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①担当部局による説明 

１）施策の目的 

戸田市のシティセールスの目標、目的は、「戸田市に人を呼び込み定着を図り、将来に渡

りまちの活力を維持し、持続的、安定的な都市経営による住民福祉の向上を目指すこと」に

ある。 

目標の実現に向け、戸田市に存在するボートコース、彩湖道満グリーンパーク、戸田橋花

火大会等の様々な地域資源を活かし、まちの魅力を市内外にアピールすることにより、市内

経済の活性化や、市民の戸田市への愛着、誇りの醸成を図る。主な取組についても、目的の

実現に資するものとなっている。 

 

２）事務事業の妥当性 

地域資源を活かしたシティセールスについては、観光振興事業から成り立っている。「戸

田橋花火大会の実行委員会への運営補助金」、市の観光事業を担う「一般社団法人戸田市観

光協会へのフィルムコミッション事務局補助金」及び「観光振興事業補助金」がある。フィ

ルムコミッションについては、「事前質問」への回答と併せて説明する。 

フィルムコミッション協議会は、全市的なイメージアップ体制が必要なことから、市を始

めとする関係者による協議会方式で設立された。映画やテレビドラマ、ＣＭの撮影のため、

観光資源を活用し、波及効果により地域活性化、住民意識への良好な影響を期待するもので

あることから、観光協会が事務局となっている。135 万 1,327 円の補助金交付額となってい

る。 

平成 24 年度活動実績については、受付件数：192 件、撮影実績：63 件である。 

フィルムコミッション協議会の今後の課題と対応策についてである。東京都に隣接した地

理的要因もあり、利用件数は増加傾向にあるが、市が、ＰＲとなる場所の撮影を希望してい

るものに対し、撮影側の希望が、「カット撮影」、「放送前告知不可」、「撮影予告不可」とす

るものが多い状況があるが、今後、戸田市が「画になるまち」として、制作者が頭に描く映

像イメージを実際の風景に置き換えできるよう、ロケ受け入れコーディネートを行い、撮影

が増加するようＰＲに努めたい。市民参加型の検討については、制作側と地元住民が作品制

作を通じて交流することは意義のあることと思われるので、制作会社が作成する募集要項等

によるＨＰ等を活用し、撮影に必要な人員の対応を図るなどの広報を検討していきたい。な

お、全面的協力を前提とした場合の障壁については、ロケ地情報、写真提供の他、撮影許可

申請の代行、立会い、食事、宿泊施設の手配、エキストラ募集手配、パンフレット製作配布

等撮影側の希望により、撮影場所を探すなどの対応が考えられる。 

 

３）施策の進捗状況 

指標についても、ほぼ目標を達成していることから、「予定通り」実施していると考えて

いる。 

 

４）資源の方向性 

人員、予算いずれについても「現状維持」としたい。 

 



 2

５）その他 

観光協会の体質強化と組織の活性化についてである。花火大会開催については、実行委員

会事務局を担当しているが、例年、３月中旬から８月の開催日までの事務量は大きく、複数

の職員を事務に割いている状況がある。 

観光協会については、以前、花火大会で実行委員会事務局であった経緯があることから、

今後の検討課題として、将来的に花火大会実施に対し、主体的に運営に関与していけるよう

な仕組みを考えていきたい。ただし、現在の観光協会事務局については、局長及び事務職員

2 名の体制となっていることから、フィルムコミッション事務局業務も含め、戸田市観光推

進を担う主体の一つとして、体質強化と組織の活性化が図れるよう検討を進めていきたい。

 

②委員による質疑 

１）事務事業の妥当性 

■委員長 

当該施策では、事務事業が一つで構成されているので、中身が十分であるかどうかの観点

と、新たな事業が必要であるかどうかの視点からの評価が必要になってくると思われる。

 

■委員 

施策評価シートにおいて、施策を構成する事務事業で「フィルムコミッション」という言

葉の記載が出てこなかった。施策の中に事務事業や活動を入れたほうがよいのではないか。

■担当者 

事務事業評価の事業内容には記載があるが、施策評価シートには項目として出ていない。

 

■委員 

小さい扱いという考え方でよいのか。 

 

■担当者 

そうではなく、施策評価については総合振興計画で「主な取組」として項目が挙がってい

る関係で、「シティセールス」という大きな枠組みの中にフィルムコミッション事業が入っ

ているという形になっている。 

 

■委員長 

既にヒアリングを行った「施策 66 新たな産業の創出支援」において、工業の振興はボリ

ュームが大きく、目的の違う事業が一つに束ねられているがゆえに、施策の中に構成として

は事業が２つしかなく、工業振興事業は事業費も大きく施策内優先度も「Ａ」になっている。

一方、観光振興事業という括り方は総合振興計画に規定されておらず、この事業をこのよ

うな括り方でいいのかというのが質問である。フィルムコミッションは一部に組み込まれて

いる。事業の切り出し方の設定は担当課で決めるものではないのか。 

 

