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会 議 等 記 録 簿 

会 議 名 第７回 瑞穂町長期総合計画審議会 

日 時 
令和 2年 7月 9日（木） 

AM PM 6:30～8:20 

場 所 庁舎２階 会議室２－１ 

配付資料 

【当日配布】 

資 料１：将来都市像案（キャッチフレーズ）事務局案 

参考資料：将来都市像 キーワード参考例 

議事要旨 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長挨拶 

 

 

３ 議題 

（１）基本構想案について（将来都市像の検討、決定） 

○事務局より説明 

 

○意見交換 

委員： 

キャッチフレーズは「すみたいまち つながるまち わくわくするまち」（変更案２）がよ

い。副題部分は「～“そうぞう”しよう みらいにずっとほこれるみずほ～」（変更案１）

がよい。 

委員： 

キャッチフレーズは「すみたいまち つながるまち あたらしいまち」（変更案１）がよい。

副題部分は「～みのりあるみらいへ みずほまち～」（変更案２）がよい。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ

とほこれるみずほ～」（変更案１）もしくは「すみたいまち つながるまち わくわくする

まち ～みのりあるみらいへ みずほまち～」（変更案２）のいずれかがよい。また、でき

れば町歌に出てくる言葉も取り込んでいただきたい。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ

とほこれるみずほ～」（変更案１）がよいのではないか。これまでの皆さんの意見を包含で

きている案と思う。 

委員： 

スローガンということであれば「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～みら

いにずっとほこれるみずほ～」（案２－①のまま）がよい。 

委員： 

キャッチフレーズは「みのりあるみらいへ みずほまち」（変更案３）がよい。副題部分は
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「～そうぞうしよう つながろう 瑞穂はかわる～」としてはどうか。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ

とほこれるみずほ～」（変更案１）もよいが、キャッチフレーズはできるだけ簡潔に表現し

たい。その視点からすると「みのりあるみらいへ みずほまち」（案２－②のまま）がよい。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～みらいにずっとほこれるみずほ～」

（案２－①のまま）がよいのではないか。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～みらいにずっとほこれるみずほ～」

（案２－①のまま）がよいのではないか。「すみたい」「つながる」という言葉は、今後の

施策に反映されてくるものとなる。どのようなつながりが重要かは、精査していく必要が

あるように思う。 

委員： 

キャッチフレーズは「すみたいまち つながるまち あたらしいまち」（変更案１）がよい。

「そうぞうする」という言葉は残したいことから、副題部分を「～みのりあるみらいへ そ

うぞうするまち みずほ～」としてはどうか。 

委員： 

変更案３にある「かえりたいまち」という言葉を入れていただきたい。若い人たちにいず

れは瑞穂に戻ってきてほしいという思いを込めたい。 

委員： 

５年後、10年後の姿として想像できるような内容を、文言として入れていただきたい。３

つの変更案から選ぶとすれば、「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そう

ぞう”しよう みらいにずっとほこれるみずほ～」（変更案１）がよい。副題部分は「～輝

ける未来へ みずほまち～」などの表現もよいのではないか。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち わくわくするまち ～みのりあるみらいへ みずほまち

