市 長 の う ご き
ID 1008201

問 市長公室秘書係 代表☎

市では、計画などを策定する場合に、公募市民を含む

令和4年度
日野市優良請負者の表彰
ID 1005448

▲紫波町による歓迎式の様子

7月29日・30日に姉妹都市である岩手県紫波町を訪
問しました。巽聖歌が縁をとりもち、姉妹都市として
結ばれてから5周年を迎えました。
たつみ せ い か

※
「市長のうごき」
は、市 HP をご覧ください▶

問 総務課
（☎042-514-８132）

令和3年度にしゅん工した工事のうち、優良な成
績で施工した次の3者を7月27日に優良請負者とし
て表彰しました
（写真）
。
・大
 日本・桜建設共同企業体…日野市立南平体
育館建築工事
・㈱
 美多摩サービス社…向川原団地市営住宅
（9
号棟）
屋根・外壁改修工事

J：COM チャンネルで放送 !!
NHK のど自慢予選会 in日野市

・眞
 生工業㈱…①日野市立石田環境プラザ建築
工事②日野市立日野第一中学校屋内運動場空
調設置建築工事

問 文化スポーツ課
（☎042-514-８4６2）

分けてたっぷり放送されます！ NHK の生放送では見ら
れない参加者自慢の歌声をお楽しみください！
後編…9月1８日㈰午前7時〜８時30分
※状況により、内容・スケジュールは
変更になる場合があります

9月は食生活改善普及運動・
健康増進普及月間

ID 1016960

ID 1020183

ギー、たんぱく質、脂質、炭水
化物、食塩相当量の5項目が表

栄養成分表示
1個（○ g）当たり
エネルギー

○ kcal

たんぱく質

○g

脂質

○g

炭水化物

○g

食塩相当量

○g

▲消費者庁動画

令和4年9月号

ている施策への意見募集であり、知識がなければ意見を
寄せることは困難であることです。

正解がなく、すべての人に関わり、施策実現のためには、
従来のやり方を超えた政治的意思決定
（民主主義の手法
のイノベーション）が求められることからこのような動
きが生まれたとのこと
（三上直之著「気候民主主義〜次世
代の政治の動かし方」
より）
。イギリスやフランスでは国
レベルの取り組みがあり、日本でも札幌市や川崎市で同
様の手法による気候市民会議が開催されています。

一方、デシディムは自治体がオンラインプラット

本来の市民参画は、代表性民主主義の限界や機能不全

フォーム上でさまざまなテーマで意見を募集、一方通行

ロッパ発の二つの手法が注目されています。一つは脱炭

を可視化できる仕組みです。スペイン・フィンランド・

を補うためにあり、
今のやり方では不十分である故、
ヨー
素社会への転換を市民参画で目指す気候市民会議の手

法、もう一つは市民参加型合意形成プラットフォームで
あるデシディム
（Decidim）
です。

気候市民会議は、①参加者の属性が対象エリアの縮図

となる工夫
（無作為抽出・くじ引き）
②議論に先立った参

加者への情報提供③熟議の保障④投票などによる結果の
取りまとめ、という特徴があります。気候危機対策には

台湾などが先行し、日本でも兵庫県加古川市や高知県土
佐町など複数の自治体で実施されています。用意された
原案に対する意見出しではなく、初期段階から意見表明
を可能とするのが特徴です。

気候市民会議は日野市でも令和5年度に実施予定であ

り、デシディムについては地方自治 DX の実現であり、
ぜひ活用したいこれからの市民参画の手法であります。

ID 1020137

問 日野市消費生活センター
（☎042-

日時

▶事例

・事業者が
「排水管を無料点検する」
と訪問し、依頼し
たら高圧洗浄を勧誘された。
・
「高圧洗浄が3,000円」
とのチラシを見て依頼したが実
際は高額な費用がかかった。
▶アドバイス

