〜潤いあふれ︑活力みなぎる町を創っていく〜

みずほのまちづくり
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まちづくりの５つの基本目標

健康で
元気なみずほ

一人ひとりが
輝くみずほ

魅力ある
温かいみずほ

安全安心
やさしいみずほ

快適で
美しいみずほ

生涯健康で元気に生活できることは︑すべての町民の願いです︒乳幼児
から高齢者まで︑各年代に応じた健康支援策を講じるとともに︑医療制度
の充実︑医療体制の整備をすすめます︒また︑価値観の多様化や超高齢社
会の到来を控え︑だれもが自立した豊かな生活を送り︑ふれあいのある地
域社会の実現をめざすとともに︑安心して子どもを産み育てることのでき
る環境の整備につとめます︒

次代を担う子どもたちが心豊かに育つことは︑地域社会の宝となります︒
学校︑家庭︑地域が一体となって︑青少年を育てる環境づくりにつとめます︒
また︑だれもが自己目標の実現をはかることのできるよう︑いつでも︑ど
こでも学習できる環境づくりにつとめ︑一人ひとりが生涯輝くことのでき
るまちづくりをすすめます︒

社会を明るくするためには︑活力とにぎわいを創出し︑魅力ある地域社
会を形成することがもとめられます︒町の特徴を活かした産業の集積と︑
町の魅力を発信し多くの人が集う観光事業の創出をはかります︒また︑個
人を尊重すると同時に︑個人が手を取り合って形成したコミュニティを尊
重することも地域の活性化に欠かせません︒コミュニティの醸成を支援し︑
人と人とがつながる温かいまちづくりをすすめます︒

安全で安心できる生活環境と︑温暖化を防止する地球環境の形成には︑
地域社会全体での取り組みが必要です︒町民︑事業者︑町が一体となって
その責務を全うし︑安全に安心して暮らせるまちづくりをすすめます︒また︑
自然環境の保全や循環型社会を推進し︑人と自然の調和の取れた環境にや
さしい地域社会を形成します︒

町の財産である豊かな自然と魅力ある都市空間の調和は︑見る人にやす
らぎと潤いを与えてくれます︒時代の変化に対応した都市基盤や生活基盤
を整備するとともに︑美しい街並みを形成します︒また︑ユニバーサルデ
ザインの視点を取り入れた便利で快適に暮らせるまちづくりを推進します︒
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健康で元気なみずほ

