
 
作成者 環境経済部 吉野 博司 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 ■  
SDGs の視点を取り入れ、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、調和の取れた持続可能なまちづく

りを推進する役割を担っています。 

また、コロナ禍において、多様な働き方の実現や市内経済を支える産業の振興をより一層促進することによ

り、「まちの活力」の創出を推進するとともに、地域資源を活かした観光の取り組みを通じて、「まちの賑わい」

の創出を推進する役割を担っています。 

 

■ 部をとりまく環境と問題点 ■  
国が 2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを宣言したことから、温室効果ガスの排

出量削減の動きが加速しています。本市においても、今年度から計画期間が開始した戸田市環境基本計画 2021

に基づき、「脱炭素社会」の実現に向けて、更なる対策の推進を図る必要があります。そこで、持続可能な解決

策を見出すため、コロナ禍においても環境と経済の好循環を生み出すしくみを創出するとともに、市内中小企

業が安定的な経営基盤を構築できるよう支援することが求められています。また、まちの市街化が進むことに

伴い、良好な緑地の保全が困難になっており、将来にわたって住み続けたいまちとして選ばれるために豊かな

自然や賑わいのある公園の整備が求められています。 

このような状況を背景として、「環境経済部」の課題・問題点については、以下のとおりです。 

（1）市内事業所の多くは中小企業であり、日本全体の景気動向の影響を受けやすく、各種補助制度を含め、

安定的な経営基盤の構築に向けた支援が求められています。 

（2）労働者それぞれの事情にあわせた様々な働き方が求められるなか、就労者（女性や若者、高齢者、障が

い者、外国人など）の就労機会の創出をはじめとする幅広い対応、起業家に寄り添った切れ目のない支援

をする必要があります。 

(3) 市民の転出入が多く、地域への愛着が育まれにくい背景があり、「住み続けたいまち」としての愛着を醸

成するため、彩湖・道満グリーンパークや戸田ボートコースなどの地域資源の更なる活用など、戦略的な

観光振興の展開が必要となっています。 

(4) 地球規模で温暖化が進むなか、戸田市環境基本計画 2021に基づき、市民・事業者・行政の協働により、

再生可能エネルギーの普及や省エネの推進を図るため、各種補助制度の充実や意識啓発が求められていま

す。 

(5) ごみの総排出量が増加傾向にあり、いっそうごみの分別・減量化・再資源化による循環型社会の実現が

求められています。併せて、ごみの不法投棄やたばこのポイ捨てなどの環境衛生に対する取り組みも必要

となっています。 

(6) 遠出が困難な状況である昨今、身近な憩いの場である公園の利用ニーズの高まりから、地域の特色を活

かし、市民の誰もが安心して集える公園整備が求められています。 

(7) 市街化が進み、良好な緑地の保全が困難となる状況下、市民の憩いの場として、また健康活動の場やコ

ミュニティ醸成の場として、緑の満足度が高まる質と量の向上が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度 環境経済部 方針書 
 