～」（変更案２）がよい。瑞穂町は自然環境が豊かであり、その中で子育てができるという

利点がある。少しずつでも、瑞穂はいいなと思われる町になっていけるよう願っている。 

副会長： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ

とほこれるみずほ～」（変更案１）がよい。つながるというフレーズ、近年多発している豪

雨災害、新型コロナなどを考えても、「つながる」というフレーズは重要になると感じてい

る。10 年後の瑞穂を思うと、「あたらしいまち」という表現はよい。また、２つの意味を

含む「そうぞう」をひらがな表記とするのもよいと思う。 

会長： 

すみたい町 つながるまち わくわくするまち ～みらいにずっとほこれるまち～」（変更

案２と１とを折衷したもの）が良いと思う。その理由を述べたい。住民意識調査の結果を

みると、是が非でも瑞穂に住みつ続けたい人が大多数ではないが、これを「すみたいまち」

とする町民が多くなるための方法として考えられるのは「つながりを」強めることである。

「つながり」を「人と人」「人とモノ」に区分で瑞穂町の状況をみると、「人と人」のつな

がりは比較的高いが、「人とモノ」とつながりは極めて弱い。これが、住み続けたいとする

割合の低下を招いていると考える。とすれば、モノレールの延伸、町内循環バス、病院と

のバス連結等々の「人とモノ」とのつながりを強化する案を長期総合計画に盛り込み、こ

れを実行すれば、瑞穂町は「すみたいまち」とする町民の割合は増加してくるように思え

てならない。その意味で、瑞穂町の「夜明けは近い」、「陽は今度こそ昇る」と言えるし、

この言葉を胸に抱きながら町民は「わくわく感」をもって長期総合計画の実現に向けて充

実した人生を送ることができる。 

 しかし、第５次長期総合計画を稔りあるものにするためには「自助」「互助」「公助」と近
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隣市町村等との融和関係の構築が必須に条件になる。したがって、瑞穂町の将来は、この

覚悟をもって「こと」に対処できるか否かにかかっている。 

 

―休憩（事務局まとめ）― 

 

○まとめを受けて意見交換 

委員： 

前回審議会で出されていた「みのり」という言葉も、改めて大切だと感じた。同様に「そ

うぞうする」という言葉も大切にしたい。サブタイトルに使えないか。やはりキャッチフ

レーズは「すみたいまち つながるまち あたらしいまち」（変更案１）がよく、副題部分

を「～みのりあるみらいへ そうぞうするまち みずほ～」としたい。 

委員： 

少し考えたのが「あたらしいまち」と「わくわくするまち」の違いについて。「わくわくす

るまち」の方がインパクトはある。清水会長の「わくわくするまち」に対する思いを伺い、

キャッチフレーズは「すみたいまち つながるまち わくわくするまち」（変更案２）もよ

いのではと思ったが、将来像として「わくわく」「あたらしい」のどちらを強調していくの

がよいかは非常に悩ましい。みのりという言葉からは少し偏った印象を受ける。うまく表

現しないと意図が伝わらないかもしれないと感じた。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ

とほこれるみずほ～」（変更案１）がよい。 

委員： 

やはり「みのりあるみらいへ みずほまち ～かえりたいまち 自分にかえれるまち 瑞

穂はかわる～」（変更案３）がよい。 

委員： 

副題はできるだけ短く、せいぜい２つくらいの言葉で表現できるとよいのではないか。 

委員： 

若い人から見て、将来の夢・希望を持ってもらえる案と考えると「みのりあるみらいへ み

ずほまち」（案２－②のまま）がよい。 

委員： 

「まち」という言葉が３回繰り返されるのは少々しつこいという思いから変更案１・２を

除外し、こちらの方が無難であろうということでキャッチフレーズは「みのりあるみらい

へ みずほまち」（変更案３）がよいと考えた。ターゲット層をどこに置くかということも

大事になるが、例えば、「そうぞうしよう 瑞穂はかわる」などとするのもよいのではない

か。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～みらいにずっとほこれるみずほ～」

（案２－①のまま）で変わりはない。 

委員： 

副題を簡潔に表現するのであれば「～そうぞうしよう みんなのみずほ～」などもよいか

もしれない。 

委員： 

先ほどと変わらず「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよ

う みらいにずっとほこれるみずほ～」（変更案１）もしくは「すみたいまち つながるま

ち わくわくするまち ～みのりあるみらいへ みずほまち～」（変更案２）のいずれかが

よい。 

委員： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ
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とほこれるみずほ～」（変更案１）がよい。副題部分は事務局の方でスマートにまとめてい

