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主なご意見・ご質問等 市の対応・回答

34

耐震改修を促進する意味で、マンション等の耐震診断調査（劣化診断
調査）に対する助成制度ができたことは評価しているが、実際には、
多額の調査費用がかかるので、更なる充実に期待したい。
市内には旧耐震基準で造られた大規模な非木造の集合住宅があり、
戸数も多いと思うので、市として早期にこれらへの対策を講じてほし
い。施策の指標である、住宅耐震化率95.0％の目標を達成するため
には、木造住宅はもとより、非木造の集合住宅に関する対策も欠かせ
ないと思っている。

今後とも、住宅の耐震化率向上に向けた取組の充実と指
標に掲げた目標の達成に努めてまいります。頂いたご意
見につきましては、今後の施策展開に向けた参考とさせ
ていただきます。

60

馬場大門ケヤキ並木は国の天然記念物だが、大國魂神社の参道であ
り、私有地に植生している樹木を市が主体的に管理することに、（法
的な問題はないのかもしれないが…）少し違和感がある。市が管理す
るのであれば、公的な財産としたほうが、すっきりするのではない
か。

馬場大門ケヤキ並木の管理については、文化財保護法に
基づき、市が管理団体としての指定を受けて、周辺の歩車
道と一体的に、日常の管理や保護対策を実施しておりま
す。今後とも、同天然記念物の歴史性を大切に継承しなが
ら、適切に保護・管理・活用してまいります。（※）

103

11月21日号の広報に市の12件の計画案、方針案に関するパブリッ
ク・コメント手続の記事が掲載されたが、同時に行うには数が多すぎ
る。計画・方針案の合計頁数は993頁にわたる。また、文化センター
には、閲覧用の机や椅子などスペースがない。必要な頁のみをコピー
するのも大変だし、費用も嵩むので、冊子を読みやすい環境を整備し
てほしい。ホームページの掲載データは、紙に馴染んでいる世代には
厳しい。広報に概要を掲載しているというが、相応しい内容と言える
のか。パブコメが形骸化していると思う。
要望として、本日のような説明会を数多く開催することと、パブコメ
の期間を延長することをお願いしたい。。
（白糸台文化センターで出た意見と同意見）

現在、本市の最上位計画である第７次府中市総合計画の
策定を進めており、これに合わせて多くの個別計画につ
いても策定を進めておりますが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、策定スケジュールに遅れが生じた事など
から、１２件のパブリック・コメント手続を同時に行わざる
を得ない状況となっているところです。
提出期間につきましても、同様の事情から、今後のスケ
ジュールを踏まえ、円滑な行政運営の確保という点も考
慮し、設定しております。
また、第７次府中市総合計画につきましては、文化セン
ターで説明会を開催したほか、効果的なＰＲ方法について
検討する無作為抽出型のタウンミーティングについても
今後開催してまいる予定です。

103

附属機関の公募委員として選ばれた人の中には、出席率が悪い人や
発言をしない人がいる。適材を登用するという意味では、優れた人材
をプール、データベース化するなどして、その中から委員を選ぶよう
にしてはいかがか。

人材登録制度については、今後の施策展開に向けた参考
とさせていただきます。

- 進行管理（ＰＤＣＡサイクル）について教えてください。
計画書の229頁・２３０頁ではＰＤＣＡサイクルに基づく進
行管理と評価方法（行政評価・外部評価・市民意識調査）
などについてお示ししています。

- 市民向けのアンケート調査にはどのようなものがありますか。

主なものとして、
市民意識調査（18歳以上無作為抽出、対象3,000名、郵
送式、毎年実施）
市政世論調査（18歳以上無作為抽出、対象1,500名、郵
送式、毎年実施）
などがあります。

