
マチコエ全体会

発表

活力のあるまちづくり部会

開催日時：令和４年３月26日（土）午後１時

発表者：活力のあるまちづくり部会 部会長
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部会の体制 活力のあるまちづくり部会

部会長・副部会長・グループリーダー

部会長 １名

副部会長
兼グループリーダー

【商工業グループ】
１名

【農業グループ】
１名

【観光・インバウンド】
１名

【労働・雇用】
１名
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部会の体制 活力のあるまちづくり部会

サブリーダー

商工業グループ １名

農業グループ ３名

観光・インバウンド
グループ

１名

労働・雇用グループ 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

活力のある
まちづくり部会

第５回ふりかえり交流会
第６回会合
第７回会合（予定）

１月20日（木）18時半～19時半＠マチコエ
３月５日（土）14時～15時＠協働センター
４月２日（土）14時～15時＠駅前コミセン

商工業グループ

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

１月10日（月）15時～17時＠協働センター
１月29日（土）13時～15時＠マチコエ
２月９日（水）18時半～20時半＠マチコエ
２月26日（土）14時半～16時半＠マチコエ

農業グループ
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22日（土）10時～11時半＠マチコエ
２月10日（木）14時～16時＠マチコエ
３月３日（木）14時～16時＠マチコエ
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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

観光・
インバウンド
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

１月15日（土）10時～12時＠マチコエ
１月29日（土）10時～12時＠マチコエ
２月12日（土）10時～12時＠マチコエ
２月26日（土）10時～12時＠マチコエ

労働・雇用
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
（予定）

２月12日（土）13時～15時＠協働センター
３月12日（土）13時～15時＠協働センター
４月９日（土）13時～15時＠協働センター
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各グループの政策テーマ

商工業グループ
政策テーマ
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「政策テーマ」 商工業グループ

三鷹市民にとって、地域に愛着を感じ

【住みたい、住み続けたい街であるため】
【次世代にも住んでほしい街であるため】
【サステナブルな街であるため】
打ち上げ花火ではなく「仕組み」として
組み込まれた施策提言

※手段の目的化はしない。
いたずらに規模を求めた、「市外から人をただ集客できる施策」
「単なる市税の収益の拡大の追求」などの施策は行わない。
あくまで上記は手段であって、目的ではない。
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「政策テーマ 4つの軸」 商工業グループ

〇商店街活性化・・・・「賑わう・ふれあう」
〇駅前再開発・・・・・「集まる・発信する」
〇東八ポテンシャル最大化

・・・・「集まる・発信する」
〇企業のチカラ・・・・「育む・稼ぐ」
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商店街活性化 「賑わう・ふれあう」

課題
•商店街そのものの数の減少
•コロナ禍での個人商店の苦境
•三鷹にはよい個人店が多く点在しているが、知られていない、また遠い
•アクションを起こさない限りPRができない
•お店側のDXを取り組む体力・気力の減少
•先端的な取り組み「三鷹商店会DX：ミィね！」が市民に周知されていない

•商店街ごとにどのような特徴があるか、どんなことを行政に要望するかを
調査する。（写真、インタビュー、映像）
•商店街の方に助けになるような専門家によるレクチャーを実施（SNS、
YOUTUBE等 具体的な体験を伴うもの）
•一般の方には来訪を促すクーポン、来訪者のための着地ツアーの実施、小、
中、高、大学による地域学習の素材に
•東京都商店街デジタルモデル事業である「三鷹商店会」の取り組みを市民
に周知徹底する工夫
•三鷹市内外の人によいお店を知ってもらう仕掛けおよび地元での消費が進
む仕掛け

