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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 令和 3年度 第 2回東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議 

開 催 日 時 令和 3年 12月 16日（木）午後 6時 30分～8時 00分 

開 催 場 所 東村山市役所いきいきプラザ 3階 マルチメディアホール 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委 員）牛山委員（会長）、髙橋委員（職務代理）、五十嵐委員、鈴木委員、十時委員、

平沼委員、山岸委員 

（ 市 ）渡部市長 

（事務局）平岡経営政策部長、東村経営政策部次長、深野企画政策課長、 

     高木企画政策課主査、中田企画政策課主任 

●欠席者：なし 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 0名 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．委嘱状の交付 

３. 会長の互選・職務代理の指名 

４. 傍聴の定め及び会議の公開について 

５. 市長挨拶 

６．議事 

（１）これまでの振り返りと今後の会議の進め方 

７. その他 

８. 閉会 

問い合わせ先 

東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議事務局 

（東村山市経営政策部企画政策課） 

住所：〒189-8501 東村山市本町 1-2-3   電話： 042－393－5111（内線 2213） 

会  議  経  過  

１ 開会  

 

【事務局】 

 〇資料の確認 

 

２ 委嘱状の交付 

 

 〇渡部市長より委嘱状を交付 

 〇委員自己紹介 

 〇事務局自己紹介 

 

３ 会長の互選・職務代理の指名 

 

 〇会長に牛山委員が選出、職務代理に髙橋委員が指名された。 
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【会長】 

・条例策定の際に市長の考えのもと、市民の意見を丁寧に聞くために市民討議会というワークシ

ョップを開催した。会場に入りきらないほどの参加希望者があり、抽選で人数を絞ったほどであ

ったことを思い出した。あの当時、それほど多くの人が集まって議論できる市はほとんどなかっ

たが、そのようにして市民の皆さんが作った条例を育てていかれればと思う。東村山の皆さんが

活発に議論できるように尽力したいと思うのでよろしくお願いする。 

 

【委員】 

・平成 27 年から委員を務めている。ニュースや新聞などで東村山の名前が少しでもあがると注目

するようになり、これからもさらに発展してほしいという気持ちが強くある。 

・職務代理として会長をサポートしていかれればと思うのでよろしくお願いする。 

 

４ 傍聴の定め及び会議の公開について 

 

〇これまで通りに「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」に基づき、会議の公開、傍聴者への

会議資料の閲覧・持ち帰り許可、会議録の発言者名表記不可（会長・委員で表記）、傍聴に関しては「東

村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議の傍聴に関する定め」に従い許可すること、

委員名簿のホームページ掲載は【配付資料３】のとおり公開することが決定された。 

 

５ 市長挨拶 

 

【市長】 

・年の瀬のご多忙の中、東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例見守り・検証会議に出席を

いただき感謝申し上げる。 

・委嘱状交付をさせていただいたが、非常に多様性に富んだ顔ぶれで委員会が設置されたことを

嬉しく思う。2 年間の任期となるが、よろしくお願いする。 

・条例策定までに 5 年近くかかった。策定の前段として手続きに関する条例を制定し、さらに条

例案の骨子を議論していただく審議会を設置して、当時牛山先生に審議会の会長を務めていただ

き、平沼委員にも市民委員として関わっていただいた。途中、1 年半近くにわたり月 1 回ペースで

ワークショップを開催し、無作為抽出で選ばれた市民の方に議論を戦わせていただき、条例の骨

子を作り上げていただいた。そのときに、条例を作りっぱなしにせず、きちんと生かして市政運

営がされるのか、あるいはまちづくりが進むのかを見守り、検証する必要があるという提言を受

けて、見守り・検証会議を設置させていただいた次第だが、このような会議体を設置した自治体

は全国でも当市くらいではないかと思う。 

・本条例において、まちづくりの基本原則と言われている市民との情報共有や市民参加、協働と

いったことをテーマに、1 年ごとに市の事業をいくつか選定し、検証するというように、条例の理

念に則って市の施策が行われているかについてご指導いただいてきたところであり、そういう意

味ではこの見守り・検証会議が、東村山市の自治の質を高めていただけたと思っている。 

・条例が施行されて 7 年経つが、今では本条例の考え方が当市の様々なところに生かされている。

新たな計画等を策定する場合には必ず、市民の皆さんに良い情報も悪い情報も出しながら、ワー

クショップを開催したり、パブリックコメントを実施したりして決めさせていただいている。ま

た、実際に事業を行う際には協働しながら進めていくというのが、今や東村山市の標準的なスタ

イルとなっている。 
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・ただコロナ以降、対面での会議やワークショップ等の開催がままならないというように状況が

