄えた土地柄から、特別な名所旧跡がなく、市外からの来
訪者を取り込むのが難しい状況です。しかし、戸田市にも従来から豊かな水
と緑があります。この地域資源を有効活用して、活気にあふれた戸田市にす
ることは、荒川左岸沿いのグリーンベルト地帯を活かした観光面での誘致を
することにより、戸田市のシティセールスが行えると考えます。荒川グリー
ンベルトとは、従来からある戸田公園ボートコース近辺や戸田競艇場、上部
公園、彩湖・道満グリーンパーク等を再検証し、戦略的な施策を盛り込んで
戸田市の観光資源につなげるリバーサイド構想です。

・観光につきましては、ご指摘のとおり、様々な手法により、魅力を発掘していく必要があ
ると認識しております。リバーサイドの視点は、戸田市の来訪者の増加に資するものと考え
ますので、今後検討してまいります。

31

・フィルムコミッションについて、撮影会社が戸田市を選ぶために、撮影ス
ポットが分かるように取組みを行っているのでしょうか。
・観光事業について、記載のあるイベントの来訪者数は把握していますで
しょうか。戸田橋花火大会が飛びぬけている印象があるため実態を把握した
い。

・戸田市フィルムコミッション協議会では、ホームページにて取り組みや実績の紹介を行
い、協議会事務局を通じて撮影支援に取り組んでおります。
・施策３１の指標「観光入込客数」につきましては掲載イベントの総数となっております
が、集計時は、各イベントや場所ごとに来訪者数を把握しております。なお、来訪者数は、
戸田橋花火大会が特に多いというわけではありません。１日だけの開催で混雑するため、飛
びぬけている印象はありますが、年間を通じ、同規模の来訪者数となる施設もあるのが実態
となっております。

31
・取り組み方針（１）観光振興の戦略的な展開について、戸田ボートコース
や、1964年の東京オリンピックにおける漕艇競技場の聖火台の広場を活用す
るなど、観光資源として活用を図るための整備をしてはどうでしょうか。

・観光につきましては、様々な手法により魅力を発掘していく必要があると認識しておりま
す。ご意見をいただいた「戸田ボートコース」や「戸田ボートコース聖火台」等のある「戸
田公園」は、県営公園であるため、市が独自に整備を進めることは難しいですが、貴重な資
源でございますので、市としてできることを今後検討していくとともに、県に対しても要望
をしてまいります。

議題５
基本計画（素案）について

施策２１～施策３２及び考え方１～４
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・「地域活動に参加している人の割合」ですが、わずかの違い（0.3%/5年）
でつかみにくいです。この目標値は、「％」よりも、実数の方が目標値をイ
メージしやすいように思います。
・「国内外姉妹・友好都市との交流者数」は、「前年度比１％増」で計算さ
れたとのことですが、目標値は765で当初値と同じ数値になるようですが、増
える数値としなくてよいのでしょうか。

・地域活動に参加している人の割合につきましては、実数で出すことが難しいため、市民意
識調査による「％」で示しております。実数とする場合は、市民意識調査から人口を逆算し
た推計値となりますが、今後経年ですう勢を図っていく上では、「％」で示したいと考えて
おります。
・交流事業につきましては、前年度比増（１％）ではなく、庁内他課や友好・姉妹都市の事
情などの外的要因を踏まえ実施することから、当初値を維持することを目標とし、同じ数値
を維持することとして指標を設定いたします。つきましては、目標値の算出根拠の文面を、
「前年度比１％増の値を100％とした」という箇所を「当初値を維持することを目標値とし
て設定した」と修正いたします。

考え方２ ・ICTについて、注釈をお願いします。 ※注釈をつけて対応いたします。

考え方2

・（１）地域情報化の推進において、「市民にとって使いやすいサービス
を設計する」という理念の下、デジタル化の基本原則である（１）デジタ
ルファースト（個々の手続きが一貫してデジタルで完結）、（２）ワンス
オンリー（一度提出した情報は再提出不要）、（３）コネクテッド・ワン
ストップ（民間サービスも含め、どこでも一か所でサービス実現）に従
い、デジタル化を推進します。という部分すばらしいです。しかし、「情
報共有・発信の強化」というタイトルに合っていないように感じるので、
ICT推進のみならず、「社会全体の効率化」というコンセプトでまとめな
おしても良いように思います。