■ 令和３年度 部の経営方針（人員・予算の方向性） ■  

(1) 雇用者・事業者の視点に立った未来につながる施策に取り組むため、経済戦略室を新たに設置し、部内の

連携・協力体制により職務を遂行する一体感を醸成し、チーム力を最大限に発揮する組織運営を目指します。  

(2) 施策・事業を推進するに当たって、事務事業の重要度・緊急度と効率性に配慮した事業選択と優先順位を

明確にし、既存事業を見直し、財源の確保、コスト縮減に努めます。さらに、事業実施段階における創意

工夫により事業を磨き上げ、各施策の実効性を高めます。 

(3) 事務事業を計画・実施するに当たっては、主に次のとおり執行します。 

・戸田市経済戦略プランに基づき、商店会等を対象とした各種補助事業や戸田市優良推奨品制度等に取り組

み、市内商業の振興と商店会活動の活性化を図るとともに、産業立地推進事業補助金や工業見える化事業

により、市内工業の振興を図ります。また、戸田市商工会と連携し、経営改善普及事業を行うとともに、

情報の発信や講習会の開催により、市内企業の経営基盤の安定を図ります。 

・就職支援セミナーや就職支援相談、ハローワーク川口と連携した就労支援を実施します。また、戸田市商

工会をはじめとする各支援機関と連携し、起業セミナーや起業相談の充実を図り、起業家の育成支援に取

り組みます。 

・戸田橋花火大会や彩湖・道満グリーンパーク、戸田ボートコースなどを活用し、市内外からの誘客を図り

ます。また、フィルムコミッション事業を推進するとともに、ＳＮＳ等を利用し、地域の魅力を発信しま

す。 

・戸田市環境基本計画 2021 に基づいて事業を推進し、地球温暖化防止と気候変動への適応に取り組み、資

源を大切に繰り返し使い、環境をきれいに保ち、心豊かに快適に暮らせ、自然環境と調和を図り、みんな

が環境を学び、環境の保全に取り組むまちを目指します。 

・公害対策の推進や、ごみの分別・減量化・再資源化による循環型社会の実現を図るとともに、災害に備え、

課題の抽出や適正処理の対応をまとめた「災害廃棄物処理計画」を策定します。また、食品ロス削減に取

り組む市民の環境活動を支援します。 

・戸田市公園リニューアル計画に基づき、公園の施設維持改修と利活用の双方に対する市民のニーズを的確

に把握するため、ワークショップによるモデル公園設計や市内大小の公園において社会実験を実施し、利

用したくなる公園にリニューアルしていきます。併せて、公園開設から３０年以上経て、巨木となった公

園樹木が台風などにより倒木しないように予防する剪定を進めていきます。 

・公園運営では、これまでの維持管理主体の管理運営を改編し、点在する市内公園をエリアで捉え、維持管

理と賑わいが両立する包括的な管理方法の導入を進めていきます。 

・戸田ヶ原自然再生事業の新たな計画開始年度となり、多くの方にサクラソウの植え付けへの参加や、サク

ラソウの配布を行うことにより、戸田ヶ原の自然再生の周知、関心を向上させ、緑への意識への醸成を進

めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年度 環境経済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２５ 

自然に親

しむ空間

の整備・

推進 

良好な緑地の保全などを

通じて、生物多様性に配慮し

た自然空間を創出するとと

もに、既存の緑地・水辺との

ネットワーク化を図り、市民

が緑や土、水辺といった自然

を身近に感じ、親しむことが

できる環境を整備します。 

緑化補助金制度の周知、研修会の開

催や、自然再生キャラクター「とだみ

ちゃん」を活用した啓発を継続して実

施し、民有地の緑化を促進します。ま

た、市の花であるサクラソウを、戸田

ヶ原自然再生事業や各種イベント時

に展示、配布することで活用し、緑に

親しむ意識の醸成を図ります。 

また、埼玉県と連携して実施してい

るみどりの学校ファームを推進する

とともに、学童や保育園に対し、土に

親しむ広場の貸し出しを行います。 

さらに、友好・姉妹都市と連携した

収穫体験を充実させ、緑と土に親しむ

機会を創出します。 

都市整備部 

水安全部 

 

 

 

 

施策２６ 

 

 

 

 

 

 

魅力ある

公園づく

り 

 

 

 

 

市民にとって身近な憩い

の場である公園等について、

地域の景観や特色を活かし、

市民の誰もが安心して集え

る公園・緑地を整備します。 

 

 公園の存在効果と利用効果を高め

る戸田市公園リニューアル計画に基

づき、利活用による魅力的な公園に再

整備するため、社会実験やモデル公園

設計を実施します。 

また、公園施設の安全性を高めるた

め、予防保全型の改修により公園施設

の長寿命化を進めていきます。 

 

施策２７ 
生活環境

の保全 

環境に配慮した取り組み

を推進することで、快適な生

活環境の保全を図ります。 

戸田市版環境マネジメントシステ

ムを運用し、ＰＤＣＡサイクルに基づ

き、環境配慮に係る取組を推進してい

きます。 

市域の温室効果ガスの削減を図る

ために、環境配慮型システムの設置や

電気自動車等導入の促進に向けた補

助制度を実施します。 

新たに設置した戸田市気候変動適

応センターを活用し、気候変動への

「適応策」の周知を行い、市民や事業

者の意識の醸成や対応の促進を図り

ます。 

公害のない、安心して暮らせるまち

づくりを行うため、市内各所における

大気や水質などの現況を把握し、公害

防止に努めます。 

また、モニタリングポストによる空

 