町 内で安 心して子 育てできる環 境づく り
町と住 民が連 携し︑地 域に密 着した質の高い福 祉サービス

アットホームな雰囲気で
これからの子育て世代を
応援する

﹁町民はみな家族﹂という感覚で︑

窓口においても 顔 とお 名 前 を 覚 え︑

子育てのちょっとした相談にも笑顔で
応じています︒

児 童 館などで行われている０歳 児

から幼児向け事業も充実し︑お母さ

んたち同士の交流や子育て支援相談
なども積極的に行っています︒

子どもの予防接種のスケジュールを

自動作成してメールで知らせるシステ

ム﹁子育てナビ・ワクワクみずほ﹂の

運用や︑﹁出産・子育て応援事業﹂・

﹁こんにちは赤ちゃん訪問﹂
などで︑出

産前から専門職が関わることで︑不

安や負 担の軽 減につなげ︑町 内で安

心して子育てできる環境を整備して
います︒

親子で遊ぼう運動会

出産を祝福し、記念品を贈呈
出生の届出により町に住民登録をされたお子様
の保護者に差し上げています。
（左：フォトアルバム・右：ベビースケール）

いつまでも安心なまちづくり

福祉
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高齢者の皆さまが生きがいをもって

保護女性会︑町内会・自治会︑社会福

民生委員・児童委員︑保護司︑更生

福祉が充実した
地域づくり

暮らし︑いつまでも社会参加できるよ

祉 協 議 会︑ボランティア 団 体 および

高齢者がいつまでも
安心して暮らせるために

自立した日常生活を営むために︑
健

う交流の場や機会を提供します︒ま

乳幼児から成人まで︑
みんなが健康な生活を
送れるために

康の維持・増進につながる生活習慣の

N
P
O

法人などと連携を強化し︑総

合的な福祉活動を効果的に実践でき

た︑シルバー人 材センターや寿クラブ

連 合 会︵老 人クラブ︶を 支 援 するこ

改善を住民が主体的に実施できるよ

うに生活習慣病予防事業を推進して

制の充実を図ります︒
また︑ノーマライ

るよう支援します︒

今後︑高齢化が進む中︑
﹁医療﹂
﹁介

ゼーションを実現するため︑障がいのあ

とで︑働 くことや生 きがい活 動 を 通

乳幼児から成人まで︑各年代の健

護﹂
﹁介護予防﹂等の包括的な支援・

る人の当事者団体︑家族会などと連

いきます︒
また︑健康づくり推進委員

康 診 査や︑検 診 受 診 率 向 上を図り︑

サービス体制の整備など︑地域の自主

携し︑日中活動の場の確保や地域生活
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障がい者の皆さまには︑一般相談支

疾 病 予 防 および 早 期 発 見 に 努 め ま

性や主 体 性に基づき﹁地 域 包 括ケア

支援事業の充実を図ります︒
We support all the generations for healthy everyday life
For carrying on a self-maintaining life, Mizuho promotes the lifestyle disease prevention
for our residents. The health promotion committee and town hall members cooperate
with the residents closely for a better and healthy life.
We expand all the health check services to all the generations and also make sure that all
our residents use these supports which help, not only finding an illness in the early
stages but also, preventing the illnesses in the first place.
Mizuho has worked out a reliable medical network with the collaboration of a primary
care medical association and a secondary care of home doctors.

して喜びを感じ取れる社 会 形 成に努

す︒
また︑地区医師会と協力した一次

システム﹂の構築が必要です︒その中

Everyone in town is a family member.
The town hall workers remember the names and faces of the residents and give support
especially for inquiries related to raising children.
Children’s houses and nurseries in town have the program for child support from 0 year
old and upwards. Through various programs we can help mothers through
communication and provide consultation with respect to child raising.
In addition we have an e-mailing system “Navi for raising children/ WakuWaku
Mizuho” which automatically sends the information for children’s vaccination services
and schedule. Our experts help all mums-to-be to help reduce the uncertainties, insecure
feelings and provide an environment in which mums can raise children safely, for
example “Birth giving and raising kids support project/child care package” which
contains the information of interview with future mums as well as shopping vouchers.

など町と住民が連携しながら地域に

医療と公立福生病院を拠点とした二

心 的 役 割 を 担 う 地 域 包 括 支 援セン

ふれあい運動会

援事業所の機能を強化させ︑相談体

次医療との病診連携体制を強化する

ターは︑高 齢 者の皆さまが安 心して

います︒
﹁地域包括ケアシステム﹂のさ

らなる構 築に向け︑高 齢 者の皆さま

が自 主 的に生 きがい活 動を行 うこと

ができる体制の充実に努めています︒

老人クラブの活動
（保育園児と手打ちうどん作り）

めます︒

などで︑安 心できる医 療 体 制の整 備

生活するための総合相談窓口となって

保健センター

密着した健康づくりを推進します︒

を図ります︒
健康診断

Safe and secure environment for elderly
In the hope that Mizuho’s elderly have happy and fulfill days, we provide them with the
chances and opportunities to participate in various social events. By supporting the
employment service center for older people and “Kotobuki” club, Mizuho helps to form
a society in which the elderly can feel the life fulfilled and happy.
“Area Comprehensive Support Center” which supports “medical” , “care for the aged ”
and “preventive care ” , is most needed since our society is in general getting older.
Our “Comprehensive Age support center” is the place where the elderly can make
inquiries concerning a huge variety of topics. Mizuho works even harder for progress
and better quality service for the elderly to live happily and fulfilled.
Our welfare is a substantial community improvement
Mizuho supports total welfare work with all the cooperation with local welfare officer,
children's committee, probation officer, rebirth protection woman society, neighborhood
association, residents' association, social welfare meeting, volunteer groups and NPOs.
Handicapped people also have the full support for inquiry matters. For the
normalization, we cooperate with the handicapped and their families to give
opportunities to work and for life support.