ただけるとありがたい。 

委員： 

これからの瑞穂町には、やはり「すみたいまち つながるまち わくわくするまち ～み

のりあるみらいへ みずほまち～」（変更案２）がよい。 

委員： 

先ほどと変わらず、キャッチフレーズは「すみたいまち つながるまち わくわくするま

ち」（変更案２）、副題部分は「～“そうぞう”しよう みらいにずっとほこれるみずほ～」

（変更案１）がよい。「わくわく」という言葉は若い世代にも響くものがあると感じている。

また、「あたらしいまち」という表現は抽象的すぎるようにも思う。 

副会長： 

「すみたいまち つながるまち あたらしいまち ～“そうぞう”しよう みらいにずっ

とほこれるみずほ～」（変更案１）がよい。「つながる」「そうぞう」の２つの言葉は入れて

いただきたい。 

会長： 

「わくわくするまち」には心を動かされる思いがあるが、「あたらしいまち」とするのもよ

いかもしれない。副題部分は「～“そうぞう”しよう みらいにずっとほこれるみずほ～」

（変更案１）がよい。 

委員： 

本日の皆さんからの意見を参考に、最終的には策定委員会など庁内で決めていただく方法

もあるのではないか。 

委員： 

「あたらしいまち」「わくわくするまち」のどちらがよいかは、この場で決めてしまっても

よいのではないか。副題は事務局で決めていただくのもよいと思う。 

委員： 

キャッチフレーズを補うような副題をと考えると、「そうぞうしよう」というのは、キャッ

チフレーズに表現したまちの姿を実現するための方法（行動）と考えられる。副題で再度

まちの姿を表現するのか、それとも方法を表現するのか、その違いはある。「そうぞうしよ

う」という言葉には人が関わってくることを考えると、上野委員の発言にあった「みんな

のみずほ」もよいかもしれない。 

委員： 

まずはキャッチフレーズを決めてしまわないことには、副題は決められないのではないか。 

副会長： 

「わくわくする」という言葉には「そうぞう」といった意味合いも含まれるかもしれない。

となると、キャッチフレーズは「すみたいまち つながるまち わくわくするまち」（変更

案２）で、副題部分を「～みらいにずっとほこれるみずほ～」とするのもよいかもしれな

い。 

 

（２）その他 

事務局： 

次回第８回審議会は、8/11（火）もしくは 8/12（水）の開催としたい。 

会長： 

都合のよい方の多い 8/12（水）の 18時半からとする。 

委員： 

キャッチフレーズに従い、計画の中身はしっかりしたものにしていかなければならない。

町の体育施設の現状は調べていただき、何が不足しているかを明らかにしていただきたい。

立派な施設があり、多くの人に来てもらえるような町を目指したい。 

委員： 
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委員もおっしゃったように、計画を立てた後の進捗はしっかり把握していただきたい。計

画策定に関わった以上、進捗もわかっておきたいという思いがある。 

事務局： 

計画のチェック機能という部分は、策定と同時にこれから検討していく必要があると考え

ている。 

会長： 

審議会の役割は、原案を作るのではなくチェックするということにある。 

委員： 

例えば基礎調査報告書には記載の誤りが見受けられる。そういった部分は、事務局含めき

ちんと押さえておいていただきたい。 

事務局： 

ご指摘いただいた部分の中には、西多摩という広域的な視点での記載箇所もある。その他

部分についても、詳細を確認する。 

委員： 

前回の審議会にて施策評価の資料が配布されたが、評価のランク（Ａ、Ｂ、Ｃ、…）の見

方がよくわからなかった。基本構想全体では何点であったのか、５つの基本構想の分野ご

とに、それぞれの評価が点数で把握できるとよりわかりやすいと感じた。 

委員： 

今後は施策を詰めていく段階に入っていく。高齢者施策の検討の際には、ベッド買いも踏

まえ、瑞穂町の高齢者が実際にはどの程度入れるかは知っておきたい。 

事務局： 

後日確認する。 

 

 

以上 
 


