
 

作成者 環境経済部 香林 勉 作成日 令和５年４月２１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、市民の環境や緑に対する

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、アフターコロナにおいて、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、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、アフターコ

ロナ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、安定的な経営基盤を構築すること

が求められています。また、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、本市の自然と都市が融

合した水と緑のまちの特徴を活かし、水と緑に触れる機会や公園活用の幅を広げる機会の創出など、豊かな自

然環境の保全や賑わいのある公園づくり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) 市街化が進み、樹林・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。 

(2) 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・憩

える公園の使い方や整備が求められています。 

(3) 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。 

(4) プラスチック資源循環促進法施行に伴い、プラマーク容器包装のいっそうの分別徹底や、ごみ全体の減量化・

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。 

（5）労働者それぞれの事情に合わせた様々な働き方が求められるなか、多様な就労者（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。 

（6）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時代に合った支援が求められています。 

 (7) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 環境経済部 方針書 
 



■ 令和５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、経済戦略室を中心に、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、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。 

・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、起業支援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、経営改善普及事業や事業承継支援を行うとともに、

情報の発信や事業者のニーズに沿った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。 

・市内事業者にＤＸ伴走型支援をはじめとしたＤＸ推進事業を実施することで、将来に向けた経営力の強化を後

押しします。 

・ＳＤＧｓ達成に資する取組を宣言する市内事業者を、「とだＳＤＧｓパートナー」として認定し、パートナー

のＳＤＧｓ活動をＰＲ支援するとともに、ＳＤＧｓの認知度向上及び促進を図ります。 

・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、戦略的な観光振興を展開しま

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。 

・ふるさと納税の返礼品を充実させることで、地域の魅力の創造・発信につなげていきます。 

・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むまち」「資

源を大切に繰り返し使い、環境をきれいに保つまち」「心豊かに快適に暮らせる自然環境と調和したまち」「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。また、2050年ゼロカーボンシティを見据えた

温室効果ガス排出量削減目標の見直しや戸田市環境基本計画の改定を行い、脱炭素社会の実現に向けて施策の

強化を図ってまいります。 

・公害対策の推進や、プラスチックごみ及び食品ロスをはじめとしたごみの削減・ごみの分別・再資源化により

循環型社会の実現を図り、特にプラスチックごみの削減を企図した「プラスチック・スマートアクション」を策

定します。また、「花火とさくらそう」をデザインし、二酸化炭素の排出を抑える素材を使用した戸田市推奨ご

み袋の利用を促進することにより、環境衛生や景観の向上と温室効果ガスの排出低減を図ります。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の設計・整備や市内大小の公園において社会実験を実施し、市

民の誰もが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運営を推進します。 

・令和４年度に制定した「市の鳥」カワセミについて、モチーフ作品の募集やカワセミマップ作り等の体験を通

じて、戸田市をもっと好きになるシンボルとして市民に親しんで頂くと共に、自然を大切にする心や郷土への

愛着を生み・育てていきます。また、「市の花」サクラソウの配布やサクラソウを中心とした戸田ヶ原の自然再

生の周知等を行い、緑への意識の醸成を進め、本市の特徴である自然と都市が融合した水と緑のまちへの関心

を向上させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



令和５年度 環境経済部の施策及び考え方の方針  

施策番号及び考え方 関連のある SDGs 

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 
  

       

施策番号 

及び 

考え方 

施策名 

及び 

考え方 

目 的 
令和５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。 

新たに制定した「市の鳥」と

共に、「市の花」、「市の木」と

いったシンボルに親しんで頂

けるよう、見る・触れる・育て

る等の機会を通じて、自然を大

切にする心や郷土への愛着を

生み・育てていきます。 

また、良好な緑地の保全を図

るため、生物の生息の場の提

供、良好な景観形成や気温上昇

の抑制など、自然環境が有する

特性を活かし、官民でハード・

ソフト両面において、持続可能

で魅力ある地域づくりを進め

ます。 

さらに、土に親しむ広場につ

いては、学童や保育園に対して

貸し出すことで、幅広い世代に

自然を身近に感じる機会を提

供します。 

加えて、みどりの学校ファー

ム、友好・姉妹都市と連携した

水安全部 

都市整備部 



収穫体験をとおして、緑と土に

親しむ機会を創出します。 

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。 

 