 

 

 

 

 

 

 

水安全部 



間放射線量や土壌中の放射性物質の

計測結果を公表することで、引き続き

市民の安心確保を図ります。 

さらに、河川水質改善のため、浄化

槽法に基づく法定検査の受検率向上

に向け、個別通知等による周知を実施

します。 

そして、不用品登録の斡旋や粗大ご

みから修理再生した再生家具の活用

など、３Ｒ（リデュース・リユース・

リサイクル）の取り組みを推進しま

す。 

施策２８ 
環境衛生

の充実 

ごみのないきれいなまち

並みを維持するなど、快適で

衛生的な生活環境の充実を

図ります。 

ごみの分別を徹底するとともに、ご

みの発生を抑制します。 

また、ポイ捨て等及び歩行喫煙をな

くす条例の周知を図るとともに、パト

ロールなどによる監視を強化するこ

とで不法投棄の抑制に努めます。 

さらに、市民や事業者などとの協働

による清掃活動を実施することで、回

収されずに河川などを通じて海へ流

出するごみの抑制や、ごみのないきれ

いなまち並みを実現します。 

そして、災害に備え、課題の抽出や

適正処理の対応をまとめた「災害廃棄

物処理計画」を策定します。 

水安全部 

施策２９ 

多様な働

き方への

支援・充

実 

女性や若者、高齢者、障が

い者、外国人などの労働者そ

れぞれの事情に合わせた就

労機会の創出、キャリア形成

の実現を図るとともに、各支

援機関と連携し、起業相談な

どの充実を図り、起業家の育

成支援を強化していくこと

で、多様な働き方への支援を

していきます。 

労働者それぞれの事情やニーズに

合わせた就労機会の創出を図るため、

戸田市ふるさとハローワークと連携

した職業相談や各種セミナーなどを

開催します。 

また、埼玉労働局との雇用対策協定

に基づき、女性や若者、高齢者、障が

い者、外国人などを所管する関連部署

間の連携を図るとともに、労働者の現

状を把握するための調査を行い、多様

な働き方への支援強化に努めます。 

さらに、戸田市がワンストップ窓口

となり、戸田市商工会をはじめとする

各支援機関と連携し、戸田市商工会起

業支援センターオレンジキューブを

拠点に、セミナーや交流会、アドバイ

ザーによる起業相談の充実を図るな

ど、垣根を超えて、創業初期から起業

家に寄り添った切れ目ない支援に努

めます。 

健康福祉部 

こども健やか部 



施策３０ 
産業振興

の推進 

戸田市を支える市内事業

者の経営基盤の安定を図る

とともに、競争力を高めるた

めの新しい技術や商品の開

発、立地や設備投資、人の集

まる店舗づくり等を支援し

ていくことで、地域に根差し

た産業の振興を推進します。 

新技術・新製品の開発や展示会への

出展など、外部への発信を積極的に支

援することで、市内事業者の競争力の

強化を図るとともに、ビジネス交流会

などの機会を継続的に提供すること

で産業の競争力強化を図ります。 

また、社会情勢の変化や事業者のニ

ーズに応じた補助金制度や制度融資

を検討していくとともに、市内事業者

の景気動向を把握するための調査を

行います。 

さらに、戸田市商工会などと連携

し、事業者にとって有益な情報の発信

や講習会の開催、キャッシュレス決済

の推進、デジタル化への支援などを実

施することで、市内企業の経営基盤強

化を図ります。 

そして、多様化する消費者ニーズや

社会的課題に対応するため、空き店舗

などを活用する新規出店者や商店会

などの魅力づくりを支援するととも

に、工業見える化事業や戸田市優良推

奨品「戸田ブランド」認定の充実を図

り、市内事業者の特徴ある技術や魅力

的な商品などを PRします。 

 