方向性
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商店街活性化 「賑わう・ふれあう」

アイデア
•商店街の店舗を紹介するHP、動画撮影、編集を行い、三鷹の広報チャネル
でジェイコムに配信。
•電子クーポンの発行とマーケティングの実施及び広報
•着地ツアーのモニター実施 三鷹にちなみ、三鷹駅から商店街を含めたツ
アーを実施
•三鷹の地域素材を学校の地域学習として「社会科」「歴史」の授業で活用。
•毎週〇週の〇曜日（定期的＆市内統一）で、市内全商店会にアドバルーン
をあげる。さらにその日に商店会の独自のイベントを開催。商店会の活性
化を狙う。（ブラックフライデーのイメージ）
•三鷹駅前にアンテナショップ、直売所の設置（短期間で出店できるような
仕掛け）、キッチンカーなどの助成金
•地域通貨の活用（習慣化できる経済施策）＋市民の80%にリーチできるア
プリ（LINE活用？）
•街のDX支援、収益化の多角化支援（EC、テイクアウト、デリバリー）
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駅前再開発 「集まる・発信する」

課題 •駅前に滞留できる機能・施設がないので
賑わいに欠ける
•三鷹駅間の商業魅力度向上が課題

•立ち寄りたくなる魅力度がある空間、滞在時
間を延ばす、満足度が高まる、仕掛け
•緑が豊富な三鷹らしさを駅前で体現
•子育て世代が周辺地域と比べ買い物しやすい
環境を提供

方向性
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駅前再開発 「集まる・発信する」

アイデア •木々に囲まれた三鷹の森：普段は憩いの場。週末はイベント。フリーマー
ケットやスポーツ、ダンス、阿波踊り
•三鷹の森ヒール（屋内イベントホール）展示会、セミナーライブなどの多
目的
•風の散歩道：歩道を広げ、ベンチをふやし、ジブリとの連携でキャラク
ター像などの設置
•三鷹駅上の森公園型商業施設（滞在型ショッピング、夜はBBQなどを楽し
める）
•空き物件を活用した一時託児サービスの拡充（母親世代がゆったり買い物
ができる支援をする）
•三鷹駅前にアンテナショップ、直売所の設置（短期間で出店できるような
仕掛け）、キッチンカーなどの助成金
•テーマを決めたフェアの実施（カレー、パン、中華、コーヒー）、BALな
どの企画実施、お祭りの実施（井の頭公園など）
•WEWORK的なものを、市主導で設置（駅前再開発において）、起業家の
誘致、起業しやすい環境（副業などの多様な働き方支援
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東八ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ最大化 「集まる・発信する」

課題 •将来自主財源が減少し緑と水と公園都市としての三鷹の住環境が守れなくなる
•市外からの集客パワーのある小売店がない。
•市外の人が立ち寄る目的地の不在
•交通アクセスが不便（自家用車前提だが、SDGs時代でもあり、若者層の車離れ）
•インターの開設など、基幹道路ということでのトラフィックのポテンシャル大だが
活かしきれていない
•東八道路の甲州街道接続に伴い利便性が向上し通行量が増えていると推察し、更に
外環の東八道路ＩＣで更に外からの往来が増える好機があるため、立ち止まってい
ただけるコンテンツを検討することが課題。
•飲食店、ホームセンター、家電、自動車関連等の大規模チェーンは存在するが、三
鷹ならではが少ない。JAむさしやイチゴ畑
•調布市は東八ポテンシャルを活かした施設に公共サービスを組み入れる取り組み有。
•三鷹市内だけで言えば、果樹街（いちご・ぶどう・キウイ）、歴史ある人見街道
（井の頭弁天参詣道、庚申信仰、欅並木、はけの道、
•ワサビ田など史跡あり）のバイパス、三鷹天命反転住宅 in memoｒｙ of Helen 

Keller（死なないための家）、国内外自動車ＤＬ通り、
•ドンキやホームセンター、SUBARU総合スポーツセンターなど三鷹市民に広く認知
も、愛着を感じるには至っていない。
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東八ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ最大化 「集まる・発信する」

