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会  議  録 （要 旨） 

会 議 の 名 称 令和 2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 3月 29日（月）午後 6時 00分～7時 40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）西村委員（会長）、紺野委員（職務代理）、髙橋委員、鳥本委員、平野委員、

五十嵐委員 

（ 市 ）渡部市長 

（事務局）間野経営政策部長、河村経営政策部次長、笠原企画政策課長、 

     櫻井企画政策課主査、中田企画政策課主任 

●欠席者：十時委員 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場

合はその理由 

 

傍聴者数 ２名 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．市長挨拶 

３．議事 

（１）「みんまち条例検証５年の総括」について 

（２）「新しい日常における市民参加のあり方」について 

４ その他 

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  

 

２ 市長挨拶 

【市長】 

・年度末を迎え大変お忙しい中、また、緊急事態宣言が解除とはなったものの、依然コロナ禍の収束

が見通せない中での本年度第２回みんまち見守り・検証会議にご出席いただき、感謝申し上げる。ま

た、日頃から東村山市政の推進にあたり、ご理解とご指導、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げる。 

・見守り・検証会議が立ち上がり 5年が経過したということで、みんまち条例制定から 5年間の総括を

いただければと思う。 

・本日はその総括の仕方についてご議論をいただくとともに、コロナ禍によりこれまでの様な多くの市民の

方にお集まりいただく対面形式での市民参加、協働をすることが非常に難しい時代において、今後みんまち

条例の理念や哲学を、どの様に実践していくのかについてご議論いただき、皆さまのご意見を賜りたいと思

うので、よろしくお願いする。 

 

３ 議事 

（１）「みんまち条例検証 5年の総括」について 

〇事務局より、検証作業の進め方及び「みんまち条例検証 5年の総括」について説明を行う。（資料 1～4） 
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【委員】 

・「みんまち」の「まち」がひらがななのはなぜか。 

 

【事務局】 

・「まち」という漢字には「町」や「街」があるが、ハード面での整備だけではなく、ハード面と

ソフト面を含めたものとして表現した。市民と議会と事業者を含めたみんなでまちをつくり上げ

ていくということで、ひらがなのまちづくりとさせていただいている。 

・当市で都市整備部門を所掌している部もひらがなで「まちづくり部」としている。ハード整備

ということだけでなく、人と人とのコミュニティを含めた上での基盤整備を進めていくというこ

とから、当市におけるまちづくりではひらがな表記としていると認識している。 

 

〇検証シート「1 みんまち条例検証 5 年の総括」について記入。 

 

検証 

【委員】 

○みんまち条例制定以降、「市民が中心の自治」が推進されたか 

・判定は 4点。実際は、3.5～3.75点。 

○よく取り組めており、今後も継続して進めるべきと思われること 

・第 4次総合計画の実施とレビューが確実に実施されており、その結果を踏まえて、第 5次総合計画が策定

されている。 

・条例制定前と条例制定後の比較と成果についてのモニタリングについては、継続的に実施することで、行

政と市民が一体となった政策になっているかの確認ができる。 

○さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること 

・総合計画の施策と個々の活動のリンクに改善の余地がある。総合計画と個別の計画の関係が分かりにくい。

実際の施策の中に総合計画に関連する要素が充分組込まれているかの検証とレビューが必要である。 

・公立保育園の民間移管に関連して、東村山市第 5次総合計画にある施策 4 道路の整備・維持管理に紐づ

けて、横断歩道をより安全に渡れるスクランブル交差点等の対策に取り組んで頂きたい。道路整備について

は、利便性と安全性のバランスが重要である。利便性が向上すれば交通量の増加が想定される。 

・萩山駅にある歩道橋の撤去が進んでいない。地震などによって、走行中の車または歩行者の頭上に落ちて

くる危険性がある。 

・道路に面した空き家の雑草が放置されており、空き家対策が必要である。 

○さらなる推進のために、今後新たに取り組んだ方がよいと思われること 

・コロナ禍によるテレワークの推進で、都心から離れて生活する人たちが増えてきている。この機会に比較

的交通機関に恵まれている東村山のアピールを強化することで、若い世代の人口を増やすことが望まれる。 

・公共施設の老朽化への対策と行政の変化に関連して、商業施設への移行や老人介護施設の充実化。 

・都市基盤の変化と自然災害の懸念への対策として、相続人の入居優遇措置、空き家賃貸の斡旋、道路に面

した空き家の雑草除去。 

 

