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新宿区四谷坂町にある看護小規模多機能型居宅介護
サービス「坂町ミモザの家」（運営：株式会社ケアーズ白十字
訪問看護ステーション）を視察させていただきました。
地域包括ケアは、親しんだまち、住み慣れたわが家での

「在宅介護・看護」が基本です。

看取りまでの道のりを、ご本人が尊厳を持って暮らせること─
家族が心強く・納得できる介護・看護のサポートを─
「坂町ミモザの家」は、家族と一緒に温かく、力強く伴走していました。例えば、胃ろう
の方のお食事も、３回に２回は経口でとれるように、トロトロのお食事を念入りに作り
ます。また、便秘などの排泄の困難も、看護師さんが、丁寧にケアしてくださいます。介
護度５の方がほとんどのご利用者ですが、ご本人が、自信をつけて帰宅されます。その
姿を見て、ご家族様がどれだけ心強く励まされることでしょう。
「通ってよし」「泊まってよし」「わが家でよし」とパンフレットにある言葉が、じんと心
に染み渡りました。
経営採算が取れないため、武蔵野市ではなかなか整備が進まない看護小規模多機
能型居宅サービス施設です。が、利用側にとっては、高齢者入所施設より大変経済的な
介護が実現します。

なんでもご相談ください！090-8025-4457

いっぽいっぽ通信深田貴美子 45
vol.

http://www.fukadakimiko.info www.facebook.com/kimiko.fukada

前武蔵野市議会議員

◎2022年５月８日  通巻第58号  発行   ◎深田貴美子といっぽいっぽの会　〠180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-21-2 グローリオ吉祥寺本町706号

昨秋の武蔵野市長選では、温かく力強いご声援をいただきました。
「独裁・専制の暴走する市政を止めたい」─常在戦場の政治家としての当然の責
務だと今も考えています。年末の「武蔵野市住民投票条例案」の上程は、私たち
の平穏な暮らしを震撼させました。「市民が知らない・知らせない」市民不在の条
例策定──権力ある立場の者が、市民の思想の「対立・分断」を招きました。「印
象操作・言論弾圧」も辞さない姿勢が見えました。 

「独裁・専制」のロシアによるウクライナ侵攻から学ぶべきは、権力の暴走を止
めるのも容認するのも、決めるのは私たち「市民」です。もう一度、誇りある武
蔵野を取り戻したいと思います。私たちの願う「自由・公正・清廉」な品格ある
武蔵野を、皆様とご一緒に切り拓いてまいります。
すべては、子どもたちの未来のために！

前 武蔵野市議会議員　深田 貴美子

　二次救急医療の危機！
　吉祥寺南病院様建替えは？
医療法人啓仁会吉祥寺南病院」様建て替え問題は、
2015年からの地域医療の懸案です。
「医療法人大隅会森本病院」様を買収し、もはや待った
なし！
地区計画を求めて、署
名活動も繰り広げら
れました。
コロナ対策・大規模災
害の生命の拠り所の
今後は？

●看護付き小規模多機能施設の誘致を急げ！
土地が高騰なため事業者誘致が困難な武蔵野市。都有地（境南町１丁目・南町３丁
目）・市有地（東町１丁目・中町１丁目・南町４丁目）等にPPP（官民連携）により開設
を急ぐべきです。

2025年問題
大介護時代を共に生きる！ 武蔵野市政の怒りの4連発！

団塊世代2200万人＝4人に1人が75歳以上
の超高齢社会の到来
武蔵野市高齢化率＝22.28%
おひとり暮らし＝4,056人

（令和2年度武蔵野市独居高齢者実態調査）

議会に「行政報告無き」予算措置？
40億円の保健センター増改築・武蔵境ふれあい公園総
額1億円のトイレ新設は、一切議会に行政報告は無い。
議会軽視も甚だしい！

「住民投票条例」廃案後の検証は？
昨年12月議会では、「住民投票条例」自体の再検討を求
める陳情を採択しています。
再上程の前に、議会は顛末を検証すべきではないで
しょうか。

市民不在の「国土強靭化地域計画」？
あろうことか締め切りを失念し、市民参加を経ずして慌
てて計画提出となりました。
減災・共助は、市民参加と官民連携があってこそ！

武蔵野公会堂に10億円投入して耐震補強？
「会議ができればよい」との議会答弁。吉祥寺の文化創
造とまちづくりはどこへ。
同じ街区にある高経年のマンション群の安全は、全く眼
中に無いのでしょうか。