様変わりした。それからもう一つは、今まで地域を担う市民活動をされていた方々が高齢化して、

団体等が弱体化したり、活動が休止、あるいは解散というようなこともあった。今後地域を誰が

どういう形で担っていくのかという課題はこれまでにもすでにあったが、コロナを契機として顕

在化したと受け止めている。 

・コロナ対策等の国の施策について、基礎自治体が下請け的に使われるような状況になりつつあ

ると感じている。コロナ禍という非常事態において、一基礎自治体としてやれることの限界があ

ることも事実なので、今後、ウィズコロナあるいはポストコロナの中で、どのように自治を確保

していくのかということについて考えていく必要がある。 

・本日は、見守り・検証会議のテーマについてご議論いただきたいと思うので、よろしくお願い

する。 

 

６ 議事 

（１）これまでの振り返りと今後の会議の進め方 

 

〇事務局より、これまでの振り返りと今後の会議の進め方について説明を行う。（配付資料 4、参考資料 1） 

 

【会長】 

・今後の会議の進め方について二点決めていく。 

 まず一点目、「諮問・答申のタイミング」について、事務局より 2 年の任期内に一つの諮問、一つの答申

とする提案に関して、ご意見、ご質問等があればお願いする。 

 

【委員】 

・見守り・検証会議でどのように検証すれば良いのかまだイメージできていない。先ほど自治会

加入率や老人クラブ数が減ったという説明があったが、たとえばその対策についてここで話し合

えば良いということか。検証の仕方にもよると思う。 

・2 年間かけて検証するのが一つのテーマだけで良いのかという考え方もあるし、じっくりとその

問題に向き合って、良い解決方法を出していくのが良いという考え方もある。 

 

【委員】 

・私も初めて委員となったので、どういう感じかイメージがまだつかめていない。「アフターコロ

ナにおける持続可能な東村山をつくるための市民自治とは」に対しての答申ということであれば、

テーマが漠然としていてどのような議論をすれば良いのかがわからず、2 年という期間が長いのか

短いのか答えにくい。 

 

【会長】 

・継続して委員を務められている皆さんの考えはいかがか。 

 

【委員】 

・2 年かけて検証していける検証対象を選べば良いだけだと思う。 

 

【委員】 

・これまでは、1 年に三つか四つの事業を選んでそれに関して検証してきたのだが、正直少し慌た
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だしかった。内容によっては、2 年かけてじっくり検証しても良いと思う。 

 

【委員】 

・任期が令和 5 年 6 月 30 日までとなると実質 1 年半しかないので、一つのことをじっくり話し合

った方が良いのではないかと思う。これまではデータ検証などができなかったものもあるので、

できればデータ検証を含めてお話しいただければ良いと思う。特に自治会加入率というのは、新

しい地域では自治会を作っていないところも多いので、それがどう母数に反映されているのかも

含めてお話いただきたいと思う。 

・自身も老人会に入ってもいいくらいの歳だが、誘いもないし、どのような組織が全くわからな

い。そういう状況も踏まえて検証する必要があるとなると、任期にわたって話し合った方が良い

と思う。 

 

【会長】 

・これまで検証作業を経験してきた委員の皆さんとしては、どのような検証テーマにするかにも

よるが、任期の間に一つの検証テーマを検証した方が良いのではないかというご意見であったが

いかがか。 

 

【委員】 

・自治会に関しては市民協働課、老人クラブに関しては健康増進課というように、別に担当所管

があり、そこで検証されているのではないか。 

 

【会長】 

・個別の政策評価ではなく、例えば、自治会加入率を高めることや、老人クラブを活性化させる

ことが、この条例の理念に沿ったやり方でされているかについて検証をするということだ。所管

課における評価とは違うというふうに理解した。また、自治会加入率や老人クラブ数については

市が持っている問題意識の背景の説明であって、これらを検証しようと提案されているわけでは

ない。 

 