101 この７年間で市民協働は進みましたか。

平成26年度に「市民協働の推進に関する基本方針」を策
定、「市民協働都市」を宣言し、その後、「市民協働推進行
動計画」を策定するなど、取組を進めてきました。平成29
年度には「市民活動センター（プラッツ）」を整備するなど
市民協働の推進に向けた素地はできあがり、市民の皆さ
まの認知や理解、活動についても徐々に進んできている
と認識しているものの、今後もより一層進めていく必要
があると考えています。

- 計画策定に当たっては、分野別に議論を交わしましたか。

「市民検討会議」では、分野別にグループを編成し、基本
施策ごとに市民と市が意見交換を行いました。また、審議
会の分科会である「起草委員会」では、分野ごとに担当委
員を定め、専門的な視点からご審議いただきました。

- なぜ、説明会を申込制にしたのですか。

事前の資料準備のためです。また、万が一、新型コロナウ
イルス感染症を発症した参加者がいた場合に備え、濃厚
接触者等を特定できるように、氏名や連絡先といった情
報についても聴取させていただきました。

ご意見・ご質問等一覧（総合計画　地区別タウンミーティング）

令和３（2021）年
１２月１３日（月）
午後7時～9時

白糸台文化センター

令和３（2021）年
１２月１０日（金）
午後7時～9時
中央文化センター

1



ご意見・ご質問等一覧（総合計画　地区別タウンミーティング）

59

新しい府中基地跡地留保地の利用計画が、米軍通信施設の返還によ
り見直しになる可能性があると聞きましたが、是非、若い人や子育て
世代が利用できる場所としていただきたい。また、市民との協働によ
り、見直しの方向性を決めてほしい。

令和２年２月に策定した利用計画は、ワークショップ、市民
アンケート、ポスターセッション、公開プレゼンテーション
など、検討の各段階において市民意見を伺いながら検討
を行い策定しております。
現時点で見直しの予定は未定ですが、今後見直しの必要
が生じた際には、これまでの市民参加の経緯を踏まえつ
つ、ご意見を伺う中で検討してまいります。（※）

64
「ふちゅチケ」について、紙の商品券からデジタル商品券に変わったこ
とにより、使用できない高齢者が増えたと感じました。誰もが利用し
やすい方法を考えていただきたい。

本事業につきましては、デジタルの力を活用した事業であ
り、非接触決済での実施となっておりますが、「迅速性」
「安全性」「簡便性」「経済性」など、様々な視点を勘案した
うえで、市民と店舗の双方にとって利用しやすい方法を
検討してまいりたいと考えています。（※）

101

私は、養成講座を受講し、「つなぎすと」として活動しているが、こうし
た機会を通じて、市民協働の推進と、より良いまちづくりに貢献した
いと思っている。総合計画をはじめとした各種計画の策定に当たって
は、市民参加の機会を設け、市民の声を広く聴き、（市民に）自分達が
関わって作ったものという意識を持ってもらうことが重要だと思う。
また、計画を作って終わりではなく、そこに掲げた施策を市民と行政
との協働により推進していくことが大切だと思う。

第７次総合計画ついては、「総合計画審議会」をはじめ、
「市民検討会議」、「タウンミーティング」、「グループミー
ティング」など様々な機会を通じて、多くの市民の皆さま
のご協力をいただき、ご意見をお伺いしながら、策定を進
めてまいりました。策定後も、できる限り市民参加の機会
を設け、ともに推進していくことができるよう努めてまい
ります。

102

市民の参加の機会を増やす目的であれば、広報やホームページだけ
でなく、チラシの配架、回覧板、ＳＮＳなどの活用、関係団体への呼び
かけなど告知方法を検討したほうが良い。また、催しの開催日や時間
帯に関しても、平日と土日、昼間と夜間に分けるなど工夫することが
望ましいと感じた。できる限り当事者や関心の高い人に呼びかけ、参
加してもらうのが良いと思った。