【会長】 

・個別の事業については、この審議会の審議事項ではないため、その点はご理解いただければと思う。総合

計画と個別の実施計画とのつながりが見えづらいというのはたしかにご指摘のとおりであると思う。 

 

【委員】 
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○みんまち条例制定以降、「市民が中心の自治」が推進されたか 

・判定は４点。 

○よく取り組めており、今後も継続して進めるべきと思われること 

・自治基本条例策定市民会議から、8年半この関係に携わってきた。その中でいろいろな人と知り合い、市

政にも興味を持った。それまで家以外では地元でコミュニケーションをほとんどとってこなかった人間とし

ては、非常に新鮮で、かつ面倒くさいこともわかってきたというのが正直な感想である。 

・株主総会やパブコメ、タウンミーティングといったかたちでの市民との関わりの面で市が努力いただいて

いることについては強調させていただく。 

○さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること 

・今回の総括の 5つのテーマ（「情報共有」・「市民参加」・「協働」・「市政の評価」・「公民連携」）に対しての、

市の職員の意識は確実に上がっていると思っている。また、市民の意識も確かに高まってきているとは思う。

ただ、その市民というのは、意識が高い一部の市民がたまたま私の目の前にいるだけで、実際に自治会活動

をする中で、みんまち条例に基づいた自治会運営と言っても、なかなか受け止めてもらえない。そういうギ

ャップを埋めるためにまだまだやれることがあるのではないかと思う。各自治会単位で、会長の意見や歴史

もあるので、一気にギャップを埋めることができるとは決して思っていないが、市と市民が同じ目線でいな

いと進めていくことはできない。 

○さらなる推進のために、今後新たに取り組んだ方がよいと思われること 

・自治会への意識向上へのアプローチについて、市民と自治会と市で目標を立て、提案できないかと考えて

いる。 

・自治会に対する市のリーダーシップがもう少しあっても良いのではないかと感じている。 

 

【会長】 

・市の職員の意識が変わってきているというのは非常に重要なご指摘である。 

・市民の中に意識の高い人とそうではない方がいるということで、市民の意識向上のために、もう少し市と

自治会が連携できるのではないかというご指摘である。 

 

【委員】 

○みんまち条例制定以降、「市民が中心の自治」が推進されたか 

・判定は 4点。 

・資料 2にある評価観点で考えたときに、「さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること」

に分類されることが案外多かったので、それをもとに判定した。 

○よく取り組めており、今後も継続して進めるべきと思われること 

・私自身の市との関わりのスタートが、男女共同参画市民推進委員になったことであった。そのときの企画

で、市長に当時女性活躍担当大臣であった加藤大臣に面会していただき、「ふぃ～りんぐ（当市の男女共同

参画推進情報誌）」にインタビュー記事を掲載するというかたちで市民参加・協働して実現した。また、協

働という部分では、妻と一緒にこの 2年程、産業振興所管と協働し、多摩湖梨の商品化のために、梨のバタ

ーケーキを産業祭で配ったりした。東村山の良いところだと思うが、そういうかたちで個人が参加すると、

それがいろいろなところに広がっていく。今はコロナでできないが、妻もそれをきっかけにして、ケーキと

お茶の会というものを市民と作った。 

○さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること 

・情報共有について、フェイスブックやツイッター、インスタグラムなど、用途の違うさまざまなものがあ

り過ぎて、何を見ればよいのかわからないので整理してほしい。 

・市が主体となって開催したイベントにおいて、Peatixというアプリに登録しないと参加できなかったた
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め登録したところ、Peatixの個人情報が漏れてしまうということがあった。そのことにより、PCメールに

迷惑メールや詐欺メールが届くようになってしまい困ったということがあるので、情報の管理については精

度を上げて欲しい。これからさらに発展してほしいと思っているのでよろしくお願いする。 

 

【会長】 

・現場でいろいろな働きかけをしたところ、きちんと市が対応してくれたとのことである。今後も市は、柔

軟な対応をする姿勢を持っていてもらいたい。 

・情報発信の整備については、大きい組織になるとたて割りになるところも出てくると思うので、非常に勉

強になる指摘であった。 

 