方向性 •東八道路の環境を利用してさらに若い人たちを集められないか
•東八道路に接する区、市、民間が東八道路の発展課題に向けた連携ができないか。
•わざわざ市外から”そこ”に足を運ぶ集客力のある専門店の誘致
• →三鷹市内が強くない専門店…魚屋！？
•市民の「生活を豊かにする」店の誘致
•市民も楽しめ、市外からも来たくなる施設の開発
•交通アクセスの不便さを解消するアイデア
•

交通の利便性が向上し外部からの往来が盛んになるエリアに、集客コンテンツの開
発が必要。
•市内全体の魅力を発信し別の場所への立ち寄り率を上げる。市内回遊
•

東八道路のうち、三鷹市内部分限定の三鷹市民向けのブランディングが必要。→ 私
案「ビタミンロード」からの「フェニックスロード」
•ブランディングに寄り添う道路沿線のまちづくりを目指す。→不死鳥がコンセプト
＝アンチエイジング＆防災
•（私案の例）いちご・キウイ・地産野菜販売→ビタミンロード、さらに災害時は市
役所を拠点に物資供給ロード→フェニックスロード。
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東八ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ最大化 「集まる・発信する」

アイデア •若い人の意見を聞くために大学のゼミに課題を依頼する。
•若者のトレンドは、消費面ではモノを持たないほうが良い、自動車などを買わずに
共有するシェアリングの若者が増えている。市、民間団体は三鷹に住みたい住み続
けたい若者世帯に販売店と数年間の自動車、電気製品、ベビーカー等の子育て支援
機器を無償リース提供ができないか。
•誘致例
・COSTCO（くらいの資本力・集客力ある）誘致
・角上魚類三鷹店の誘致

•緑とスパ、憩いとスポーツの場の開設（道の駅的な展開）
•新駅の開設（東八道路直下に地下鉄を通すか高架にして鉄道を通すか）または、丸
の内線の延伸、中央線複々線立川延伸
•道の駅「東八道路インター三鷹」を北野の里付近に設置する。
•魅力のある三鷹ブランド（農業、造園、町で人気の飲食店、これからチャレンジす
るお店）を集結させる。
•東八道路ににない休憩×買い物ができる場所となる。
•レンタルサイクルで市内回遊できる。 外環道からはETC2.0を活用しSAとして
の立ち寄り率を上げる
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東八ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ最大化 「集まる・発信する」

アイデア
•「30ｍ道路」から「フェニックスロード」へブランディング。広く三鷹市民へ周知
徹底。地図上も三鷹市内は「フェニックスロード」と表示。理由：不死鳥=アンチエ
イジング=ビタミンC(キウイ＆イチゴ)orスポーツセンター、天命反転住宅、人見街道
周辺の史跡・文化歴史）
•「フェニックロード」にちなんだまちづくりの実現。「フェニックスロード」→防
災関連（=不死鳥）がキーワード。
• 街道沿いに被災時に強いコンテナショップの質＆量の充実。市からのレンタルを
前提に災害時は物資供給施設へ転用。

EX）ネイルショップは薬品供給、クレープ屋さんは水供給、オープンカフェは
炊き出しとか、平時から転用目的を告知しておく。
• 地元農家さんのやさい・フルーツ自販機の大量設置。ビタミン自販機として三鷹
市統一モデル化。被災時には？？？に転用。
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企業のチカラ 「育む・稼ぐ」

課題
•三鷹といえば〇〇の本社がある、〇〇業が集積しているというイメージが湧かない
•雇用の場を増やすために産業、企業の誘致、創出が課題
•三鷹市に〇〇の本社があると誇れることで三鷹市民のアイデンティティのを感じる
ように
•大きな企業がないために、税収、活気、発展に将来的な不安
•三鷹市内の事業所数・事業所従業員数・商店数（小売・卸売）ともに減少傾向
•駅前再開発事業をチャンスに企業誘致を（税収拡大）
•既存企業と市や商店会のコラボを模索
•他の自治体に比べて電車の駅が少なく交通が不便
•市外からの集客が弱い
•都市型産業の誘致が不十分
•SOHO CITY 三鷹の活用不十分
•三鷹を本社や支店とする会社の誘致（法人税収入の拡大）
•SDGsへの取り組み。特に環境問題、CO2削減に対する市と企業の取り組みの必要
性
•人生100年時代での多様性のある働き方を受け入れる環境
•市内の交通アクセスの悪さの解消
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企業のチカラ 「育む・稼ぐ」