総合計画の策定に当たっては、広報やホームページによ
る告知だけでなく、「タウンミーティング」開催に向けたチ
ラシの配布、「グループミーティング」の開催に向けた関係
団体への呼びかけなどを実施してまいりました。ＳＮＳの
活用については、既に実施しているものもありますが、今
後の課題として認識しています。意見交換会などの開催
日と時間帯についても、土曜日、平日の昼間と夜間など、
様々、実施してきたところです。

103

11月21日号の広報に市の12件の計画案、方針案に関するパブリッ
ク・コメント手続の記事が掲載されたが、同時に行うには数が多すぎ
る。計画・方針案の合計頁数は993頁にわたる。また、文化センター
には、閲覧用の机や椅子などスペースがない。必要な頁のみをコピー
するのも大変だし、費用も嵩むので、冊子を読みやすい環境を整備し
てほしい。ホームページの掲載データは、紙に馴染んでいる世代には
厳しい。広報に概要を掲載しているというが、相応しい内容と言える
のか。パブコメが形骸化していると思う。
要望として、本日のような説明会を数多く開催することと、パブコメ
の期間を延長することをお願いしたい。。
（白糸台文化センターで出た意見と同意見）

現在、本市の最上位計画である第７次府中市総合計画の
策定を進めており、これに合わせて多くの個別計画につ
いても策定を進めておりますが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、策定スケジュールに遅れが生じた事など
から、１２件のパブリック・コメント手続を同時に行わざる
を得ない状況となっているところです。
提出期間につきましても、同様の事情から、今後のスケ
ジュールを踏まえ、円滑な行政運営の確保という点も考
慮し、設定しております。
また、第７次府中市総合計画につきましては、文化セン
ターで説明会を開催したほか、効果的なＰＲ方法について
検討する無作為抽出型のタウンミーティングについても
今後開催してまいる予定です。

103
市長と自治会長との懇談会の開催により、地域の意見に耳を傾けて
いただいている姿勢については、大変良いことだと感じ評価してい
る。

貴重なご意見として承ります。

107
新しい市庁舎には、若い人や子育て世帯が集うことのできるようなス
ペースを是非設けていただきたい。

新庁舎には京王線府中駅とＪＲ府中本町駅のにぎわいを
つなぎ、イベントスペースとしても利用できる通り庭を整
備するとともに、庁舎内には市民協働ラウンジや図書館、
レストランなどを配置し、誰もが訪れやすい庁舎としてま
いります。（※）

-
今回の計画ではないが、以前、「市民検討会議」に参加したことがあ
る。　５つの分野別グループに分かれ、非常に深い内容の濃い議論が
交わされ、大変有意義な場であった。

貴重なご意見として承ります。

重点プ
ロジェ
クト２ほ
か

市が今後活性化していくためには、高齢者ばかりでなく、子育て世代
に対して手厚い支援を行っていくべきであると感じている。妊娠期か
ら幼少期の子育て支援策は少しずつ充実してきたが、中高生向けの
支援策が弱いと感じるので、更なる充実を望みます。地域と繋がれ
ず、孤立している親もいると思う。

貴重なご意見として承り、今後の施策展開の参考とさせ
ていただきます。

令和３（2021）年
１２月１３日（月）
午後7時～9時

白糸台文化センター
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ご意見・ご質問等一覧（総合計画　地区別タウンミーティング）

- 「審議会」等の検討経過について、計画書には掲載されますか

「審議会（起草委員会を含む。）」「市民検討会議」「無作為
抽出型のタウンミーティング」「グループミーティング」な
どの検討経過については、巻末に参考資料としてまとめ
て掲載する予定です。

- 「無作為抽出型のタウンミーティング」の対象者抽出方法は

令和２年度に２回実施しました。１回目は１８歳以上（年齢
の上限なし）、２回目は１８歳以上３９歳以下の比較的若い
世代に絞った上で、地域の偏りなどが出ないようにラン
ダムで抽出しました。その結果、２回合計で７４名の参加
（オンライン参加を含む。）がありました。