教育

一人ひとりが輝くみずほ

心身ともに健康で︑
知性と感性に富み︑
郷土を愛する心と国際感覚をそなえた︑
人間性豊かに成長することを目指す

児 童 ・ 生 徒の豊かな心 を 育み︑確かな学 力の定 着 を 図るための
教 育 施 策 を 展 開し︑﹁ 生 きる力 ﹂を 育 成しま す

充 実 し た 教 育 環 境 の 中 で︑
子どもたちは︑心身ともに
健やかに成長する

学校教育に求められることは︑児

童・生徒の﹁生きる力﹂を育むため

に必要な確かな学力の定着と豊か
な心の育成です︒

教育委員会は︑学力向上の取り組

み︑健全育成や学校環境の充実など
学校への支援を進めています︒

小学校では︑一年生などに学習サ

ポーターを配置し︑学級担任ととも

に︑子ども一人ひとりの学習状況に

応じた支援や指導を行っています︒

また︑
﹁ステップアップ教室︵放課後

補習教室︶﹂も実施し︑分かるまで教

える取り組みを充実させています︒

中学校では︑学習意欲の喚起と学

中学生を対象としたフューチャースクールの学習風景
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青少年の主張意見発表会

学習サポーターが寄り添って支援します

ています︒

室︶﹂を 学 習 塾 と 連 携 し て 実 施 し

た﹁フューチャースクール︵補習教

力向上を図るため︑土曜等を活用し

とともに︑子どもたちを町ぐるみ︑

ためのさまざまな施策を展開する

し︑教育環境をよりよいものにする

町 は︑今 日 的 な 教 育 課 題 に 対 応
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地域ぐるみで見守り︑人間性豊かに

Raising children with adequate educational environment helps
children grow healthily, physically and mentally.
The school education is expected to provide the child with a place to grow
both academically and spiritually.
Our education board supports the schools to give students higher academic
skills and for the youth to develop healthily.
In the elementary school every class, from the 1st year, has two teachers,
(one who works in a supporting role). This helps children to study
individually depending on individual needs and understanding.
There are “Step up lessons (after school support classes)” to help children
understand fully.
From 2016, the same “Future School Program” will be carried out to
include elementary school children.
We have developed the education program which meets children’s
environmental and school needs to help them have zest for living.
Both Elementary and Junior high schools in Mizuho have taken advantage

年度は︑小学校も学習塾と

成長することを目指しています︒

瑞穂第一小学校の芝開き

平成

連 携 し た﹁フ ュ ー チ ャ ー ス ク ー ル

︵放課後補習教室︶﹂を始めます︒

子どもの実態や学校のニーズに

応じた教育施策を展開することに

より︑子どもたちの﹁生きる力﹂が確

実に育っています︒

また︑町立小・中学校の全校校庭

芝生化を進め︑子どもたちの体力向

上や怪我の防止とともに︑学校と保

護者︑地域による芝生の維持管理を

通した地域コミュニティの活性化

を図っています︒

総 合 的 な 学 習 の 時 間 で は︑田 植

えから始める米づくりや茶道教

室︑和太鼓体験︑搾乳体験など町の

特色を活かした教育活動も充実し

ています︒

子どもたちの社会性を育てる社

会教育の取り組みも進めています︒

異世代や地域との交流の場﹁こども

フェスティバル﹂では︑いろいろな

体験を通じて︑豊かな心を育成し︑

日ごろ考えていることを主張する

﹁青少年の主張意見発表会﹂では︑自

由な発想と強い意志を養い︑青少年

の健全育成を目指しています︒

こどもフェスティバル
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of the ‘schoolyard green project’ for the purpose of improving the
physical strength and prevention of the injury.
School and parents maintain good conditioned grass together and this
encourages the local community to gather more now.
Using Mizuho’s culture, we have extra-curriculum activities like rice
planting, tea ceremony, Taiko drum play and milking cows.
We also have the social education for raising children’s social skills.
“Children’s Festival” is just one event in which mixed generation and local
relations can be experienced via various practices. “Views and Opinions
Presented by our Youth” is an event in which the hopes children are freely
expressed, this encourages imagination and strong will and helps the child
to grow mentally.
Mizuho works on today’s educational issues to provide better educational
services. Also, all residents take part and help raising our town’s children
to have good quality human nature.