【委員】 

○みんまち条例制定以降、「市民が中心の自治」が推進されたか 

・判定は４点。 

○よく取り組めており、今後も継続して進めるべきと思われること 

・東村山市に住み続けたい市民の割合が上がっているということは、総括として挙げられた項目に対する市

民の評価の結果なのではないかと思う。私も 5年間この会議に関わらせていただき、東村山市特有の事業を

はじめ、いろいろな事業に対しての評価はものすごく高い。住みやすい、住み続けたいまちとなっていると

いうことは、市の職員が市民のニーズをきちんと把握しているということである。市が発信したものを市民

がきちんと受け取って、それに対してなにかしらのフィードバックをしているから住み続けたいと思うとい

うことである。その結果として、30代、40代のポイントが上がっているし、全体のポイントが 70以上ある

ということは、50代、60代のポイントはさらに高いと思われる。こういうことからすると、総合的には評

価できると思った。 

○さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること 

・若い人の評価が 10ポイント程上がったのは、コロナ禍において地域にいることが多くなったからである

とするならば、情報共有、情報発信についてはもう少し工夫した方が良いかもしれないということは気づい

たところである。 

○さらなる推進のために、今後新たに取り組んだ方がよいと思われること 

・これからを担う小学生・中学生にターゲットを絞り、このまちに対するどういう政策に意識を向けて、ど

う関わり、どのようにみんなで進めるまちづくりが実現されるのかという教育をしていくことができれば、

その子たちが成人した後の定住意向につながるのではないかと思った。 

 

【会長】 

・かなり優位に、住み続けたいと思っている方が増えているというデータがあったので、ぜひ続けていける

と良い。今はまちの住みやすさに気づきやすいタイミングなのかもしれない。 

 

【委員】 

○みんまち条例制定以降、「市民が中心の自治」が推進されたか 

・判定は限りなく 5点に近い 4点。 

○よく取り組めており、今後も継続して進めるべきと思われること 

・全体的には、良く取り組んでいただいていると感じている。 

・「情報共有」については、あらゆる方法で発信していただいていると思うが、受け取り側の市民がどこま

で共有できているかについては、判断できなかった。 

・アプリや SNSとあるが、昔ながらの防災無線や消防団の広報などのさまざまな取組みも情報発信のひとつ
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として、総体的に見ていただけると嬉しいと感じた。 

・「市民参加」については、機会の充実はできていると思うが、コロナ禍ということもあり、参加という部

分では限られてしまうところがある。市が頑張りすぎて、市民がまだついていけていない部分もあると感じ

ている。 

○さらなる推進のために、今後改善や工夫が必要と思われること 

・検証の方法については、コロナの影響もあって単純には評価できないかもしれないが、住み続けたい市民

の割合や、市民参画の観点で言えば、選挙の投票率を評価基準とする方法もある。数値化することが難しい

ことも多いと思うので、いろいろな観点で検証出来ると良い。特に市民参加の検証は難しいと思うが、さら

なる推進のために検討してほしい。 

○さらなる推進のために、今後新たに取り組んだ方がよいと思われること 

・コロナ後の社会を見据えた取り組みを考える必要がある。自治会も今年度に関してはほぼ活動できていな

いと思われる。自治会費すら集められないし、自治会加入率も 5割程度という状況である。お金と人員の支

援が必要ということだとそこで話が止まってしまうので、なんとか自治会を盛り上げていく取組みが必要で

ある。地元の民間事業者はある意味で商売もあるので、自治会活動には機会があれば参加しやすいと思う。

渉外担当者などもいると思うので、そういう方も入っていただくと良いのではないか。 

 

【会長】 

・ハイテクの情報共有だけでなく、実はローテクが重要であるというのはご指摘のとおりで、特に災害時は、

ハイテクが全て止まった中でどうローテクで伝えていくかということもある。情報共有や使い方を精査する

というのは、新しいものに寄せるだけ、古いものを無くすだけということではないと思う。 

・市が頑張りすぎて、市民がついていけていないということについては、むしろ良いことなのではないかと

思う。市民の方がまちをこういうふうにしていきたいとなったときに、きちんと受け取る構えができている

ということが重要であると思う。この点については、激励と受け取りたいと思う。 

 

・追加のご意見があれば、メール等で提出していただければ答申に反映させていきたい。 

 

（２）「新しい日常における市民参加のあり方」について 

 

○事務局より、「新しい日常における市民参加のあり方」について説明を行う。（資料３） 

 

〇検証シート「2 新しい日常における市民参加のあり方について」の記入。 

 

検証 

【委員】 

グループ、団体としての活動 

地域コミュニティ（自治会など）、NPO、ボランティア活動への協力や参加について 

・協働を統括するための組織体系は必要であるが、運営費の会員制については、新規加入者にとって敷居が

高くなる可能性がある。市営の会議室、設備機材等の使用は、市が負担することも検討の余地がある。Zoom

などによる会議は、セキュリティ上の対策を実施することや、参加者による録音録画のルールについての注

意喚起が必要である。 

 