・「情報共有・発信の強化」につきましては、協働会議において、広報といった点も含め、
どの行政分野においても重要であるとの提言があり、計画を推進するための「考え方」とし
てまとめました。地域情報化の推進に加え、考え方３「質の高い行財政運営の推進」の「効
率的な行政運営」や「行政サービスの根幹となる基盤の整備」などでも示すことで、広く取
り組んでいく表現とさせていただいております。

考え方３ ・EBPM、PDCA、OJT、ファシリテーションについて、注釈をお願いします。 ・注釈をつけて対応いたします。

考え方３

・職員の質の向上はとても重要だと思います。多様化している時代に入
り、以前より市民一人一人の価値観やライフスタイルの変化によって行政
に対する要望が、複雑で難解なものとなり、その対応に迫られています。
そこで、市民が行政サービスをいかに理解しあえるか、市民側も市に対し
て、整合性を持った要望をすることが求められます。また、そのような観
点から、行政側も、親しみやすい職員が求められていると感じます。
このような時代だからこそ、戸田市らしい、新しい行政組織をつくるとと
もに、財政面においては、使い勝手のよい（ヒト・モノ・カネ）が好循環
され、様々なことに適用できるような行政となることを要望します。

・いただいたご意見は、「協働のまちづくり」にも通じるものであります。市民が行政を理
解することは、自治基本条例の理念でもあります「市民・議会・行政が互いを理解し、共に
助け合う」といった内容と重なるため、今後も「協働」の理念を大切にする必要があると考
えております。そのため、市民協働の視点に基づき、職員の育成にも努めていくこととして
おります。
なお、自治体の状況は、市町村によって大きく異なります。したがって、「戸田市らしい」
組織をつくり、財政面においても、質の高い運営をしていくことは、計画を進めていく上
で、常に認識しながら進めていきたいと考えております。

－

・SDGsのアイコンを用意していますが、施策26にないのが気になりまし
た。あと、アイコンが１つだけの施策から、多くのアイコンをつけている
施策があります。パッと見ると、アイコンが少ない施策は「市として力を
入れていない」と思われてしまうかもしれません。この点は気になりまし
た。

・ＳＤＧｓのアイコンは、施策７、１０、２６に該当がありません。担当部局及び事務局で
も施策の取り組み方針とＳＤＧｓの目的を照らし、検討いたしましたが、該当するものがな
かった経過がある。ＳＤＧｓのアイコンについては、まず、施策体系図上でＳＤＧｓとの関
連を示し、基本目標ごとに作成する「表紙ページ（戸田市第４次総合振興計画後期基本計画
のP20.21参照））」において、基本目標ごとにＳＤＧｓの達成に寄与する内容を一覧として
まとめることで、施策にアイコンがなくても、基本目標としてＳＤＧｓの達成に関連するこ
とを示す形といたします。また、「基本計画の見方」を作成する予定でございますので、Ｓ
ＤＧｓのアイコンにつきましては、「ＳＤＧｓの１７の目的の達成に寄与する施策にアイコ
ンを付けている」ことを示したいと考えております。

議題５
基本計画（素案）について

施策２１～施策３２及び考え方１～４
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・戸田市では、すべての小中学校に教育用のwi-fi環境の整備をしているほか、平成30
（2018）年度には、主な公共施設で市民向けの無料Wi-Fi「いいとだスポット」の提供を
開始しております。いいとだスポットは、避難所等の防災拠点へWi-Fi環境を整備し災害
時の情報伝達手段を確保するとともに、主な公共施設では平時に無料Wi-Fiスポットとし
て提供しております。また、市民の利便性の向上を図るため整備しているものであり、
使用しているアクセスポイントは、災害時の使用を想定し、一度に大量のアクセスが
あっても対応できる機器を選定しております。これからの新しい生活様式では、戸田市
としても推奨していく必要があると認識し、取り組んでいきたいと考えております。