産業

魅力ある温かいみずほ

農業・商工業・観光が︑
相互に協力し合う力強さ

おだやかな自 然 と︑都 心からも 近い立 地 を 最 大 限に生かして
さまざまな産 業 振 興 施 策 を ︑計 画 的に組み合わせながら創っていく

新規就農者を積極的に迎え︑
同時に︑農家の若い後継者も
育てていく

新規就農者が都内で最も多い瑞穂

町︒町の農業施策としても︑担い手の

育成に力を入れながら︑遊休農地や

耕 作 放 棄 地の解 消に努めていま す︒

行政施策として積極的に取り組んで

来た結果︑これからはますます新規

就 農 者が増 えていく 可 能 性があ り︑

生 産 から 販 売 までのあ らゆる 過 程

で︑農業の新たな展開が期待されてい
ます ︒

既存の農家においても︑後継者の育

成が急務であり︑若い世代に農業の魅

力 を 伝 えようと町としてさまざまな

形でバックアップしています︒
例えば︑町

内の農家みんなで運営している直売所

シクラメンハウス

東京狭山茶の茶摘み
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大型工場

ショッピングモール

ふれっしゅはうす

商店街

﹁ふれっしゅはうす﹂もその一つです︒
お客

様と直接ふれあいながら︑瑞穂ならで

はの野菜や加工食品などの魅力をご案

内し︑同時にまた多様なニーズを掘り

起こし︑情報集約も図っていくという構

想によって運営されています︒

町の経済をリードする製造業︑

町民の暮らしに結びついた商業

瑞 穂 町の製 造 業は︑東 京 多 摩 地 区

の事 業 所の中 で 付 加 価 値 額 ・ 出 荷

額 共に高 水 準であ り ︑リーダー役 を

果 た していま す ︒
これは 長 年 積 み 重

ねて来た職 人 気 質によるものです ︒
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商業や小売業では︑町の中心部に

Reaching out to new and the next generation of farmers.
Mizuho has the largest number of new farmers in Tokyo. The local
administration has been acting positively to promote land usage and
provide assistance for the purchasing and utilization of the property. There
is a growing feeling that these new farmers will bring about new ideas
which will in turn bring in more people.
Enticing a younger generation of farmers is our priority, existing
farmhouses are available and the town council has other incentives to
attract business such as ‘Fresh House’ a store run by and for local farmers.
Here farmers can talk to customers and other farmers, getting more ideas,
hearing the needs and selling their own produce, promoting the industry
and themselves at the same time.

古くからの商店が軒を連ね︑顔と顔

を合わせて安否を気遣うような人情

深い商売を行っています︒また国道

号や新青梅街道などの幹線道路沿い

には︑広い駐車場を備えたさまざま

な大型店舗が進出して︑従来の商店

街との共存共栄を目指しながら営業

しています︒

それぞれに業種・業態は違っても︑

瑞穂町が﹁活力ある︑にぎわうまち﹂

となるよう︑各社・各店が協力し合

いながら事業を行っています︒
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The leading business of the town, manufacturing. The business that is
attached to our everyday life.
Manufacturing in Mizuho is on high standard for “Added Value” and
“Shipment Value” among the towns in the Tokyo Tama district. These figures
show how our high technical skills, as well as how healthy our economy is.
These results come from long years of craftsmanship and the popular belief
that, ‘any difficult job can be done if we ask Mizuho’. Mizuho has gained the
reputation for doing small lot production as well as flexible manufacturing.
In the middle of the town there are many old and tradition small shops and
businesses which are still operating in a caring, face-to-face manner. On the
other hand along Route 16
or the new Omekaido there are large shops with big car-parks for more
modern appliances. Both can coexist and prosper in our town.
In Mizuho our shops and industries, regardless of type, age and size cooperate
with each other bringing a certain health and vitality to the town.