【事務局】 

・事務局からの諮問の方向性についての説明で、「市民自治」というのが漠然としていてわかりに

くかったのだと思うが、例えば個人に着目した方が良いのか、あるいはある程度組織化されたコ

ミュニティ活動を活性化するにはどうしたら良いのかといったことについてのご意見をいただき

たい。ご意見をいただくにあたっては、個別のいくつかの現象のデータも参考にしながらとなる

と、2 年間かけて議論する流れを想定して説明させてもらった。個別の事業の善し悪しということ

ではなく、例えばコミュニティの活性化により持続可能となることや、活性化の状態とは一体な

んなのか、ということを議論するのが本質だと思う。まちづくりに重要な自治について、皆さん

がどのようなことに関心をお持ちなのかとか、コロナ禍またはアフターコロナにおいてどのよう

なところにポイントがあると感じておられるのかを伺いたい。 

 

【委員】 

・手続きとしてみんまち条例に沿って進められたかどうかを検証する会議であるということだが、

実際は事業そのものが良くならないと意味がないと思う。 
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【会長】 

・個別の事業がうまくいっているかどうかというのは、政策評価として別という考えがあるのだ

と思う。総合計画などでも進捗管理がされている。個別の事業がみんまち条例の理念に沿ってき

ちんと進められているかという観点から検証するのがこの会の役割だ。 

・茅ヶ崎市では、数字で達成度を評価することとは別に、総合計画で掲げた理念が実現されてい

るかどうかという理念評価もやっているが、それに近い感じがする。 

・残り 1 年半の任期の中で、2 つのテーマを検証するには時間的に短いと感じる。 

 

【委員】 

・これまでの検証方法を確認したい。例えば情報共有を検証テーマとした平成 27 年であれば、検

証対象である産業まつりやごみの出し方の変更などの取組がきちんと情報共有できているのかと

いう視点で検証しているということでよいか。 

 

【会長】 

・そういうことだ。 

 

【委員】 

・これまで検証テーマはどのように決めていたのか教えてもらいたい。 

 

【事務局】 

・市の方から、検証いただきたい検証テーマをもとに諮問させていただき、ご審議いただいてい

る状況だ。 

 

【委員】 

・今回も、そういうかたちで市の方から検証テーマが提示されるということか。 

 

【事務局】 

・そういうことになる。以降の会議では、コロナによって社会状況が大きく変化した中で、この

状況下に合った手法についてや、市民に対するアプローチができているかといったことについて

ご意見をいただきたい。 

 

【会長】 

・本来であれば、本日諮問がなされ、その諮問事項について議論するのが通例だと思う。ただ、

今回については、コロナという特殊な状況もあるし、諮問・答申のタイミングの変更ということ

になると、意見を伺ってから諮問した方が良いのではないかということで、今日の議論を受けて、

諮問をいただく形になるという理解だ。 

・諮問・答申のタイミングについては、次の諮問の方向性について議論したうえで決めていきた

い。 

・事務局から、コロナの影響を含めた市民活動や市の事業の現状の報告の課題と課題の共有があ

ったが、質問があればお願いする。 

 

【委員】 

・もしこのテーマで検証することになった場合、このテーマにおける市の施策をいくつか挙げて
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もらい検証していくということか。 

 

【事務局】 

・そのとおりだ。いくつか紹介させていただく事業に関して、アフターコロナの手法としてどう

であったのかという視点でご意見をいただきたいと思っている。 

 

【会長】 

・イメージとしては、コロナ禍において、みんまち条例の理念が施策にきちんといかされたかを

検証しようということだ。 

 

【委員】 

・市の事業で、市内にある大小 160 ほどの公園の管理・活用を一括して指定管理とするものがあ

る。どのような経過で指定管理者制度に移行することになったのか、市民としては驚きだった。

これから始まる事業を検証することはできるのか。 

 

【事務局】 

・アフターコロナの中で、今後どのように進めていくべきか、市として考えていきたいと思って

いる。今後の事業についても検証したいという意見があれば、対象事業のひとつにすることも可

能だと思う。 

 

【会長】 

・これから進める事業についてこうするべきだという検証は、評価ではなくて、政策に対する意

見になるのではないか。 

 

【事務局】 

・過去の取組の検証が諮問・答申の中心的な内容となることは間違いない。そのうえでなお、社

会状況が激変したということがあり、コミュニティのあり方や個人のライフスタイルの変化のス

ピードが、行政計画の中で考えているよりもずっと早くなっている。このような状況を踏まえ、

必要な観点や効果的な事業についてもご意見をいただきたいと思う。前回の答申の例を参考に、

諮問・答申の内容となる過去の取組の検証を中心に、新しい事業や観点についても両面から議論

いただけると思う。諮問・答申のタイミングの変更により、そういった点も含めて議論する時間

ができると考えている。 

 

【委員】 

・公園の運営を指定管理者制度に移行することに決定した経過がみんまち条例に則して行われた

かという検証であればできるということになると思った。 

 