個人単位の活動  

自らできることへの参加について 
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・情報伝達として、市報や無作為抽出による公募は、有効な手段であるので継続いただければと思う。地域

コミュニティの形成と多様性の尊重という意味では、コミュニケーションの方法、情報伝達のためのインフ

ラ整備、SNSを活用した支援のための情報配信などを進めていただければと思う。 

・東村山市版株主総会の YouTube配信は、繰り返し視聴することができたので、内容が漏れなく伝わり理解

につながったと思う。 

自由意見、みんまち見守り・検証会議に携わってみて感じたことなど 

・これまでの検証会議を通して感じたことは、市政としての取組みは、かなり早い段階で準備できていた印

象がある。その土台がしっかりしているので、ぶれることなく、みんまち条例が制定されており、それを基

準として策定された総合計画の「施策がめざす姿」にはっきりと反映されている。これらがどのように実施

されているか検証することは、改善点や効率性のレビューができる良い機会であると思う。 

 

【会長】 

・人材の掘り起こしが一つの重要な点である。そういう意味では、無作為抽出を継続することは非常に重要

な取組みである。SNSだからやらなくて良いかというと、逆に自分であればそういう招待状が来れば、何か

縁があったのかと気づきの機会になると思うので、東村山のおもしろい取組みだと思う。 

・電子データ管理やオンラインのセキュリティという点では、すでに気を付けていただいているとは思うが、

今後とも配慮いただくことが大事であるというご指摘であった。 

 

【委員】 

グループ、団体としての活動 

地域コミュニティ（自治会など）、NPO、ボランティア活動への協力や参加について 

・自治会などの市民活動で知り合った優秀な方の接点というのは財産になっている。市のイベントにしても、

たくさんの優秀な市民がすでに携わっているが、そういう人たちは優秀であるがゆえにみんな兼務してい

る。そういう関わり方は仕事を抱えている若い人には無理があり、活動できるのは引退した高齢者ばかりに

なってしまうという実態がある。 

・自治会長 3期目といっても、自治会ではまだ初心者である。先輩方はすでに高齢で、とてもイベントに出

るという気持ちはないものの、発想や助言は大変適切だと感じている。企業や役所勤めを経験された方とい

うのは貴重な人材だと思う。各自治会にいる、そうした優秀な埋もれた人材をうまく掘り起こせないかと思

う。市全体で、人材掘り起こしというのはもう少し力を入れた方が良い。 

個人単位の活動  

自らできることへの参加について 

・社会福祉協議会と市は両輪で、活動を効率化しながら取り組んでもらいたい。 

自由意見、みんまち見守り・検証会議に携わってみて感じたことなど 

・いろいろな活動に参加しているが、みんまち条例に基づいて取り組んでいるかを自分自身に問いかけなが

ら市民活動を行っている。 

・ITの活用を推進していきたいが、ネットの利便性とそのリスクや、高齢者の対応の困難さを考慮すると、

自治会への展開はまだまだ課題が多い。 

 

【会長】 

・どうしても、快く引き受けてくださる方に仕事が集中してしまうことがある。人材の掘り起こしというか、

層を厚くしていくことが大事であるというご指摘である。 

 

【委員】 
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グループ、団体としての活動 

地域コミュニティ（自治会など）、NPO、ボランティア活動への協力や参加について 

・新しい日常においては、距離的な感覚がないので、参加したいという意識にするためには従来よりももっ

と楽しくて笑えるグループ活動でないと続かない。 

・連絡手段が多様化しており、人によって使える連絡手段も様々である中、何が残って、何がなくなるのか

模索しないといけないところにきている。 

・新しい日常はコロナが大きなきっかけであるが、コロナに対する怖さを共通認識できるかどうかだと思う。

コロナが怖い人にどう市民参加を呼び掛けても動かない。そういう人が参加できるようにするにはどうすれ

ば良いか、どのように楽しい会にできるかが重要である。 

個人単位の活動  

自らできることへの参加について 

・楽しい活動であることが大前提である。そうでなければ動かない。楽という意味ではなく、参加すること

によって楽しくなるということ。 

・オンラインで実施した株主総会のように、新しい人が入れる仕組みをつくれば、個人も参加しやすくなる。

YouTubeなど、オンラインでの参加方法に知恵が出てくるとおもしろい。 

・オンラインには通信機器が必要となるので、どうやって通信機器を持たせるかという課題はある。情報弱

者と強者がいる。その差を考慮しながら進めなければいけない。そのうえで、新しい日常における市民参加

は、ハガキなのか、電話なのか、LINEなのかといったことが見えてくるのではないかと思う。 

・オンラインだと、東村山に限らず全国につながっていく可能性がある。 

自由意見、みんまち見守り・検証会議に携わってみて感じたことなど 

・新たな視点から市を見直せたことは、自身の市民活動の参考になっており良かったと思う。 

 