国際交流
魅力ある温かいみずほ

年に︑米国モーガンヒル市と

異文化を体験して
新たな発見に気付く

平成

姉妹都市を提携し︑以後お互いの人

的 交 流 を 頻 繁に行っていま す︒
モーガ

ンヒル市はカリフォルニア州サンタクラ

ラ郡にあって果樹栽培で知られ︑ハイ

テク 産 業 が 集 積 しているシリコンバ

レーのベッドタウンとして発 展 してい

ます ︒

中学生の交流事業で︑相互に学生

たちを受け入れ︑ホームステイ等を通

じて交流を深めています︒
また︑瑞穂

町からは﹁つるし飾り﹂等の展示物を

送り︑モーガンヒル市からは伝統的な

キルト作 品 を 受 け 入れてお互いに展

示し合う住民レベルでの交流など︑い

ろいろな面で異文化を学んでいます︒
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異文化を体験する︑
姉妹都市との交流

モーガンヒル市姉妹都市委員会メンバーと

学 生たちが両 国 を 頻 繁に行 き 来しながら
互いの理 解 を 深めている

瑞穂町の中学生が
モーガンヒル市を訪問

Different culture discover something NEW
In 2006, Mizuho town became a sister city with Morgan Hill (San Diego, California, USA)
and since then frequent exchanges between the two have taken place.
Morgan Hill was originally a community of farmers and orchardists, but during the last few
decades the city has evolved into a bedroom community for the high tech industries of
Silicon Valley.
Many students have been fortunate enough to partake in home stay event from both
countries and many families have been able to host the incoming students. Along with the
students and their chaperones exhibits, such as the a Taiko drum display, (Busyukarajishi
daiko) and hanging decorations (Tsurushikazari) have been sent to Morgan Hill whilst on
reciprocal visits displays of tradition quilts and other cultural pieces have been seen in
Mizuho.
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普段から大切にしている
自助・共助の精神

全四十町内会がそれぞれに自主防

災組織を持ち︑町としてそれらを一つに

結んでいる瑞穂の防災体制︒年に一度︑

消防署の協力をいただいての総合防災

訓練をはじめとして︑
﹁自助・共助﹂
の

精神を大切にしながら︑地域ごとに危

険箇所の点検を実施しています︒

犯罪抑止には︑一人ひとりの防犯意

識の向上が必要であり︑巡回パトロー

ルやメール配 信 などを 行い地 域 住 民

と連 携した防 犯 対 策 をしていま す︒

また︑交通事故対策として︑交通

環 境の整 備 と安 全 対 策 を 行っていま

す︒
ボランティアによる通 学 児 童の見

守り活動も行われ︑地域住民の力が

町の交 通 安 全の一翼 を 担っていま す︒

万が一に備えて︑普段から人材や資材

の充実を心がけています︒

Keeping in mind self and mutual assistance is always important.
Disaster prevention and readiness drills are taken very seriously in Mizuho. All 40 neighborhood
associations have voluntary organizations, which are united by Mizuho Disaster Prevention system.
Patrols are continuously being made and the citizens of the town being made aware of where
potential dangers are and what should be done in the case of a real emergency, both for self
preservation and mutual assistance.
For Crime prevention, it is necessary that individuals have improved security consciousness. Mizuho
already practices patrols and mailing service with residents for security support. We also practice
traffic accident prevention for a better traffic environment with all safety measures. Volunteers help
children to go to school safely on the road. The residents are a big part of traffic safety. Mizuho also
prepares enough materials and human resources in case of a natural disaster or emergency
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安全安心やさしいみずほ