【委員】 

・アフターコロナで市民同士が全く違うかたちでつながっていく可能性があるので、東村山市が

「市民が中心のまちづくり」のモデルケースとなれるような地域コミュニティのあり様を議論で

きるとおもしろい。 

 

【事務局】 
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・市民同士のつながりの希薄化や孤立化という問題はこれまでもあったが、コロナをきっかけに

状況が進んで顕在化した。コミュニティのあり方の変化をチャンスと捉えて、三原則の手法につ

いての意見をいただけるのであればありがたい。また、地域コミュニティによらない新たなつな

がりができれば、市にとっても大きな力になると思うので、ぜひ取り組みたい。 

 

【委員】 

・確かにコロナによって市民同士のつながりの希薄化や孤立化に拍車がかかってしまったのかも

しれないが、コミュニティが希薄化した根本的な原因を捉える視点は失わない方が良いと思った。 

 

【会長】 

・高齢者数が増えているのに、老人クラブ数は減少している。そういう意味では、自治会加入率

減少と共通する原因以外にも、また別の原因があるのではないかと思ったが、事務局としてはど

のように分析しているか。 

 

【事務局】 

・コミュニティの希薄化の根本的な理由とコロナの影響は分けて考えるべきというのは、確かに

その通りだ。なぜコロナの影響について触れたのかといえば、例えば自治会や老人クラブという

ものが、基本的には顔を合わせて人と触れ合いながら、合意形成を図ったり、イベントを実施し

てきたコミュニティであり、そういった関係性によって地域を形作ってきたという認識がある。

少子高齢化により組織を担う人がいないという根本的な問題があることに加え、コロナがこの状

況に拍車をかけたというのは先ほど説明したとおりだ。コロナによって、これまでのコミュニテ

ィを支える中心的要素であった対面での関係性作りといったものが困難になったことで、行政と

しても苦慮している。今後は、コミュニティのあり方をある程度変えていかなければ、地域の活

性化が立ち行かないのではないかという問題認識を持っているため、このような諮問の方向性を

提案させてもらった。 

 

【会長】 

・高齢者が増えているのに、老人クラブ数が減少している原因をどう見るのかというのは、難し

い。そもそも人と人との繋がりが希薄になっており組織を作らないとか、昔ながらの組織運営に

嫌気がさしているとか、老人の年齢でもまだ若い人が多いとか、いろいろな見解があると思う。 

・そういったことを分析した上で、コロナ禍における協働の手法であるとか、コロナにより市民

同士のつながりの希薄化が進んだことが、今後の社会へどう影響するかということをこの条例の

視点から検討していくということではないか。 

 

【委員】 

・老人クラブや自治会というのは、何らかの共通性を持ったつながりであるが、コロナ禍におい

てはむしろ、そういったつながりの枠外に置かれた方、例えばシングルマザーのような方が大き

なダメージを受けた。今回の資料では、コミュニティにすらも入っていない人たちが対象外とな

っている気がするが、どのようにお考えか伺いたい。 

 

【事務局】 

・コミュニティに入っていない方も対象外ではないと考えているが、これまでの市民参加や協働

は、地域コミュニティの力が大きかった。今、そういった基盤が崩れ始めている中で、これまで
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どおりのアプローチの仕方では、本来つながることのできていたコミュニティや、つながる可能

性がある方を、排除してしまっているかもしれない。もし、新たなアプローチの手法や考え方が

あれば、ぜひ作り上げていきたいと思う。 

 

【委員】 

・持続可能な東村山とは、もともと東村山に住んでいる人が子育てしながら住み続けて持続可能

にするのか、新しい人を呼び込んで持続可能にするのか、どちらを目指すかでコミュニティの形

が変わると思う。 

・今年結婚した知り合いが、住みたいまち 10 位に選ばれた秋津に住むことを希望したが、新婚の

二人が住める新しいアパートを見つけられず、武蔵小杉に引っ越してしまうということがあった。

持続可能にするための視点として、ファミリーで住み続けてもらうのか、結婚して東村山に入っ

てきてもらうのかによって、アプローチも変わると思った。もしかしたら東村山を選んでもらう

ための情報がコミュニティの形も含めて発信されてないのではないかと感じる。 

 