■担当者 

一方的に決めるものではなく、策定していく中では担当課で協議してやっていると思う。
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■委員 

歴代の観光協会事務局長を、経済産業振興課の課長が退職後に続けているように感じる

が、観光協会と戸田市はどのような関係になっているのか。観光という部分を進行していく

に当たり、組織改善していかないと進まないのでは。市との関連性と、観光協会の委員選任

方法を聞きたい。 

 

■担当者 

観光協会は、元々、戸田町観光協会として発足した。発足以来、直営事業として彩湖道満

グリーンパーク内の釣場や売店、戸田競艇場売店を収益事業としている。なお、平成９年３

月まで市職員が事務局を受け持っていたが、平成９年４月に市から独立し、協会としての自

主運営を始めた。独立のきっかけは収益事業が理由だと思われる。 

平成 11 年に発生した水害によって、観光協会が所有している施設が打撃を受けたため、

その修繕に対し費用が大きな負担となり、運営も難しくなってきた。このような流れで、現

在は一般社団法人戸田市観光協会となった。 

 

■事務局 

ここで補足と訂正をしたい。観光協会は市から独立したということはなく、元々、市とは

別のものである。市の行政機関の一部をなしていない。平成 24 年度から一般社団法人にな

ったが、その前から市とは別の組織である。設立資金も市は出していない。 

 

■委員 

施策評価シートの「魅力あるまちとしての認識度」の目標の達成値が書かれていないが、

やっていないのか。 

 

■担当者 

４年に１回の市民意識調査の結果を反映するものであり、平成 22 年度の結果の記入が漏

れており、38.9％という数字である。 

 

■委員長 

総合振興計画を見ると、平成 21 年実績値が 38.0％となっているが、実際は平成 20 年度

の調査結果なのか。４年に１回の調査とはどういうことか。 

 

■担当者 

施策評価を作った段階では平成 18 年度に行った調査結果を用いている。詳細は調べる。

 

■副委員長 

３つのセクションに共通するバックデータを確認したい。担当部署として、施策の成果を

測定するためにどのようなデータを前提にして議論しているのか。「イベント店舗数」や「市

民アンケート調査」以外にも実施しているのではないか。観光市の自治体だと、一般的に、
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観光客入れ込み客数を定期的に観測するのはされているので、戸田市はやっていないとは思

えない。シティセールスという柱を立てているので、データを持っているのではないかと思

う。ここでそのデータを共有できないと、評価に当たり、間違った判断をしてしまうかもし

れない。どのような項目で調べているのか。 

 

■担当者 

施策評価シート作成に当たり、指摘いただいた指標の他に、事務事業評価シートにも活動

の指標として、「花火大会の情報発信回数」や「映画等撮影依頼への対応」といったものも

押さえている。 

 

■副委員長 

観光客入込数をカウントする仕組みはないということか。 

 

■担当者 

ある。県に定期的に報告しているが、取りまとめる時期がこの評価シート作成の後になり、

ダイレクトに反映していないのが正直なところである。 

 

■副委員長 

平成 24 年度のデータはなくても平成 22 年度については分かると思うが、大まかな推移

を口頭で説明いただけないか。 

 

■担当者 

目に見えて増加はしておらず、横ばい傾向である。 

 

■副委員長 

入込客数以外にはどのようなデータを持っているのか。 

 

■担当者 

横の連携が図られていないと言われればそれまでだが、政策研究所でも様々な基礎研究を

している。平成 26 年度に研究所ができた段階で、シティセールスについて、「戸田市は知

名度が低いのではないか」、「愛着が湧くような施策を行っていないのではないか」、「外部に

情報が出ていないのではないか」という意見もあった。例えば、転入転出者に、転入転出の

理由を聴く調査を行っている。「戸田市の魅力」という視点で見ているが、６割の方が、出

て行った人も入ってきた人も、「良いところである」、「住みやすい」と評価している。シテ

ィセールスの観点でいくと、その内、4 割が良いところだと言って出ていった方が戻ってき

てくれる。住んでいる人が、愛着が湧き、いいところを外に発信し、戸田の魅力を感じても

らえるというような事務事業を進めていかなければいけない。シティセールスについては、

今日やったからといって明日から魅力が上がるというものでもない。長い視野で見ていく必

要があるかと思う。そのようなかたちで、調査についても今後とも取り組んでいきたい。
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■委員長 