・書面審議につきましては、「戸田市総合振興計画審議会条例」の第６条「この条例に
定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、市長が定める」に基づき、市長の意思決
定を経て実施した経過があります。いただいたご意見のとおり、書面審議やオンライン
審議などの対面審議以外の手段や一任する規定（条例）について、お示しいただいた事
例も踏まえて検討してまいります。

・審議会につきましては、計画の審議をいただくことが第一義的な目的であります。ご
意見のとおり、２０名ちょうどでは審議の時間も限られることからも、今後規定の見直
しや、審議会の開催手法について検討してまいります。
なお、条例制定時と大きく異なるのは、「協働会議」を設置したことです。戸田市自治
基本条例に基づき、将来都市像等について、分科会形式で意見交換し、総勢４１名によ
り、議論いただきました。

・修正し、対応いたします。

その他について

・文部科学省は、今まで原則禁止していた中学生の学校へのスマートフォンの持ち込みを認め
る方針を固めています。緊急時の対応や防犯の面からも有効であることが理由です。しかし、
スマートフォンを持っているだけでなく、つながらなくては意味がありません。どこにいても
Wi-Fi環境が良いことが必要です。中学生だけでなく、市民が自分の身を守るためにも、安心・
安全な暮らしには、Wi-Fi環境の整備が必要と考えます。また、オンライン授業、リモート会
議、リモート診療、電子図書館、SNSによる情報共有など、外出の自粛以降、スマートフォンや
パソコンを使う機会が今まで以上に増えてきました。家では使えても、外出するとつながりに
くかったり、災害時もアクセスが集中してつながりにくいことがあります。公共施設では
FREEWi-Fiが整備されてきていると思いますが、商業施設、学校、子ども１１０番の家、病院等
市内の多くの場所でFREEWi-Fiの環境が整えば、防犯・防災の面だけではなく、広い分野で役に
立つと思います。これからの新しい生活様式に沿ったまちづくりには、Wi-Fiスポットの整備と
充実が欠かせないと思います。

・今回は新型コロナウイルス感染症のため、対面審議が実施できませんでした。この審議会に
限らず、他の審議会も同様と思います。今回は書面審議を実施しましたが、「戸田市総合振興
計画審議会条例」には書面審議の規定がありません（規則に委任されているのかもしれませ
ん）。あらためて書面審議やオンライン審議などの対面審議以外の手段を条例に用意しておく
とよいと思います。あるいは、非常事態の場合は、審議会を経ず、市長に一任するという規定
（条例）もあってもよいと思います。非常事態においても、何でもかんでも審議会を経るとい
うことでなくてもよいと考えます。審議会の議論を経なくても、最終的に議会に議決事件とし
てかけるわけですから、議会の意思が反映されることで、住民等の意思も反映できたと解釈す
ることは可能と考えます。ただし、「非常事態」とは何かを規定する必要があります。その意
味では、箕面市の「災害時特別宣言条例」というものを用意する必要があるかもしれません。

・審議会条例の第２条に「委員は20人」とぴったり20人としています。これでは運営する側も
大変と思います。20名程度、あるいは20名以内としたほうが、弾力性があり、どのような場合
においても、委員を確保できると思います。いずれにしても、条例が昭和の時代に制定された
ものですから、もう少し、いまの時代にあわせて変更したほうがよいと思います。「20人」も
いると、しっかりとした意見交換（議論）ができません。２時間とすると、１人６分の発言で
す（事務局の説明時間を除いています）。そう考えると、委員はもう少し少なくてもよいと思
います。あるいは、分科会を設置し、そこで詳細の意見交換をしてもよいと思います。

・資料5の指標についても、和暦と西暦の併記をしてください。
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