公園リニューアル計画に基づ

き、包括指定管理された市内８

５の都市公園に民間事業者の

ノウハウを活用し、公園のにぎ

わい創出と魅力向上に総合的

に取り組んでいきます。多様な

利活用が図られ、公益性を醸成

する公園に再整備するため、社

会実験やモデル公園の設計・整

備を実施します。 

また、公園施設の安全性を高

めるため、予防保全型の維持・

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排出

削減を図るため、温室効果ガス

排出量削減目標の見直しや環

境基本計画の改定を行います。

また、環境配慮型システム等の

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。その中で新たに、宅配ボ

ックス設置や電気自動車の軽

自動車への補助メニューを追

加するとともに、太陽光発電シ

ステムへの補助限度額を増額

し、環境負荷の低い機器設置の

更なる促進を図ります。 

市内各所における公害の現

況を把握し、発生を防止すると

ともに、浄化槽法に基づく法定

検査、保守点検及び清掃の実施

について周知し、河川の水質の

向上を図ります。 

また、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。 

 水安全部 



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。 

プラスチックごみをはじめ

としたごみの分別を徹底する

とともに、食品ロス削減のた

め、フードドライブなど地域に

おける環境活動を支援し、ごみ

の発生を抑制します。特に、ご

み削減の方策を盛り込んだプ

ラスチック・スマートアクショ

ンの策定に取り組みます。 

また、災害廃棄物処理計画や

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、粗大ごみ回収の強化や、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。 

「花火」と「さくらそう」を

デザインし、二酸化炭素の排出

を抑える素材を使用した戸田

市推奨ごみ袋を導入すること

により、環境衛生や景観の向上

と温室効果ガスの排出低減を

図ります。 

さらに、戸田駅前喫煙所の整

備や、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、人と動物の共生を目

指した条例を制定するととも

に、猫による地域環境への影響

の低減を図るため、飼い主のい

ない猫の不妊・去勢手術に対し

て助成を行います。 

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、

氷河期世代、高齢者、障がい者、

外国人などを所管する関連部

署間の連携を図ります。さら

健康福祉部 

こども健やか部 

  



に、求職者の付加価値が高まる

よう、公的資格取得支援や、就

労支援と市内事業者の人材確

保につながるよう、事業者見学

会などを実施します。 

また、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。 

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。 

アフターコロナを見据えた

デジタル社会において外部専

門家と連携し、ＩＣＴを活用し

た経営課題解決に取り組む市

内事業者を伴走支援し、将来に

向けた経営力の強化を後押し

するとともに、市内企業のＤＸ

推進を図ります。 

また、新技術・新製品の開発

や展示会への出展など、市内事

業者の新たな事業活動や外部

への発信を積極的に支援する

ことで、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し販路開

拓の機会充実を図ります。 

さらに、戸田市商工会などと

連携し、事業承継をはじめ、事

業者にとって有益な情報の発

信や講習会の開催などを実施

することで、市内企業の経営基

盤・事業継続力強化を図りま

す。 

令和５年度からは、商工会と

のさらなる連携強化による事

業者支援を実施するため、商工

会によるプレミアム付電子商

品券事業を支援し、市内消費の

活性化を図ります。 

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ふるさと

納税の返礼品の充実を図り、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地域

資源と自転車の活用方策を検

討し、観光振興を推進していき

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。 

市民生活部 

 

 

参 考 

令和５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５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 

 

 

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、市の花サクラソウのイベント等での展示や配

布、市の鳥カワセミの啓発を通じて、生物多様性の保全と緑に親しむ意識の

醸成を図り、自然環境の保全や気温上昇の抑制を促進します。 

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、樹木の保全を推進します。 

 

 

公園施設整備・改修

事業 

○ 公園施設の安全性向上・長寿命化のため、遊具等の公園施設の塗装を行いま

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を継続し、賑わいのある公

園づくりを推進します。 

  また、公園の大規模リニューアルの際には、緑陰の形成や雨水の浸透・蒸散

といったグリーンインフラの考え方を取り入れ、環境負荷の低減を図ってま

いります。 

 

 

 

温暖化対策推進事業 

〇 戸田市環境基本計画 2021 の推進、環境配慮型システム等設置費補助制度の

拡充や電気自動車等導入費補助制度の実施、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に努めます。 

  また、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

の連携を図り、戸田市気候変動適応センターを運営し、市民や事業者への情

報提供や周知・啓発を行います。 

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。 

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。 

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。 



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。 

商工調整事業 
○ 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。 

 


