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時代は今、大きな変革期を迎えています。激甚化する自然災害や本格化する人

口減少・少子高齢化への対応など、様々な課題に対してスピード感を持って取り組

んでいくことが求められています。

特に、令和２年（2020年）は、これまで予想だにしなかった新型コロナウイルス

感染症の感染拡大に伴い、日本だけでなく世界全体が深刻な影響を受け、社会経

済環境が一変しました。

このような変化の激しい時代においてこそ、未来に向けたまちづくりの指針を明

確にしていくことが重要です。そして、行政として的確なかじ取りを行い、誰一人取

り残すことなく、誰もがその人らしく安心して住み続けることができる環境づくりを

推進していかなければなりません。

そのため、令和３年度（2021年度）から１０年間の戸田市の未来に向けたまちづ

くりの指針である「戸田市第５次総合振興計画」を策定しました。

本計画は、策定過程において１０年後の戸田市の理想の姿や必要な取り組みに

ついて、多くの市民から意見、知恵、考えなどを結集して完成にこぎつけました。こ

の中では、多様化する地域課題に的確に対応し、理想のまちを実現するためには、

市民・議会・行政が「協働」し、まちづくりを進めていくことが重要であるとしていま

す。これは、持続可能な開発目標「SDGs」の目標の一つである「パートナーシップで

目標を達成する」にも寄与する考え方です。

本計画では、今後戸田市が目指す将来都市像を「『このまちで良かった』みんな

輝く 未来共創のまち とだ」と定めています。私は、本計画を着実に進めていくこと

で将来都市像の実現につながり、戸田市に関わりのある方々が、戸田市をもっと好

きになり、誰もが自信と誇りをもって活躍し、一人ひとりが幸せを実感できるまちへ

と発展することができると確信しています。皆様におかれましては、理想のまちを「共

に創る」ためにも、引き続きお力添えをいただければ幸いです。

結びに、本計画の策定に当たりまして、貴重なご意見ご提言をいただきました協

働会議委員の皆様をはじめ、コロナ渦においても慎重にご審議いただきました審

議会委員、議員の皆様など、多くの方々のご支援、ご協力を賜りましたことに心から

感謝を申し上げます。

令和3年（2021年）3月

戸田市長

『このまちで良かった』
みんな輝く 未来共創のまち とだ



考え方 1 考え方 2
協働によるまちづくり 情報共有・発信の強化

考え方 3 考え方 4
質の高い行財政運営の推進 信頼される行政の実現

計画推進のために
～基本的な考え方～

総合振興計画の構成・期間

市が目指す将来都市像「『このまちで良かった』みんな

輝く 未来共創のまち とだ」の実現に向け、まちづくりの

基本目標や計画推進のための考え方を示したもの

基本計画
（5年間）

実施計画
（3年間）

基本構想における将来都市像を実現するため、

必要な施策を具体化して体系的に示したもの

基本計画の施策目的を達成するため、具

体的な取り組みを示したもの(毎年見直し)

戸田市国土強靱化地域計画
（5年間）

第2期戸田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

（5年間）

基本構想
（10年間）

その他、一体的に策定した計画



地域全体で子育てを支えるという理念を大切に、子育て支援に
積極的に取り組む市として、安心して子どもを産み、楽しく育て
ることができ、全ての子どもがすくすくと成長する環境づくりを目
指します。
また、安全に健やかに過ごせる環境の中で、これからの社会の
在り方を見据えた特色ある教育を展開し、子どもたちが未来の
創り手となるための力を育むことを目指します。

市民が、生きがいづくりやまちづくりへ参画するために、生涯に
わたって学び合える環境を構築するとともに、文化・スポーツ活
動を通じて文化の創造・継承やスポーツに触れることで、人生
100年時代を心豊かに過ごせるまちを目指します。

地域医療や健康づくり体制などの充実を進めることで、市民が
健康で元気に暮らせるまちを目指します。
また、地域における多様な主体の連携と市民相互の支え合いを
基本としながら、的確に福祉サービスを提供することにより、高
齢者や障がい者など、支援を必要とする人々が、その人らしく安
心して暮らせるまちを目指します。