訪問販売や訪問購入にはクーリング・オフ制度が適

用されます。万一工事や契約をした後でも、契約日を
含めて８日以内は、申し込みの撤回や契約の解除ができ

ます。
※販売形態、商品、サービスにより、クーリング・オ
フができる場合とできない場合があります。詳細は消
費生活センターへお問い合わせください

会場※直接会場へ

① 9月7日㈬午前10時30分～ 11時

高幡台団地集会所の隣
（程久保）

② 9月10日㈯午前10時～ 11時

日野台公園

③ 9月20日㈫・27日㈫午前10時～ 10時40分 旭が丘中央公園
④ 9月21日㈬午前10時～ 11時

市民の森スポーツ公園

⑤ 9月21日㈬午前10時30分～ 11時

百草台団地アポロ広場
（百草）

⑥ 9月21日㈬午前10時30分～ 11時30分

大木島自然公園

⑦ 9月26日㈪午前11時～正午

落川公園

原稿締め切り日
11月号… 9月2６日㈪
12月号…10月25日㈫

イヤヤ

5８1-355６）
、消費者ホットライン
（局番なし）
（☎1８８）

築年数の経過した戸建て住宅は高齢者だけで住んで
いる場合が多く、悪質な業者に狙われることがありま
す。十分に注意してください。

でない参加者相互のやりとりも可能で、何が多数意見か

ング用のポール・薄手の手袋 他 詳細は問い合わせを

して選び、健康づくりに役立て
広報ひの

に関心がある人からの意見聴取に偏り、ほぼ出来上がっ

大坪 冬彦 コ ラ ム
ID 1018486

分のレジャーシート⑥お持ちの方はノルディックウオーキ

る際は、
「栄養成分表示」
を確認
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問 ひの社会教育センター
（☎042-5８2-313６）

日・場 下表の通り 対 ①⑤おおむね６0歳以上の方 持 ③一畳

示されています。食品を購入す

ましょう。

このやり方の欠陥は、時間に余裕があり、そのテーマ

また最近、他のサービスにおいても安価な金額が記
載されたポスティングチラシに関する相談が増えてお
り、中には公的機関ではないかと誤解しかねないよう
なものもあります。

ちょっとお散歩＆
青空たいそう
（9月）

問 健康課
（☎042-5８1-4111）

事の中で特に意識したいエネル

り方です。

不用品回収や排水溝の掃除の業者が
「市の委託で回っ
ている」
と訪問してきたとの情報が寄せられました。市
では不用品回収は行っておらず、個人宅の排水管の点
検や清掃を事業者に委託している事実もありません。

放送チャンネル J:COM チャンネル
（地デジ11ch）

ている
「栄養成分表示」
には、食

リックコメントに付す、というのが定番の市民参画のや

市からの委託などとかたる事業者にご注意！

放送日時 前編…9月17日㈯午前7時〜８時30分

食品のパッケージに記載され

会議体での討議を経て、ある程度まとまった素案をパブ

消費生活センターから

本選の前日に行われた予選会の模様が、前編・後編に

栄養成分表示を
上手に活用して、
バランスの良い食生活を

市長

気候市民会議とデシディムに学ぶ

�60歳以上のシニアピアノ無料体験レッス
ン 9月の平日午前10時、11時、午後0時
50分、1時35分、2時20分から／東豊田／
６0歳以上の女性対象／土田
（☎090-24995143）
へ申し込み
�水中ウオーキング講習会 9月2日㈮・9日
㈮・1６日㈮・30日㈮午前11時45分から／東
部会館温水プール／プール利用料2時間
まで300円／アクアふじの会
（由良☎090６534-3535※午後６時以降）
へ申し込み

�中高年の太鼓
（八木節）
無料講習会 9月3
日㈯・10日㈯午後3時から／落川都営住宅
地区センター／石阪
（☎042-592-5157）
へ
申し込み
�成年後見制度説明会・相談会 9月６日㈫・
20日㈫午前10時から／多摩平の森ふれあ
い館／個別相談あり／成年後見サポートひ
の
（☎042-594-90８5）
へ申し込み
�お琴
（六段の調べ）
無料講習会 9月６日㈫・
13日㈫・20日㈫午後1時から／三沢東地区
センター／初心者対象／斉藤
（ ☎042592-5157）
へ申し込み
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