【会長】 

・楽しい活動でないとだめだというのは重要なご指摘である。オンラインというのは参加が簡単である反面、

離脱も簡単である。単に楽しいということだけでなく、やりがいを感じてもらえるようなしつらえにしてい

くことも大事であるし、せっかく株主総会をオンラインで開催して 700回も視聴していただいたということ

なので、そこから人材の掘り起こしなど次につなげる工夫ができると良い。示唆に富んだご指摘をいただい

たと思うので、ぜひ答申にも反映していただきたい。 

 

【委員】 

個人単位の活動 

自らできることへの参加について 

・新しい日常ということで、若い人たちにテレワークが増えた。そういう人をうまく活用する方法を考える

と良い。 

・ウェブの倫理に関しては、テレワークをしている人であればしっかりしている人が多いのではないかと思

う。 

・市報が駅に掲示されているというのは初めて見た。何人が立ち止まってじっくり読むかということはある

が、あそこに貼ってあったということが動機づけになるかもしれない。そういう意味でも、ローテクとハイ

テクを含めて行っていくということが大事である。 

・人材に関しては、若い人であればテレワークの人を取り込むと良い。地域コミュニティの NPOやボランテ

ィア活動は、もともと基本的には対面を想定した活動や行動である。それをどうアレンジして継続していく

かは各団体として課題として考える必要がある。 

自由意見、みんまち見守り・検証会議に携わってみて感じたことなど 
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・いろいろな方の意見を聞いて、特に住民参加できている方は市への思いがとても強いと実感している。 

 

【会長】 

・テレワークにより地元に人がいるようになった。通勤でかかっていた時間を地元で使えますよね、という

誘い方はあると思う。新しい人材の掘り起こしという点でも、前向きな新しい日常の視点だと思う。 

 

【委員】 

グループ、団体としての活動 

地域コミュニティ（自治会など）、NPO、ボランティア活動への協力や参加について 

・新しい日常の中で、団体として集まらずに活動するとなったときに、なるべく敷居を低くしてまずは入っ

てもらうことが大事である。そこで化けた人は、いろいろな活動に勝手に参加していってくれると思う。新

しい日常においても、個人の時間や金銭の負担ができるだけ小さくなるような気軽な参加方法にすることが

出来れば良い。参加するメリットということを言われる方がいるので、それは金銭的なことではなくても、

つながりをメリットとして感じてもらえるような伝え方をしていくことが大事である。 

・コロナ禍においては、活動の場すらなくなってしまうことが増えた。今年度は各市のリサイクルのイベン

トがどこも中止になってしまった中、東村山市はパネル展示のようなかたちではあったが、コロナ禍でやれ

ることを考えて実施したことがすごいと思った。業界の広報誌などにも取り上げられたりした。新しい日常

の中でも、できることを止めないことというのが、団体活動をしている方にとっては重要だと思った。 

個人単位の活動  

自らできることへの参加について 

・リモートワークで地元にいる方が多いと思う。そういう方にぜひともまちを歩いていただき、まちの魅力

に気づくところから、個人の参加が広がっていくと良いと思う。 

・「＃ひがしむらや」のような発信とか、TikTokなどを使って、個人で発信しているインフルエンサーがた

くさんいると思うので、そういう方たちを東村山括りでうまくつなげて、個人から団体につなげる取り組み

もできると良いと思った。 

自由意見、みんまち見守り・検証会議に携わってみて感じたことなど 

・11年間関わらせていただき、東村山市の取組がよく見えたし、毎回判定をする際は、市のトップがいる

場で言いたいことを言える機会など他にないと思うので、大変良い経験をさせていただいた。 

 

【会長】 

・参加した経験のある方は、様子がわかるので次の体験があると思うが、やはり最初の一歩をどう踏み込ん

でいただくのが良いのかというのはご指摘のとおりである。 

・どのようなメリットがあるかと言ったときに、まちを良いかたちにしていく上で、自分たちの意見が全て

とまではいかなくとも、活用されるのだというところにやりがいを感じていただける方が一定数いると思

う。そういった方に来ていただけるように、メリットとしていかに伝えていくかというご指摘であった。 

 

