
 
作成者 市民生活部長 櫻井 聡 作成日 令和３年５月１７日 

■ 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 

■ 部 の 役 割 ■  
市民生活部は、市民課、協働推進課、くらし安心課、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、防犯対策

と消費生活の安全確保、各種市民相談の充実、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 ■  
【外部環境】 

・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・自治会の加入率が減少傾向となっていて、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。 

・自転車盗（犯罪認知件数の３３％）や振り込め詐欺など一部の犯罪は依然多発しており、引き

続き防犯対策が求められています。市民相談の充実に向けては、市民ニーズの多様化に対応し

た相談体制の確保が求められています。 

・芸術文化活動では、市内で活動する文化団体の構成員の高齢化や、新規加入者の減少などの問題

点があります。幅広い世代が芸術文化に興味を持ち、活動ができるよう、身近な学びの機会を創

出するとともに、効果的に情報を発信する必要があります。スポーツ・レクリエーションでは、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会による市民のスポーツへの関心の高まりを受け、年

齢や体力に応じてスポーツやレクリエーションに親しめる環境づくりに取り組んでいく必要が

あります。 
・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３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。 

・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。 
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令和３年度市民生活部が中心となる施策及び考え方の方針 

施策番号 

及び 

考え方 

施策名 

及び 

考え方 

目 的 
令和３年度における 

主な取り組みの方針 
関 係 部 局 

施策６ 

芸術文化

活動の推

進 

市民の芸術文化に対する関

心を高めるため、環境を整える

とともに、自らが活躍できる機

会を作ります。 

 

・芸術文化活動に関する情報

発信を、積極的かつ効果的に

行います。 

・戸田市文化会館は、市民の

芸術文化活動の拠点となるよ

う、市民ニーズを把握しなが

ら鑑賞や体験プログラムを実

施します。 

教育委員会事務

局 

施策７ 

ス ポ ー

ツ・レク

リエーシ

ョン活動

の推進・

充実 

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

活動を楽しむことができるよ

う、戸田市スポーツセンターや

戸田ボートコース、彩湖など地

域資源を活かした活動を展開

します。 

・スポーツに親しむ環境づく

りのため、「する」「みる」

「ささえる」スポーツ参画人

口の拡大に努めます。 

・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。 

・東京オリンピック・パラリ

ンピック大会実施に伴う、事

前キャンプの受け入れ、聖火

リレー、その他気運醸成事業

を実施します。 

 

施策９ 

健康づく

り支援の

充実 

元気で長生きできる期間（健

康寿命）を伸ばすことによっ

て、豊かな人生を送ることがで

きるよう、地域との協働によ

り、子どもから高齢者まで市民

の健康づくりを支援します。 

市民等がくつろげる保養施

設として、十分満足いただけ

るよう、安価な利用料金で質

の高いサービスを提供しま

す。 

環境経済部 

健康福祉部 

教育委員会事務局 

施策１０ 
地域福祉

の推進 

地域のあらゆる住民が役割

を持ち、支え合いながら、誰も

が住み慣れた地域で安心して

生き生きと暮らしていける地

域づくりを推進します。 

・葬祭助成金制度の周知に努

め、死亡した市民の葬祭主宰者

からの助成金申請に対し、迅速

かつ適切に支給できる体制を

引き続き整備します。 

・交通事故や火災により被害を

受けた市民に対し、相互扶助の

精神に基づく共済制度（交通災

害共済及び火災共済）を設け、

被害に応じた資金を給付する

ことにより、市民生活の安定と

福祉の増進に寄与します。 

環境経済部 

健康福祉部 

こども健やか部 



施策１７ 
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。 

・通学路を中心とした市内全

域の見守り防犯カメラ整備が

完了し、今年度から運用を開

始することにより、犯罪が起

こりにくい環境をつくりま

す。 

・地域安全ステーションを拠

点とした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 

施策１８ 

市民相談

機能と消

費生活の

充実 

日常生活の中で生じた不安

や疑問を相談する窓口として、

関係部署・機関と連携強化を図

るとともに、市民に対し必要な

情報提供や啓発活動を行い、市

民の問題解決を支援します。 

・市民相談として、よろず相

談・多重債務相談・各種専門

相談業務を実施し、迅速かつ

適切な市民相談対応に努めま

す。 

・市民の消費生活の充実のた

め、消費生活相談を始めとし

て、消費生活展、消費生活出

前講座等を開催し市民生活に

必要な情報提供や啓発活動を

実施します。 

 