観光による市内経済活性化ということも謳われているが、経済的データに関しては経済産

業振興課で報告書を作成されているかと思うが、このようなものも踏まえて施策評価は行わ

れているのか。 

花火大会来場者数、ボートコース等以外で新たな観光資源を発掘するというのが施策の中

で謳われているが、新たに発掘されたのか、また、新たに発掘されていない場合は目星をつ

けているのか。 

 

■担当者 

観光資源の発掘については、戸田市として歴史的なものや、お客様を呼べるというような

ものは少なく、新たなものについて検討していかなければいけないが、現実としてはなかな

か進んでいない。 

経済の振興に資するようなものでデータ、実績としてあるかということは、施策評価シー

トの指標欄で「イベント時市内商品の販売店舗数」を設定しており、商工祭、収穫祭、農業

祭への市内商店の参加についてカウントしている。 

 

■委員長 

マクロな経済統計は市のレベルでとっていると思うが、それはとっているのか。 

 

■担当者 

集計できていない。 

 

■委員長 

従業者数、売上げ等はどうか。 

 

■担当者 

国の指定統計をベースにしている。 

 

２）施策の進捗状況 

■委員 

観光協会には３名のスタッフしかいない。これではフィルムコミッションに力をいれよう

と思っても無理ではないかと思う。この中に、観光協会の体質強化と組織活性化云々と入っ

ている。人的資源を、計画的に期限を切って活性化することによって、フィルムコミッショ

ンについて市から働きかけることができるのではないか。一方、戸田の観光協会が主体とな

り、全国の自治体が加盟しているフィルムコミッションの団体のウエブサイトに載せること

によって協会が立ち上がり、自発的な営業ができ、各制作会社が積極的に営業できるのでは

と思う。戸田市が幅広く認知されることにつながるのではないか。どこの自治体も大体 10

名から 20 名がボランティアでやっている。そのようなものをやれば、フィルムコミッショ

ンが戸田市内でも認知され、積極的に参加するので高齢者福祉にも役立っていくのではない

か。観光協会で、例えば予算を今の３～４倍かけるなどして、進めてはどうか。 
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■担当者 

積極的に事業を進めることによって戸田市の知名度が上がり、人を呼び、市民のやる気な

ど気持ちの醸成にもなり、正にご指摘の通りかと思う。例えば、予算を増やし、実際に動け

る体制にするという話もあったかと思う。観光協会も経営は厳しいため、具体的なことを申

し上げられないが、組織の体質強化についても検討を進めている。そのような形になったと

きには、積極的にフィルムコミッション事業を進めるため、組織として市から補助金を多く

投入しても有効活用できると考える。 

 

■委員長 

高崎市もフィルムコミッションが有名で、高崎映画祭が行われている。高崎市の観光課内

に事務局はあるが、住民参加型で、大学も一体となり、協働でやっている。参考にしてはど

うか。 

 

■副委員長 

先程の、「どのようなデータを持っているか」という質問からの展開だが、進捗を管理す

る上で、ここに挙げられているものだけが大事となり、施策評価シート上の３つの項目だけ

を見て施策の転換をしているのか、また、それ以外も大事なものがあり、それを見ていくこ

とでしているのか。どのようなものを大事なものとしてみているのか。 

施策の進捗を図る上で、「施策のやり方が進捗を決めていく」ということがあると思う。

「補助金」を出すということは、実行主体は他者なので、他者が頑張ることに対し応援する

ということである。一方、「委託」だと、委託の仕様内容を満たすために頑張れということ

である。観光協会や各種団体の間で、「委託」ということであればインセンティブが働いて

効率化していけば儲けがあるが、どのようなかたちの契約を結んでいるのか。 

あくまでも、現在は市職員と観光協会の方だけという話があったが、高崎市だと高崎経済

大学の方がフィルムコミッションにインターンに行き、外部資源を導入していくといったこ

とがされていると思う。外部資源を取り入れてしているのか説明があれば、今後の進捗状況

の確認と方向性に対する情報になるかと思うが、その点について、どのようなかたちで外部

資源を入れているのか。 

 

■担当者 

進捗状況の確認については、申し訳ないが基本的には今提案されているもので判断した。

補助金で行うか委託でやるかということについては、この事業の内容としては補助制度でや

っている外部資源の導入については、観光協会だけのせいではないのは承知だが、そこまで

とても至っていないというのが現実である。 

 

３）資源の方向性 

なし 

 

４）その他 
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■委員 

花火大会は大好きであり高く評価している。市外に住んでいる友人を自宅に招き、花火を

見る機会があると褒められる。また、戸田市に住んで毎年花火を見たいと好評である。一方

で戸田市には歴史的資源が少ない。地方に行くと道の駅があり、地元の方たちが出展する機

会があるが、戸田市にはないのが残念に思う。ただし、総合して戸田市に対する評価は高い。

 