【市長】 

・5年間の総括、コロナ禍における市民参加あるいは市民活動のあり方について熱心にご議論いただき感謝

申し上げる。示唆に富んだご意見をいただけた。 

・5年間の総括については、かなりの高評価をいただいた。我々自身が何かする場合に、きちんと市民の皆

さんに状況を説明し、私たちの考え方も説明した上でご意見をいただき、修正するところは修正しつつ、実

施する際にはその事業を市民あるいは事業者の皆さんと一緒に行うというのが、東村山市の行政のスタイル

としてオーソドックスなものになったことが、みんまち条例を作って大きく変わったところだと思う。定量
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的な測定はできにくく、そのことが結果として市民のみなさんの満足度にどの様につながるかということに

ついても説明しにくいところではあるが、定住意向の評価が高くなったことが一つの証左ではないかとご評

価いただけて、良かったと思う。 

・当市においてみんなで進めるまちづくり基本条例を制定した時点で、全国においても約 200自治体が同種

の条例を制定していた。最初に自治基本条例を制定したのは北海道ニセコ町であり、今はどうかわからない

が、北海道内で札幌市を除いた町村部で人口・地価が上がっているのは、ニセコ町と隣の倶知安町ぐらいで

あった。敢えて中学生にも分かるような予算書を作成し、町内に全戸配布して、毎年の税金をどの様に使っ

ているかというところから住民の方との情報共有を始めて、どのようなまちづくりを進めていくかを一緒に

考え、自分たちのまちは自然環境を活かして、観光等で活性化を図っていこうということで多くの住民と同

じ方向を目指したことが大きな成功の礎となっているということが言われている。厳しいときこそ住んでい

る皆さんと情報や問題意識を共有し、目指す方向性、志を揃えていくことが小さなまちや当市のような財政

的に厳しいまちにこそ必要なことだと思っている。今後もご指摘を踏まえて、できるだけ市民の皆さまとの

距離を縮めて、15万市民すべての意向を体現することは現実的には難しいが、できるだけ幅広くご意見を

いただきながら市政を進めていきたいと思っている。 

・今我々の置かれている状況における一番の課題は、コロナ禍の対応である。そのひとつとして、これまで

取り組んできた市民の皆さまとの情報共有・市民参加が物理的にできにくくなっている。また、その基礎と

なる自治会や NPOの活動もなかなかできないことが大きな課題になっている。当市では、協働事業のひとつ

として、ご高齢の方の介護予防や健康寿命を延ばす取組にかなり力を入れてきた。介護保険の第 8期計画が

4月から始まるが、地域の高齢の方を中心に多くの市民に協力いただいてきたこれまでの取り組みが実を結

び、介護保険料の基本額を 2期連続して据え置くことができた。つまり、介護保険を使う方は増えてきてい

るが、重症化を抑えるということにかなり成功してきたということである。しかし、このような活動がこの

1年まるでできなかった。特に、一昨年度からモデル的に始めた食支援事業は、今まさに会食が出来ない状

況であるなど、市民と協働しながら市民の皆さんの介護予防を進める、健康寿命を延ばす取組ができなくな

っていることが非常に大きな課題である。今後、政策形成はもちろんだが、そういった個々の具体的な取組

みをどのように維持・活性化していくかが重要だ。生活様式の変化によってリモートワークをされている地

域の方の活用を推進したり、安全に対面できる部分は継続しながら、それが難しい場合については ICTやオ

ンラインの活用を図るような、いわゆるハイブリッドなやり方を模索しながら、今後も当市の良さである市

民参加・市民活動の維持活性化を図っていきたいと思うので、今後も様々なご意見やご指摘をいただけると

ありがたい。 

 

【会長】 

・スマホの活用は有効だと思う。ご高齢の方でお持ちでない方もいるが、この操作だけすれば簡単に繋がれ

るということを市報等で毎回スペースを割いて丁寧に広報すると、かなり変わると思うので検討いただけれ

ばと思う。 

・次回については、これまでにいただいた意見をもとに答申を練ってかためる、という作業になると思うの

でよろしくお願いする。 

 

４ その他 

【事務局】 

・検証シートについては、本日回収させていただく。なお、追加のご意見がある場合は、後ほど

事務局から送らせていただく検証シートのデータに入力いただき、今週中を目途に提出をお願い

する。 

・次回は、令和 3 年 5 月 19 日（水）午後 6 時から行う予定である。 
 