深田貴美子の
災害対策緊急提言！

万が一に備えて「武蔵野市
学校改築計画」を見直しせよ！

地下シェルターを
想定せよ！

駅周辺の「電源確保」のまちづくり
に着手せよ！

ブラックアウト回避！　

災害時に「支え合いステー
ション」支援拠点です。早急
な改築・耐震改修を求め予
算化しました。

コミセンを守れ！

呼吸器不全・電波障害・下水
道閉塞被害を想定せよ！

M９で火山爆発！

市内公立校児童・
生徒に折りたたみ
ヘルメットを配備！

なぜ、吉祥寺駅南口全体
の防災力に活用しない
のか？

武蔵野公会堂耐震改修？

《 2 0 2 5 年問題》 1

2

3

4

便秘・排便をしっかり解決！
看護付き小規模多機能介護施設

「坂町ミモザの家」

マグニチュード

災害時の「停電・断水・EV閉じ込め」意識啓
発に着手せよ！

「マンション管理計画認定
制度」を急げ！

「マンション管理計画認定制度」とは
「マンション管理適正化法」改正を受け、令和
４年４月より自治体が適正に管理計画を持つ
マンションを認定する制度で
す。日常の管理が、災害時の
減災につながります。また、住
宅金融支援機構の「フラット
35」及び「マンション共用部分
リフォーム融資」の金利の引
下げ等のメリットがあります。

板橋区マンション
管理計画認定制度
はこちらから

いっぽいっぽ
通信44号は
こちらから

ゲリラ豪雨による外水・内水氾濫
を想定せよ！

繁華街の地下浸水！

今取り組むべきは、生命と安全！

武蔵野の大命題！「大規模災害と大介護時代」への備えを急げ！
年　金　減　額

陥没事故を防ぐために上下水道・
通信も確認を！

再点検！
道路地下空洞化調査！

深田貴美子
の政策実績
はこちら！

吉祥寺駅・三鷹駅周辺「帰宅
困難者待機空間」を確保せよ！

駅前混乱必至！
ごみを電気に、CO2を年間5000t削減！武蔵野スマート
シティへ！

武蔵野クリーンセンターは発電拠点！

上水道東京都との一
元化を急げ！

一日も早く！



◎市民討議会は、全国自治体に広がっている！◎市民討議会は、全国自治体に広がっている！

◎住民投票の今日的状況─ほとんど実施されていません！

いっぽいっぽ通信 vol.45

【深田きみ子といっぽいっぽの会】
 寄付のご協力をお願いします！

お気軽に
ご相談ください

   090-8025-4457
　  ippo-ippo＠ fukakimi.net

多数決の論理より、真の民主主義は「話し合い」だ！

三鷹市・小金井市・立川市・日野市・八王子市・国立市等はとっくに実施済み。体験型ワークショップとは「多様性と議論の深さ」が違います。

　第4期長期計画調整計画◎第4期長期計画調整計画（平成20年3月）は、
　1年間にわたり市民の討議の場を開催したではないか

横浜市の政策研究誌『調査季報』は、横浜市職員、市民、専門
が、市民生活の重要課題や行政 施策について、1963年から
誌上で意見発表・討論・交流の積み重ねをしています。

●茅ヶ崎青年会議所・文教大学との「実行委員会」で運営
2009年自治基本条例制定後、無作為抽出市民との「市民討議会」を常
設で開催しています。

●「住民投票条例」条例化を見送り
自治基本条例に定めた「住民投票条例」についても討議・検証され、社
会情勢も踏まえて今後の検討課題と見送られました。

●「茅ヶ崎市自治基本条例」を、4年ごとに「市民・学識・行政」とで検証を重ねています。

①公平公正な情報提供
　が困難であること
②実施後に住民自治に
　様々な影響を及ぼす
　危険がある
③課題解決の最善策とは
　言えない 等

昨年12月に 、永住権（グリーンカード）
か就労許可証を持つ外国人が、滞在期
間「30日以上」で地方選挙に投票でき
ることが話題となった。
1951年以来、50名のボランティアが構
成する「59カ所のコミュニティボード」
が、ニューヨーク市の共生と多様性の
活力あるコミュニティを行政と共に実
現しています。

「第4期長期計画調整計画」策定の際、５分野に各20名の公募委員を募り、亜細亜・武蔵野・日本獣
医生命科学・東京国際大学よりアドバイザーを招き、1年間にわたり計画策定討議を実施しています。

政権獲得後こそ、市民の声を謙虚に聴くことが大切ではないのか。

今こそ、「住民投票条例の是非」を議論する必要があります！
●その1 「人権と市民権」
人権は、世界的に普遍な尊厳であり、武蔵野市民は誰も否定していません。
このたびの条例で問題となっているのは、外国籍の方々への「市民権付与」の問題です。
市民権 が国籍を前提とする憲法解釈の中、本市の条例の組み立てが、憲法違反になり
かねないと指摘されていることに対して、市民は説明を求めています。

●その2 「共生」と「社会秩序」
世界三大差別(性差別・年齢差別・人種差別)は、人類の知恵を駆使して解消すべきです。 
「共に生きる・暮らす」には、市民合意とルール、寛容と受容が共有されて実現します。 
EUモデルは、マーストリヒト条約に基づく「互恵型」、韓国は、永住在留資格を要件として
います。 まさに、国政レベルの事案です。

●その3 「多様性」と「今日的世界情勢」
1989年・・・ベルリンの壁崩壊　1991年・・・ソビエト連邦崩壊　1993年・・・EUの誕生
2020年・・・英国EU離脱　2022年・・・ロシアのウクライナ侵攻