総合防災訓練の様子

地 震や水 害などの自 然 災 害 ︑火 災や犯 罪などの人 災
すべての防 災 ︑防 犯 ︑交 通 安 全などに地 域 全 体で取 り 組んでいま す

シルバー人材センターによる
通学児童見守りボランティア

地域の絆を重視して︑
万が一に備えたまちづくり

安全・
安心

基盤
整備

快適で美しいみずほ

住 民 相 互の理 解 が 深 ま り
町を愛する意 識が育つ

心 地よく 安 心して暮らしていくた

めの近代的なインフラ整備︑そして都

市 的 な 要 素 と 調 和 し た 緑 豊 かな 自

然が整っていること︒瑞 穂 町は全 体と

して︑そのような地域構想を描きな

がらまちづくりを進めています︒

子どもたちから若者たち︑子育て

中の世 代から高 齢 者 まで︑すべての

世代の住 民が生 き 生 きと暮らしてい

けるよう︑住民同士のコミュニケーショ

ンも大事にしています︒例えば︑緑豊

かなエコパークは︑たくさんの人で賑

わいます︒芝生やビオトープに囲まれ

た 美 しい景 観の中でのふれ あいによ

り︑住民相互の理解がおのずと深ま

り︑町を愛する意識が育っています︒

The more we understand one another, the more our town’s love deepens.
Blending nature into the modern infrastructure of our lives helps us create a rich and
peaceful environment in which to live, work and flourish. The Mizuho town government has
used this idea of nature and society in harmony as one of the principles on which our town
planning is based, with the overall aim of ensuring that everyone is able to grow.
Residents, of all generations, are encouraged to communicate freely with one another. It is in
our best interest if all the people of Mizuho, from youth to the elderly, mix, mingle and
exchange their thoughts, ideas and experiences. For example, Mizuho ECO Park always has
lots of people enjoying themselves. This beautiful environment helps us to grow as we get to
know and care about each other a little bit more.

ずっと住み続けたい︑
落ちついた景観と雰囲気

芝桜が美しい春の駅

市 街 地 と農 地 山 林が絶 妙に調 和した︑
ふるさと
﹁ 成 長 社 会 ﹂から﹁ 成 熟 社 会 ﹂
への転 換 をめざして

ハナミズキとツツジに彩られた通り
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名誉町民顕彰
くりはら

名誉町民顕彰とは、広く社会文化の興隆、町の発展等に寄与した方に
名誉町民の称号を贈り、
その栄誉を称えるものです。

しょういち

むた

栗原 昭一さん

牟田 久壽さん

平成 23 年11月10日

町と米軍横田基地との民間交流
を図る瑞穂・横田交流協会を設立
し、町行事等への基地関係者の参
加、文化交流を通じた相互理解な
ど、民間交流の基礎を築きあげ、代
表として交流の発展にご尽力されてきました。
また、瑞穂町
商工会役員および会長として、１８年の長きにわたり商工会
の発展に寄与され、商工業の振興に関する商工会の研究
機能を高めた功績により称号の授与となりました。

平成 22 年11月10日

昭和４１年４月瑞穂中学校音楽
科教諭として赴任して以来２０年、
中 学 校ブラスバンドの育 成のほ
か、瑞穂青少年吹奏楽団を創設
し、全国吹奏楽コンテストにおいて
4 回にわたり金賞を受賞、町の名を全国に知らしめました。
また、耕心館のサロンコンサートの企画・運営や、吹奏楽
塾瑞穂などの幅広い音楽活動、町と横田基地との友好な
どにご尽力されています。

ブライアン・ヨシアキ・
シロヤマさん

ジュディ・ハルコ・
リトルさん

平成 22 年11月10日

平成 22 年11月10日

横田基地への赴任経験から、米
国モーガンヒル市と町との姉妹都
市締結に際し、良好な関係構築の
中心人物であり、公私にわたり姉妹
都市交流事業のために多大な貢献をされました。
また、瑞
穂町とモーガンヒル市の歴史や文化を両国に広く知らしめ
るとともに、モーガンヒル市姉妹都市委員会の中心人物とし
てご尽力されています。

瑞穂町協働宣言

然、青梅街道や日光街道など歴史を彩った数多くの
街道が残っています。
自然と歴史の足跡が残るこの町は、古くから多く
の人が行き交うことでさまざまな文化や産業、そして
人々のつながりが生み出されています。
先人が残してきた自然や人々が育んできたさまざ
まなつながりを大切に守り、未来に向け瑞穂町を育
てていくためにも、私たちはみんなで考え、汗を流し、
それぞれができることを分かち合い、ひとつになるこ
とで、協働のまちづくりを実現します。

1 つながろう 人と人

米国モーガンヒル市と町との姉妹
都市締結の段階から町との交流を
支援し、町派遣団受入れ時のホーム
ステイ・ホストの確保など、多方面で
の交流活動のために多大な貢献をされました。
また、キルト協
会の橋渡し役として、両姉妹都市におけるキルト展を文化交
流の年間事業として定着させるなど、姉妹都市交流の実践に
ご尽力されています。

〜 手をとって みんなで楽しむ まちづくり 〜

瑞穂町は、狭山丘陵や狭山池など身近にある自

みんなが縁やきずな、喜びを感じ、共に生きていくため
に、子どもからお年寄りまでの誰もが、優しさにあふれ、心が
通い合う温かい人間関係を築きます。
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ひさとし

2 参加しよう 地域づくり

地域の主役である私たちが、誇りを持って、
これからも住み
続けたいと思えるような地域をつくり上げていくために、地域の
行事や活動に参加する意識を持ち、
積極的に行動します。

