
マチコエ全体会（第１回）

快適なまちづくり部会
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開催日時：令和４年３月26日（土）午後１時

発表者：快適なまちづくり部会 部会長



部会の体制

快適なまちづくり部会

部会長 １名

交通・道路グループ
グループリーダー

サブリーダー
１名
１名

公園・施設グループ
グループリーダー

サブリーダー
１名
１名

住宅・景観グループ
グループリーダー

サブリーダー
１名
２名

環境公害・緑化エコ グループ
グループリーダー

サブリーダー
１名
１名
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これまでの部会活動実績（１月以降）

部会・グループ 会合名 開催日時

快適な
まちづくり部会

第５回ふりかえり交流会

グループリーダー会

1月27日（木）18：30～20：00＠マチコエ

3月 3日（木）18：30～20：30＠マチコエ

交通・道路
グループ

第１回グループ会議
第２回グループ会議
第３回グループ会議
第４回グループ会議
第５回グループ会議
第６回グループ会議
第７回グループ会議
第８回グループ会議
第９回グループ会議

1月15日（土）13時～15時＠産プラ＆Zoom
1月22日（土）16時～18時＠マチコエ＆Zoom
2月 5日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
2月12日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
2月19日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
2月26日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
3月 5日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
3月12日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
3月19日（土）13時～15時＠マチコエ＆Zoom
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これまでの部会活動実績（１月以降）
部会・グループ 会合名 開催日時

公園・施設
グループ

第１回グループ会議
第２回グループ会議
第３回グループ会議

1月19日（水）10時～12時＠マチコエ
2月16日（水）10時～12時＠マチコエ＆Zoom
3月16日（水）10時～12時＠マチコエ＆Zoom

住宅・景観
グループ

第１回グループ会議
第２回グループ会議
第３回グループ会議
第４回グループ会議
第５回グループ会議
第６回グループ会議

1月11日（火）16時～18時＠マチコエ＆Zoom
1月25日（火）16時～18時＠マチコエ＆Zoom
2月 5日（土）14時～16時＠協働ｾﾝﾀｰ＆Zoom
2月16日（水）18:30～20:30＠マチコエ＆Zoom
3月 4日（金）18:30～20:30＠マチコエ＆Zoom
3月16日（水）18:30～20:30＠マチコエ＆Zoom

環境・公害
緑化・エコ
グループ

第１回グループ会議
第２回グループ会議
第３回グループ会議

1月15日（土）18時～20時＠マチコエ＆Zoom
2月12日（土）17時～19時＠マチコエ＆Zoom
3月12日（土）17時～19時＠マチコエ＆Zoom
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「政策テーマ（グループごと）」
グループ名 政策テーマ テーマに掲げた理由 アイデア

交通・道路
グループ

※A・A・K＝安全・安心・快適

「A・A・Kな 歩行者目線・自転
車目線・自動車目線の在り方」

「A・A・Kな 生活道路・通過車
両目線の在り方」

「A・A・Kな 三鷹市役所周辺の
在り方」

「A・A・Kな 外環中央JCT周辺
の在り方」

「A・A・Kな 三鷹駅前周辺の在
り方」

「A・A・Kな その他の周辺の在
り方」

・A・A・Kに歩きたい

・A・A・Kに自転車に乗りたい

・生活道路をA・A・Kにしたい

・次世代交通の導入モデル地区に
なりA・A・Kな移動の早期実現を
目指す

・エリアごとにA・A・Kを目指す

・防災・空間有効利用・次世代モ
ビリティの課題解決に貢献する

・日頃思っている困りごとも含め
る

・歩道・横断歩道の自転車利用を
極力なくす
⇒歩道の対面通行禁止含む

・車道の自転車優先利用の導入

・生活道路の通過車両利用の抑制

・次世代交通の積極的な市内導入
⇒自動運転・空飛ぶ自動車・
電動ミニカー

・市内開発計画へ最新の三鷹市民
の声を反映
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「政策テーマ（グループごと）」

グループ名 政策テーマ テーマに掲げた理由 アイデア

公園・施設
グループ

公園を楽しむ手法の提案
市民にもっと公園を知って
もらい、楽しんでもらいた
い

・公園からの景色、公園でのイ
ベント・ワークショップの企画、
植物や樹木、遊具等設置の新規
提案
・市民が公園管理に参加できる
ための仕組みの提案（ゴミ清掃、
除草、公園ボランティアなど）