市民・地域・行政の役割分担と協働のもと、地震や水害などに
対する備えや、消防・救急体制を充実・強化することで、災害等
に対し強靱な地域づくりを目指します。
また、犯罪や消費生活トラブルをなくすために、市民の意識高
揚と警察等の関係主体との連携を図るとともに、安全な道路環
境の整備を推進することにより交通事故を防ぎ、市民が安心し
て、安全に暮らせるまちを目指します。

戸田市が持つ都市の利便性と豊かな自然を活かしながら、市民
の環境に対する意識高揚と自主的な取り組みを促すことや、快
適な生活環境を創出することで、調和のとれた持続可能なまち
を目指します。

多様な働き方の実現や市内経済を支える産業の振興、町会、ボ
ランティアなどの団体に対する活動の促進などにより、「まちの
活力」の創出を目指します。
また、地域資源を活かした観光の取り組みを通じて、賑わいの
創出を目指すことや、国内外の地域住民の交流を促進すること
で、人が集まり、心ふれあうまちを目指します。

基本目標
子どもが健やかに育ち、
いきいきと輝けるまち

創造性や豊かな心を
育むまち

共に生き、支え合い、
安心して暮らせるまち

安全な暮らしを守るまち

快適に過ごせる生活
基盤が整備されたまち

都市環境と自然環境が
調和したまち

活力にあふれ人が集い
心ふれあうまち

Ⅰ

基本目標

Ⅱ

基本目標

Ⅲ

基本目標

Ⅳ

基本目標

Ⅴ

基本目標

Ⅵ

基本目標

Ⅶ

都市基盤の整備を推進するとともに、景観の調和やライフライ
ンの整備、公共交通の更なる利便性の向上などにより、市民生
活の快適性の確保を目指します。



待機児童数 0人
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（平成30年度） （令和6年度） （平成28年度） （令和7年度）
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中学校３年生の
英検３級以上の取得率　

施策❽ 地域医療体制の強化
施策❾ 健康づくり支援の充実
施策10 地域福祉の推進
施策11 高齢者福祉環境の整備・充実
施策12 国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金の円滑な運営
施策13 生活困窮者支援の充実
施策14 障がい福祉環境の整備・充実

施策15 消防・救急体制の強化
施策16 地域防災力・危機管理体制の充実・強化
施策17 防犯体制の強化
施策18 市民相談機能と消費生活の充実
施策19 浸水対策の推進
施策20 安全な道路環境の整備・推進

施策❺ 生涯学習活動の推進
施策❻ 芸術文化活動の推進
施策❼ スポーツ・レクリエーション活動の推進・充実

施策❶ 子育て支援の充実
施策❷ 乳幼児期の保育・教育の充実
施策❸ 児童・青少年の育成環境の充実
施策❹ 世界で活躍できる人間の育成

施策21 快適で秩序ある美しい市街地の形成
施策22 安心して生活できる住環境の充実
施策23 上下水道事業の効率的な運営・施設の充実
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26 魅力ある公園づくり
施策27 生活環境の保全
施策28 環境衛生の充実

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
施策32 市民活動の活性化と地域交流の促進

0人 55.5%

32.2%

8.6 7.6

36.4% 42.3%

生涯学習活動を行っている
市民の割合　

40.5%

18.5% 19.4%

地域福祉の支援の
満足度　

63.8% 100%

自主防災会に
防災士がいる割合100％

75社 135社

多様な働き方
実践企業数　

42.3% 42.6%

地域の活動に参加している
市民の割合　

8％
削減

17％
削減

温室効果ガス排出量の
削減率（平成25年度比）　

72.3% 85.6%23.3% 26.3%

計画的なまちの整備がされて
いると感じている市民の割合　

男16.64
女19.90

健康寿命

犯罪発生率（人口千人あたり）

基幹管路の耐震化率

スポーツ実施率

男16.99
女20.40

60%40.5%
以上

0人 64%

公園に対する愛着



持続可能な開発目標（SDGs）

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals :SDGs）は、「我々の世界を

変革する」を合言葉に、「誰一人取り残さない」社会を実現するため、経済・社会・環境に関する

課題に統合的に取り組む令和12年（2030年）を期限とした国際目標です。

SDGsは、国際的な課題だけでなく、国内の地域課題の解決にも貢献します。また、地

方自治体におけるSDGsの達成に向けた取り組みは地方創生の実現にもつながるため、

本計画に基づき持続可能なまちづくりを進めることにより、戸田市はSDGsの達成に貢献

していきます。
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