【事務局】 

・持続可能な東村山とは、新たに住みたいと思ってくださる方を増やすことと、住んでいる方に

ずっと住み続けていただくことの両方だと思っている。 

・たとえば結婚を機に転居する際に、東村山に住みたいと思っていただけるようなまちづくりを

進めてはいるが、そういった方の意見がうまく反映しきれていないということもあるかもしれな

い。意見を取り入れるための市民参加や情報共有のより良い方法を考えることで、今後そういっ

た方にもアプローチできるかと思うので、この会議においては、そこについて意見や評価をして

いただきたい。 

 

【委員】 

・多くの会議がある中で、この見守り・検証会議には市長が毎回参加してくれている。市がやっ

ていることについては検証しているものの、市民がやっていることについてはなかなか検証でき

ないので、市長が市民に対して期待することがあれば教えてほしい。 

 

【市長】 

・基本的にみんまち条例の理念では、市民も行政も議会もそれぞれが役割を果たしていくことが

うたわれている。市民の方には、地域や東村山について関心を持っていただき、できるだけ主体

的に様々な地域課題の解決等に取り組んでいただけると大変ありがたい。 

・市民の方が地域に関わろうとするときに一番のとっかかりとなるのが、既存の組織としては自

治会や老人会がある。自治会はもちろんのこと、老人会も、老後の方の趣味的な活動の他に、今

は老人会友愛訪問というかたちで、高齢者の方の見守りなどの地域活動もしてくださっており、

ともに、住民主体で地域課題の解決を担って頑張っていただいている。コロナの前からそういっ

た既存組織の数がどんどん減ってきていたが、さらにコロナで拍車がかかって顕在化したことも

事実である。 

・例えば、コロナが心配で回覧板を回したくないとか、自治会や老人会の会費を集めに行けない

といった声がある。そのレベルで、地域を担う既存の組織団体が徐々に弱体化しているのは間違

いないと思っているが、逆にネットを中心として、地域に関わりなくある種のコミュニティがで

きている側面もある。 

・たとえば防災や防犯は、行政と市民、また市民同士の協働が欠かせない。コロナの影響で、避
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難所運営連絡会も 1 年以上開催できず、訓練もできない状況の中、もし今本当に、大きい災害が

来てしまうと、守れる命も守れなくなってしまう可能性もある。コロナ禍において、行政として

どのように進めていくべきなのかが課題だ。情報共有でいえば、ＩＣＴを活用して情報をやりと

りするということもできるが、高齢者を中心にデジタルデバイドの方に対しての対応をどうする

のかということ。市民参加でいえば、対面とリモートのハイブリットでタウンミーティングを実

施するなど様々なかたちで市民のみなさまの意見を聞く機会を作っているが、参加者がごく限ら

れた方になってきているのではないかという思いもある。特に若い方や、女性、外国人といった

なかなか行政に救い上げられない方々の声をどのように受け止めていくのかということについ

て、ご意見をいただけるとありがたい。また、市民活動を一生懸命やってくださっている委員の

皆さんも、コロナによってご苦労されていると思う。コロナ禍において、どのように市民活動を

継続させていくのか、どのような苦労をされているのか、また行政に対してどのようにコラボレ

ーションしていただけるのかについて、率直なご意見をいただけるとありがたい。 

 

【委員】 

・自治会や老人会の減少の理由ははっきりしていると思う。組織の核となっているのは地元の方

なので、2 代目、3 代目となれば集客力も弱まるし、新しい方に対しては、自治会に入るメリット

も含めて説明が足りない。若い方は、新しいコミュニティを作っているが、そこを市が把握しき

れていないという問題もある。 

・先ほどまでいた清瀬市の子育て支援の現場で、東村山のひとり親が家事援助を得られず、シル

バー人材にお願いしたという話を聞いた。 

 

【委員】 

・私も子育て支援の現場にいるが、制度として欠けている点がいろいろあり、困窮している人に

対しての支援がすごく弱いと感じている。市内に療育施設がないので、発達で困りごとのあるお

子さんが行く場所がないという問題もある。子どもは地域コミュニティの中で育つことがとても

大事だと思うので、問題を抱えている人が地域コミュニティの中で生きることが難しくて清瀬に

行く、所沢に行くということにならないように行政は頑張ってもらいたい。困窮者への支援は大

事なことだとは思うが、事業内容についての話なので、当会議の趣旨に合っているのか。 

 

【会長】 

・たとえばだが、検証テーマは、アフターコロナにおける持続可能な市民自治ができているかと

なり、検証対象は、自治会の加入促進の政策となるイメージだ。諮問内容には検証対象も含まれ

るのか。 

 

【事務局】 

・検証対象は諮問内容には含まれないが、委員のご意見を踏まえて検証対象を選出することは可

能だと思う。 

 