施策３２ 

市民活動

の活性化

と地域交

流の促進 

町会・自治会活動や市内にお

ける市民活動が活性化し、様々

な人が地域活動に参加するこ

とで、地域課題の解決に取り組

めるように、地域コミュニティ

を支援する体制の充実を図り

ます。また、戸田市への愛着が

醸成されるよう、戸田ふるさと

祭りの開催や国内外の都市と

の交流を促進します。 

・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。 

・地域に市職員を配置する「地

域担当職員制度」を実施し、

課題解決に向けて取り組みま

す。 

・令和３年度から創設した戸

田市共創のまちづくり補助金

を活用し、市民活動の活性化

及び協働の推進を図ります。 

環境経済部 



考え方１ 

協働によ

るまちづ

くり 

戸田市は平成 26年に「戸田

市自治基本条例」を制定し、ま

ちづくりの基本原則に「協働に

よるまちづくり」、「まちづくり

への参加・参画」を掲げていま

す。第５次戸田市総合振興計画

の策定に当たっても、この基本

原則に則り、市民・議会・行政

の三者による検討を進めまし

た。今後の計画推進にも協働の

推進が重要となります。 

さらに、地域社会において国

籍や性別、年齢、個性、考え方

などに違いのある様々な人々

が、お互いを認め合い、共に生

きていくという共生の理念を

大切にしていく必要がありま

す。 

・戸田市自治基本条例をもと

に、市民が地域課題の解決に

向け主体的に行動する機運の

醸成に努め、地域力の向上を

図ります。 

・戸田市多文化共生推進計画

を推進し、日本人市民と外国

人市民が互いに文化の違いを

認め合い、多様性を尊重する

多文化共生社会の実現を目指

します。 

・第五次戸田市男女共同参画

計画の目標達成に向け、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。 

市長公室 

総務部 

教育委員会事務局 

考え方３ 

質の高い

行財政運

営の推進 

住民情報の適正な取扱いと

手続きの迅速化を図るため、各

種届出や証明書交付における

窓口体制の強化と住民サービ

スの向上を図ります。 

・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。 

・市民が快適に利用できる窓

口体制の見直しを重ね、利便

性の確保に努めます。 

・国の動向を踏まえ、オンラ

イン申請について検討しま

す。 

市長公室 

企画財政部 

危機管理防災課 

総務部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



参 考 
令和３年度市民生活部が関係する施策 

施策番号 施策名 目 的 

施策１１ 

高齢者福祉環

境の整備・充

実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らし

く暮らし続けることができるよう高齢者の社会

参加の促進や地域包括ケアシステムの深化・推

進を図るとともに、高齢者のニーズに応じた適

正な高齢者在宅福祉サービスを提供すること

で、日常生活への支援体制の充実を図ります。 

施策３１ 

地域資源を活

用した観光振

興の推進 

戸田橋花火大会、戸田ボートコース、彩湖・

道満グリーンパークなどの地域資源を観光振興

の観点から活用を図ることにより、戸田市への

愛着を育み、市内外の誰もが観光を楽しめる環

境を整備します。 

 
 

令和３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 

笹目コミュニティセ

ンター管理運営事業 

〇 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 

〇 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 

〇 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。 



犯罪抑止対策事業 

〇 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 

〇 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。 

スポーツ推進事業 

〇 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。 

〇 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。 

スポーツ施設管理事

業 

〇 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。 

〇 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。 

 