三鷹・公園ルールの策定

花泥棒・ボール遊び禁止公
園でのプレーなど、公園利
用者のマナーとルールの理
解促進が常に必要

（公園で）とっていいのは写

真・動画だけ、残していいのは

足跡だけ ～ スローガンの定着

化
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「政策テーマ（グループごと）」
グループ名 政策テーマ テーマに掲げた理由 アイデア（赤字は関連しそうなグループ）

住宅・景観
グループ

「誰もが快適に
暮らせるまち
三鷹をつくる」

【景観】
・街並みの形成を損なう都市計画の見直し
・歩行、防災上問題がある

【空き家】
・今後高齢化による空き家増加への予防的対策が不十分

・行政も都市整備と福祉セクションの連携が言われてい
るが不十分
・お困り空き家への行政対応は整備されているが住民の
周知に課題所有者と利用団体のマッチングの仕組みが不
十分

【住宅困窮者の住宅確保】
・高齢者、一人親世帯、外国籍の入居困難問題への対応
が不十分
・都営住宅等空き室の活用が不十分

【交通道路】
・武蔵境通り等に自由に憩い集うことができる公共空間
が欲しい（ストリートシェフ、路上イベント、パブリッ
クアートなど）

【施設】
・長期的なコンクリート建築の長寿命化、防災拠点の整
備を図る

【防犯】
・駐在所の交番（24時間体制）への格上げする

【ユニバーサルデザイン】
・バス利用者に優しい車両及び設備の更新

【住宅景観】
・三鷹の魅力を共有し、向上させる

【景観】

・用途規制の見直し → 環境

・電柱の地中化 →  防災

【空き家】→  防犯、防災、福祉、コミュニティ

・介護事業での情報を活用した空き家防止対策、

民間活力の導入

・空き家特措法対象空き家対策の広報・周知

・利用可能な空き家と利用希望者のマッチング

【住宅困窮者の住宅確保】→  福祉、子育て支援

・各支援団体と行政をつなぐ中間NPO法人設置

【交通道路】→  道路

・幹線道路の歩行・滞留空間の設え

【施設】・市庁舎、学校の建替え →  施設

【防犯】・交番設置数の見直し →  防犯

【ユニバーサルデザイン】→  交通、福祉

・路線バス車両、バス停留所等公共交通機関

【住宅景観】→ 環境

・市内の住宅景観の創出・発信
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「政策テーマ（グループごと）」

グループ名 政策テーマ テーマに掲げた理由 アイデア

「CO2削減、
電力削減、光
削減」

・COP26に対応できていない
・無駄な電力がある

・省エネのしくみ・ライフスタイル

・省エネの条例制定

・エネルギーを作る

環境・公害
緑化・エコ
グループ

「ゴミ削減、
資源循環」

・ゴミを減らしたい
・資源になるものを有効活用
したい
・食品ロス・フラワーロスを
減らしたい

・ごみを減らす生活（無駄なもの、ご
みになるものを買わない）

・資源循環（食品・プラ系それぞれ）
のしくみづくり

・エネルギー有効利用のしくみ

「緑化」

・自然風で寝られる夏の夜を
とりもどす
・自然環境を保全したい
（緑の多い三鷹）
・花があふれる街がいい

各領域での緑化のしくみづくり

・生産緑地 ・公園 ・住宅

・建築物 ・再開発地
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部会運営の課題

部会・グループ 現状の課題

部会全体 ・メンバーの参加率が低いので、もっと参加してもらえるようにしたい。

交通・道路
グループ

・不参加メンバーの応答がない＝メーリングリスト返信やSlack書き込み
・メンバーに作業分担しても中々進まない。

公園・施設
グループ

・会合参加メンバーは定着してきたが、登録人数の約半分、平均年齢は高め。
もう少し中年層や若い人の参加があれば良い。
・スマホやパソコンなどのデジタルリテラシーが高くないため、アナログ手法
も残して連絡や会議運営を行っている。

住宅・景観
グループ

・参加メンバーが固定化している。他の委員にも参加してほしい。

・今後の実践ロードマップ作成などのフォローしてほしい。

・部会、グループ間の横断的な政策テーマを共有してほしい。

環境・公害
緑化・エコ
グループ

・今後どうやって具体的なアクションにおとしていくか不透明。
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