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。 

彩湖・道満グリーンパーク、戸田ボ

ートコースなどの活用方策としてシ

ェアサイクルの導入を検討し、推進し

ていきます。 

また、戸田橋花火大会の実施方法等

を見直し、更なる魅力向上を図り、地

域の活性化につなげてまいります。 

さらに、フィルムコミッション事業

を推進するとともに、戸田市の自然、

歴史・文化、産業、暮らしなどの魅力

をＳＮＳ等の情報媒体も活用し、幅広

く発信します。 

市長公室 

市民生活部 

 
 
 
 
 
 
 



参 考 
令和３年度 環境経済部が関係する施策 

施策番号 施策名 目 的 

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。 

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。 

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。 

 

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 

商業振興事業 

○ 商店街の街路灯を維持管理している団体に対し、街路灯の LED化を推進し、

電気料をはじめ維持管理に要する経費負担の低減を図るとともに、環境への

配慮を促します。また、市内の店舗が環境に配慮した改修工事を行った際の

補助を行い、市内店舗の活性化と環境配慮の双方を支援します。 

工業振興事業 
○ 企業の環境への取組への支援策として、公害防止対策設備を導入する企業に

補助金を交付するとともに、企業の ISO 規格やエコアクション 21 の認証取

得を支援することにより、産業基盤の質の向上を図ります。 

労働対策事業 

○ 市民（勤労者）が市内に居住するための住宅の購入、新築及び増改築又は補

修のための資金用途のうち、スマートハウス化に向けた設備等を設置するた

めの融資を利用する際に、日本労働者信用基金協会へ一括で支払う保証料の

額を補助します。 

温暖化対策推進事業 

〇 戸田市環境基本計画 2021 の推進、環境配慮型設備等への補助制度の拡充、

特定事業者の地球温暖化対策計画制度や特定建築物環境配慮制度の運用な

どにより、市域から排出される温室効果ガスの排出量の削減を図ります。 

〇 気候変動による気象災害などへの備えとして、関係機関や関連部署と連携を

図るとともに、戸田市気候変動適応センターを活用し、市民や事業者への情

報提供に努めます。 



清掃総務事務費 

リサイクル推進事業 

〇 家庭や事業所から排出される未利用食品、過剰除去、食べ残しなどの食品ロ

スの削減に向けて、市民や事業者に対する普及啓発や情報提供を強化すると

ともに市民が主体となって実施するフードドライブを支援します。 

〇 蕨戸田衛生センターと連携して、家庭から回収した生ごみで堆肥を作り、そ

の堆肥で育てた花苗を市民に還元します。また、この生ごみ堆肥を姉妹都市

に提供し、地元農家で育ててもらった作物を、学校給食等の食材に活用しま

す。 

環境衛生事務費事業 

〇 戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例に基づき、市民や企業との協働

による環境美化の推進とマナー向上を図り、ごみのない、きれいで愛される

まちを創っていきます。また、喫煙制限区域における路上喫煙に罰則を科す

ことで、喫煙マナーの更なる向上を目指します。 

〇 飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上と良好な生活環境

の促進を図るため、地域猫等の対策を推進します。 

水と緑のネットワー

ク推進事業 

○ 戸田ヶ原自然再生事業では、戸田ヶ原自然再生エリアにてサクラソウを中心

とした野の草花の増殖、啓発イベントなどの実施を市民や企業など多様な主

体と協働して進めます。また、市の花であるサクラソウを、イベント等の機

会に展示や配布することを通じて、緑に親しむ意識の醸成を図ります。 

公園維持管理事業 

 

〇 台風などの際に公園等の倒木事故を予防するため、高木の管理方針に基づ

き、計画的に高木の剪定を進めます。 

公園施設整備・改修

事業 

○ 公園施設の安全性向上のため、北部公園野球場においては、高さ１０ｍの防

球ネットを設置することによって、打球による事故を防止します。 

  また、公園の存在効果及び利用効果を高めるリニューアルのプロセスの実証

と改善を目的に、社会実験とモデル公園設計に着手します。 

 