◎「武蔵野市住民投票条例案」は何が問題だったのか！

◎住民投票の今日的状況─ほとんど実施されていません！

◎横浜市『調査季報』は、職員・市民・専門家との討論の場！

住民投票は、あくまでも「間接民主主義」の補い。条例制定は、1718市町村の内、78自治体のみ。
市町村合併を問う以外は、以下の実績

　　●産業廃棄物処分場設置についての住民投票
　　●原子力発電所におけるプルサーマル計画受け入れの是非に関する住民投票
　　●可動堰建設計画の賛否を問う住民投票
　　●ヘリポート基地建設の是非を問う市民投票　　等

　　　出典：総務省「住民投票の実施状況」より　　

「武蔵野市の住民投票条例を考える会」　　　　    を応援しています。

SNSの呼びかけに、良識ある武蔵野市民である企業人・家庭人の方々が集い、
議会に白紙撤回を求める陳情提出、ポスティング、署名活動が実現しました。

《2022年4月26日東京地方裁判所に提訴》
住民投票条例を内包する「武蔵野市自治基本条例」は、条例設置無き「懇談会」で
策定され、地方自治法違反の疑いがあります。
武蔵野市の法令遵守（コンプライアンス）と内部統制（ガバナンス）を問うもの
です。

熟議された「報告書」の公表 
⬇

《《《 コミュニティボードの主な活動と権限 》》》

●市予算案に対する主張と協議、決定への参加
●福祉、教育等の市行政サービス実態の監視
●都市計画と土地利用計画への意見表明
●市有財産の取得・処分への意見表明
●公共投資事業の用地選定審査等への意見表明

ゆうちょ口座……記号 11320　番号 17977101
他行口座…………ゆうちょ銀行　一三八支店　普通1797710
口座名：武蔵野市の住民投票条例を考える会

●公平公正な完全無作為抽出による市民の参加。
●運営機関は、青年会議所等との共催。
●数日間にわたる市民の自主的かつ活発な討議。

武蔵野市
QRコード

総務省QRコード

横浜市
QRコード

茅ヶ崎市
QRコード

先進自治体は、日頃の鍛錬・修練が違う！
市民参加の原点を見直せ！

◎なぜ、ニューヨーク市は先進的な共生・多様性を実現できるのか！
◆NYCのコミュニティは、予算決定にも参画する！

出典：横浜市
『調査季報』

第33条の
「投票の結果の尊重」
成立の是非に関わりなく「開票・公
開」し、行政も議会も「実質的に拘束
される」建て付けです。一方で、「多
数とはいえ、採用しないこともある」
と松下市長の答弁。首長の恣意的判
断が大きく影響することが判明。

１つ目の餡子は

第8条2項の「市政に関する重
要事項」って何？
市長の判断で、市政以外のことも
対象になるとの答弁がありました。
憲法改正・米軍基地問題・エネル
ギー政策等、国家の安全保障にも
及ぶことは、むしろ国民投票のレベ
ルです。

「外国籍の方々の投票
権」というデリケート
なお餅に包まれて、餡
子への異議申し立てに
対して、「ヘイトだ、差
別だ、レイシストだ」と
断じる大福構造になっ
ていました。

市民と行政との
情報や課題の共有

協働を促進する
新たな市民参加

市民参加が盛ん
なまちへ

1 2 3

三鷹市
QRコード

小金井市
QRコード

調布市
QRコード

２つ目の餡子は 外皮のお餅は

◆「議会制民主主義」を脅かす「２つの餡子」の「大福構造」

web

カンパを
お願いします！

①吉祥寺東コミュニティ協議会副代表
②吉祥寺東部防災会副会長
③吉祥寺本町コミュニティー協議会協力員
④本宿地区青少協常任委員
⑤武蔵野赤十字奉仕団第四分団
⑥マギーズ東京に学ぶ　がんサポート拠点を武蔵野に。

深田貴美子の原点は地域活動にあります！

再提出？無作為抽出「市民討議会」設置を求める！
「住民投票条例の是非」は、「市民討議会」で議論すべきだ！

討議による
3つの有効性

代表：金子宗徳
亜細亜大学非常勤講師（　　 　　　）

真実を伝えず、情報統制を図り、条例や規則で縛る、
思想を分断する、市民にラベリングする等、公権力の濫用です。

▶▶▶ 独裁と専制の姿勢を許してはならない！ ◀◀◀

今、我が国が直面する現実を冷静にかつ厳格に受け止め、グローバル
にローカルに「住民投票条例そのものを議論する」必要があります。

ゆうちょ口座……深田きみ子といっぽいっぽの会　00180-0-578586
他行から……ゆうちょ銀行　〇一九（ゼロイチキユウ）店　当座0578586

見送りの理由

市民討議会◎茅ヶ崎市は6年間の討議の末、条例制定を止め、市民討議会を重点化！

▶▶▶ 「住民投票条例そのものを議論する必要」があります。 ◀◀◀