【会長】 

・今日は検証テーマを決めたら、今後検証の方法や対象をこの会議で議論していけば良いという

イメージだ。検証するための資料を出していただきたい。 

 

【委員】 
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・これまでは、検証対象を市から提示されるかたちだったのか。 

 

【市長】 

・個別の事業については、事務局よりいくつか候補を挙げて、その中から見守り・検証会議で三

つ程度選択いただいた。たとえば、困りごとのある方の声を拾う市のアンテナが低いのではない

かという話であれば、どのような方法で意見聴取や市民参加をすべきかといったかたちでご意見

をいただければと思う。 

 

【委員】 

・現場で意見を伝えても、何も変わらないという問題をずっと繰り返している。 

 

【委員】 

・市と協働する場合に、問題や課題が出るので、具体的な改善策を提案したりするのだが、担当

者までで話が止まってしまうということを 20 年ぐらい繰り返してきている。意見を施策にいかす

場がなく、現場の方はすごく徒労感を感じるということだと思う。 

 

【会長】 

・テーマ案にある「アフターコロナ」というのは、コロナ政策ではなく、コロナによって生じて

いる状況とか地域社会という意味だと思う。この状況の中で、政策が条例の理念に沿って進めら

れているかを検証するイメージだ。 

 

【委員】 

・コロナと付き合っていく中での市民参加は、全部デジタル化すれば良い。使い方を教えるのに

お金もかけて取り組む。 

 

【会長】 

・それだけとは限らないのではないか。 

 

【委員】 

・「アフターコロナ」や「持続可能」というのは行政の中でキーワードになっており、SDGs に関連

して「持続可能」ということばが入っているのではないかと思う。 

・結局のところ、どんな社会状況になっても対応できる東村山の市民自治を考えていこうという

ことだ。その社会状況というのが、今、目の前にあるものがたまたまコロナという状況だから、

コロナに関してやっていきましょうということではないか。だから今後、災害など他の状況があ

った場合でも、市民自治をするためのベースになっているものがある程度できていれば対応でき

るだろうから、そういったときに対応していける市民や市の底力をつけることを目指すのが、最

終のアウトカムだと思う。 

 

【委員】 

・「アフターコロナ」ということばが入るとわかりにくいので、市民自治だけでよいのではないか。 

 

【委員】 

・今の社会状況はコロナなのであえて入れているのだと、説明を聞いている中で理解した。 
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【会長】 

・市民自治だと、抽象的過ぎて何を検証すればよいかわかりにくい。過去のテーマを見ても、市

政を進めるにあたり大事な部分を抽出してテーマとしている。 

・アフターコロナの社会状況の中で、市が取り組んでいるＳＤＧｓを軸にして、もう一回検証し

てみようということだと思う。 

・最終的に諮問は市長からされるものになる。ここで出た意見を聞いていただき、よく考えたう

えで諮問してください、というところまでだ。そういう意味で、言いたいことは言っておいてい

ただくということだと思う。 

 

【委員】 

・アフターコロナの視点で防災について検証したいと思う。委員には地域コミュニティで活動す

る大先輩もいて、今の課題についていろいろな意見が出ると思う。 

 

【会長】 

・それは検証対象のイメージですね。 

 

【委員】 

・検証テーマを市民自治とすると広過ぎるので、市民意向の反映としてはどうか。 

 

【会長】 

・テーマについていろいろなご意見いただいた。具体的な検証対象となる施策についても、防災

をはじめいろいろ出していただいた。 

・事務局の提案のように、持続可能性とか、アフターコロナといった状況を踏まえて、みんまち

条例の理念がどのようになされているかを検証テーマとする意見もあった。諮問内容について、

事務局は市長とよく相談いただき、進めていただければと思う。 

・今回は諮問内容までお諮りいただいて、議論した。次回、諮問内容を見てやっと検証が始まる

ということでいうと、事実上検証期間は 1 年ぐらいしかない。多少余裕を持って議論できる状況

として、事務局の提案通り、1 任期 1 諮問１答申でもよろしいのではないかと思うが、いかがか。 

 

【全委員】 

・了承。 

 

【会長】 

・今いただいたご意見を踏まえ、諮問内容についてまとめいただくようよろしくお願いする。 

 

７ その他 

 

【事務局】 

・次回の会議は、令和 4 年 3 月頃の開催を予定している。詳しい日程については、後日調整させ

ていただく。 

 

８ 閉会 
 