-
「市民検討会議」のメンバーは公募ですか。
また、職員も参加したとのことですが、その選出基準について教えて
ください。

公募により、３７名の市民の皆さまにご協力いただきまし
た。また、若手職員２０名が参加させていただきました。
職員については、部署のバランスを考慮し、また、市民協
働推進員を経験したことのある係長級以下の職員を中心
に選出しました。

- 「市民検討会議」の進め方について教えてください。
「現状と課題」、「見直しの論点」、「めざすまちの姿」などを
纏めた分野別の検討シートに基づき、グループに分かれ
て全６回にわたり様々な議論を交わしました。

-
「地区別タウンミーティング」は全３回実施されましたが、累計参加者
数を教えてください。

中央文化センターが５名、白糸台文化センターが４名、本
日が２名なので累計参加者数は１１名でした。

-
「審議会委員」や「市民検討会議のメンバー」など、新しい総合計画の
策定に協力した市民に対し、今後のフィードバックについて予定して
いますか。

第７次総合計画が完成した段階で、「審議会委員」や「市民
検討会議のメンバー」など策定にご協力いただいた市民
の皆さまに冊子の内容をご確認いただくなど、フィード
バックの方法を検討してまいります。

- 第７次総合計画策定後も市民参画の機会はありますか？

今後、新しい総合計画の効果的なＰＲ方法について、話し
合っていただく「無作為抽出型のタウンミーティング」を
実施予定です。また、重点プロジェクトについて、市民の
皆さまとともに進行管理を行う仕組みを検討してまいり
ます。

序論

財政見通しで、競走事業の収益見込が毎年５億円というのはやや少
ないと感じる。また、市税収入は、令和２年度（決算額）と令和３年度
（予算額）の差し引きで△39億円、以後は横ばいとなっているが、コ
ロナの影響も含め、このくらいの推移を見込んでいるということで良
いですか。

競走事業の収益については、景気の先行きが不透明な
中、安定財源として見込むことは難しく、様々な要素を勘
案のうえ記載の金額としています。また、市税について
は、令和３年度の当初課税の状況などを勘案して、今後４
年間の見通しを算出した結果、記載の額となったもので
す。ただし、予算編成が進む中で、直近の状況を勘案する
とともに、招致するレースのグレード等精緻に積算できる
令和４年度については競走事業収益金額を修正する予定
です。また、市税についても、直近の状況から修正する予
定です。（※）

序論

社会潮流として、コロナ禍でテレワークが普及し、押印原則について
も見直しの動きがあるということなので、府中市でもデジタル化や手
続きの簡素化を進めてほしい。現状、文化センターでは、Ｗｅｂ会議が
できないので、市の施設にＷi-Ｆi環境を整備するなど、改善に向けて
取り組んでいただきたい。

本市では、行政サービスの向上や業務の効率化に向け
て、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進に取
り組んでいくことが必要と考えています。頂いたご意見に
つきましては、今後の施策展開の参考とさせていただき
ます。

-
「施策評価」や「事務事業評価」は、ボリュームが多いので、読了するの
も難儀だが、作成側も毎年ご苦労があるものと推察します。

貴重なご意見として承り、今後の進行管理の参考とさせ
ていただきます。

-
市民検討会議の資料「見直し論点シート」には、直近１～２年分の実績
しか掲載されていないので、もう少し、長い期間の実績を掲載できる
と、これまでの経緯についての理解がより深まると感じた。

総合計画は、策定に２年間近くの時間をかけて、市民の皆
さまの声をお伺いすることで、丁寧に作りあげているた
め、振り返り期間の実績は短くなっております。貴重なご
意見として承り、今後の計画策定の参考とさせていただ
きます。

「市の対応・回答」欄に（※）を付してある項目は、当日の質疑において、回答が不十分であった点を担当課に確認の上、内容を追記したものです。

令和３（2021）年
１２月１５日（水）
午後7時～9時
西府文化センター
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