3 楽しもう 生きがいとやりがい

お互いに協力することで、私たちが思い描くまちづくりを実現
していくために、遊び心と楽しさを持ち、私たちそれぞれができ
ることを活かすことで、
生きがいとやりがいを分かち合います。

4 育てよう 新たな出会い

さまざまな人たちが集まる出会いの場をきっかけに、目的を
共有し、人と人とのつながりや支え合いを通じて、新たなコミュ
ニティづくりとコミュニティを支えるリーダーシップを育みます。

5 広げよう 人と心の和

私たちが積み重ねてきた経験や知識を互いに分け合っ
ていくとともに、
それらを積極的に発信し、
それぞれが持つ魅
力を伝えていくことで、人と心の和を広げます。

行政と議会は相互に助け合い︑住民の声を町政に反映させていく
住 民 と 協 働 し な がら
新しい試みにチャレンジ

日本国全体として﹁地方創生﹂が

唱えられ︑地方分権がいっそう加速し

名の議 員 によ り 構 成 さ れてい

瑞 穂 町 議 会 は︑ 町 民の代 表で あ

住民の声をしっかりと
行政に反映させていく

る

ま す ︒定 例 会は年４回で︑必 要に応

来 ︑現 状の問題 点︑予算などのほか︑

ている今日︑瑞穂町は︑この町ならで

各種情報通信手段を用いて︑行政

町 民 からの要 望や 提 案 も 取 り 上 げ

じて 臨 時 会 が 開 か れ ま す ︒町 の 将

サービスを 向 上させて︑既 存 事 業の

られ︑
ここで審 議されます ︒

議 員は︑総 務 産 業 建 設 委 員 会 ︑厚

める仕組みや︑行政を厳しく評価し

住民と協働しながら町づくりを進

別 委 員 会 を 設 け ︑審 査していま す ︒

ま す ︒そのほかにも 必 要に応 じて特

れぞれ専 門 的な議 題 を 取 り 扱ってい

生 文 教 委 員 会のいずれかに属し︑そ

ていくシステム︒
これらを推進させて︑

議会は︑住民の代 表として︑施 策

住 民からの提 案 をダイレクトに行

に協力し合いながら︑町を動かす両

論 を 重ねま す ︒議 会 と行 政は︑ 互い

案や予 算 案などについて︑行 政 と議

政に届ける
﹁町長への手紙﹂
や︑ホーム

輪として機能しています ︒
対応しています︒

活用し︑あらゆる要望にきめ細かく

ページからの情 報 伝 達なども 幅 広 く

試みにチャレンジし続けています︒

硬 直しがちな現 場においても 新しい

ています︒

図り︑効率的な行財政運営を実現し

見 直 しや 施 策の重 点 化 を 積 極 的に

はの主体性を発揮しています︒

16

住民に信頼される行政︑
住民のための開かれた議会

行政
議会
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左から髙水永雄議長、小山典男副議長

左から杉浦裕之副町長、石塚幸右衛門町長、鳥海俊身教育長

Challenging for the new trials alongside the residents.
The whole of Japan has advocated a new 'creation' of towns and cities, and
the decentralization accelerates even faster. In this circumstance, Mizuho,
as a town, shows independence of will even though we are only a small
local government in Tokyo.
We adopt the latest information and communication technology in order to
improve administrative services. We also take into consideration any
relevant points of a review in conjuction with existing business plans.
Mizuho has two systems. The first is a town planning structure in which
town residents collaborate together, and the other is a system which the
administration strictly evaluates and checks. We promote both systems and
keep on challenging new ideas with these in mind.
We have "the letter to the town mayor" which sends the message and
suggestions directly to the administration as well as the homepage. These
communication measures are utilized widely and cope with every demand
carefully.
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Residents voice for and to the council.
Mizuho town council is the place where all and every single voices can be
delivered to administration. We have 16 members of the town council, and
we keep in mind for flexible administration operation so all residents stress
views are heard. All 16 members belong to either the “General Affairs
Industry Committee on Construction” or the “Public Welfare Committee
on Education” . All members bring with them knowledge and experience
from their specialized fields, which enables them to tackle todays’ difficult
problems.