■委員 

観光協会に補助金を出しているが、観光協会の内部のことに関して、行政は口出しできな

いのか。ヒアリングの別の施策で起業支援センターの話があったが、起業支援センターの退

所者で観光のエキスパートがいる。花火大会もその方が携わっていると思うが、そのような

方を委員として内部に入れればいいのではないか。もしくは、戸田市民の中でも、観光に興

味があってこんなふうに戸田市をＰＲしたいという独自の考え方を持った方がたくさんい

ると思う。そのような方たちを可能なら中に抱えることする。商工会を見ていると、組織は

硬直化していて委員の異動はほとんどないと思う。今後、観光に力を入れていくというので

あれば、組織の見直しもやっていかなくてはいけないのではないか。なお、委員選定は観光

協会内で行われており、市は関わっていないという認識でいいか。 

 

■担当者 

観光協会の在り方であるが、市とは別の独自の団体ということになっているので、その中

で役員なりを決めている。ただし、会長は市長ではある。会長が市長ということで、環境経

済部や経済産業振興課は全くのノータッチではいられないことから、経済状況や体制の相談

はある。観光協会においても、取りかかって提案となるのかは、今後、関連する団体と打合

せをやっていくということで考えてはいる。 

 

■委員 

評価シートの目標達成状況で好調なのが、映画撮影対応、映画撮影実績であり、平成 23

年度は目標 40 に対し 76 と約 1.5 倍、平成 24 年度は目標 40 に対し実績 194 と約５倍にな

っている。好調な具体的要因は何か。 

 

■担当者 

東京から近いということで、手軽で安く撮影できる利点があると聞いている。 

 

■担当者 

何本か撮影に立ち会ったことがある。市長室、副市長室などを使った。制作者側にロケ地

に選ぶ理由を聞くと、「すぐに来ることができて、撮影が終わったらすぐ出ていける」とい

うのが最大のメリットだということである。一度、ロケで使われると、口伝えで評判が広が

る。一方、留意が必要な業者もあり、撮影をやったらやりっぱなしで帰るというところもあ

る。たまたま最初に使っていただいた業者の方は適切に使用して帰ったので、また使ってく

ださいと言ったところ副市長室と市長室が２、３回ロケで使用されることとなった。それに

ついて市は費用も取らないし、ある程度、自由に使用していただいているということで、口
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伝えで何件か個人的にオファーを受けた。本件のようなかたちで成立したのが３件ある。口

伝えで「戸田市はいいところだ」と、撮影側の業界の中でも少し広がっていけば、戸田市の

名前の売り方の一つの手段となるとは考えている。 

 

■委員長 

観光振興事業は大きく三つに細分化できるかと思う。「花火大会」、「観光振興事業への支

援」、「フィルムコミッション事業」の三つだが、三つの重要度や政策的優先順位、担当部門

の中での力の入れようと、今後の展開はどのような見解か聞かせてほしい。 

 

■担当者 

経済産業振興課職員の力の割き具合は、１番が花火、２番がフィルムコミッション、３番

が観光振興である。事業のボリュームからして致し方ないと思っている。今後も変わりはな

いと考える。 

 

■副委員長 

シティセールスを巡っては、色々な自治体がアプローチをしている。例えば、県内だと三

郷市はニュータウンを作るエリアなので、アイデンティティをどのようにつくるかに力を入

れていると思う。三郷市の場合は、市民を統合していくような方向性があるかと思うが、戸

田市としてはどのような哲学を以て取り組もうとしているのか。全体を理解する上で大事な

ポイントかと思う。 

 

■担当者 

シティセールスには色々な切り口があると思う。東北地方で魚の美味しさを売りにするの

もシティセールスである。戸田市は正直に申し上げて、なかなか観光資源がないということ

で、都市イメージでプロモーションもするし、外への発信もしていくという中で、観光事業

についても手段の一つであるが、一番手っ取り早くできることは、都市イメージの強化によ

ってそれを内外に発信するというやり方である。「何を都市イメージにし、何をターゲット

にし、どのように発信していくか」は、現状を見れば「子育てのまち」という考え方で都市

イメージを作っていくか等、試行錯誤している状況だが、戸田は若い世代が多いということ

でにぎわっている。「子育てするなら戸田」というイメージを強化し、売っていくシティセ

ールスの手法が戸田には合っているのではないかと、大学の先生と連携し進めているところ

である。「戸田市はこれ」、と出せればいいが、試行錯誤の段階だが、現在のところ、「居住

環境で都市イメージの強化をしていくのがいいのではないか」という考え方でまとまってい

る。 

  