方向性
•三鷹を象徴する事業者の誘致
•三鷹市の強みを活かせる将来性のある成長産業を誘致。（地盤固・災害低、JAXA、
国立天文台
•産業・企業を呼び込むこと（税の優遇、都市計画の策定）
•企業を創り出す（場所の提供、事業内容による期間限定の賃料優遇）
•企業を育てる（拡張場所の提供）
•積極的な企業誘致チームを組成。ターゲット企業を決める
•駅前再開発事業計画の中に組み込みターゲット企業の要望を聞き入れる。（三鷹イ
ンターチェンジオープンも含めアピール）
•これまでの施策の振り返り（SOHO集積、情報関連事業者の集積、ソーシャルビジ
ネス推進等）
•目標の明確化（廃業数を減らす、起業数を増やす、雇用者数を増やす、企業からの
法人税収を増やす、企業の労働生産性（労働時間あたりの収益）を向上させる、市
民の個人事業等による所得を向上させる、など）←どの目標を選ぶかによってアプ
ローチは異なる。廃業数を減らす（事業承継を増やす）、起業（副業・複業を含
む）数を増やすことが重要か
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企業のチカラ 「育む・稼ぐ」

アイデア
•三鷹の特徴を生かして、今あるもののと新しい技術を組み合わせて新しい価値を生
み出す
•再開発を通じて、三鷹市を実証実験Cityに進化させる。テーマを決める。
•安心安全でスマートな生活環境
•企業のスポーツチームを応援したり、文化活動を通じて街の一体感を高めたい
•集客力と収益力を見込む「楽しめる」場所を創る。
•都市型産業の誘致
•起業家の育成
•SOHO CITY 三鷹のPR

•法人税収入の拡大、企業招致（企業が来たくなるような仕掛け） ・市と企業との
共創事業
•都心からのオフィス移転（コロナにおけるオフィス需要の変化）
•スバルとの連携
•IT特区、法人税制の優遇、支援



各グループの政策テーマ

農業グループ
政策テーマ
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「政策テーマ」 農業グループ

【市民参加型で農業を身近に感じる】
【社会貢献型循環農業】
【理解者やサポーターを増やす】
【より魅力ある農業の実現】
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「政策テーマ」 農業グループ

そもそも三鷹の農業って
どんな状況なの？？

↓
まずは、

「三鷹の農業」を知ろう！
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「政策テーマ」 農業グループ

三鷹市農業の歴史から知る現状と課題

→問題・課題抽出

農業・農地の持つ多方面機能を知る

→今後の方向性、アイデア
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「政策テーマ」 農業グループ

問題・課題

・農薬、臭気、騒音、土埃等のご近所トラブル
・資材等の高騰
・高齢化、後継者問題
・農地減少
・税制問題
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「政策テーマ」 農業グループ

農業グループの第一回資料 全34P



各グループの政策テーマ

観光・インバウンド
グループ
政策テーマ
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「政策テーマ」 観光・インバウンドグループ

仮テーマ（グループメンバーの考える成功）
【訪れる人が増え、潤う環境づくり】
【誇れるまちづくり】
【三鷹に対するイメージと現実の合致】
【認知度UP】
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「政策テーマ」 観光・インバウンドグループ

課題 ・「良いモノ」「良いネタ」がある
のにうまく発信ができていない

ゴール
・観光客が増えている状態をつくる
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「政策テーマ」 観光・インバウンドグループ

今後の進行 ・課題の深堀り

・課題に対する手法

・必要コンテンツ模索



各グループの政策テーマ

労働・雇用グループ
政策テーマ
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「政策テーマ」 労働・雇用グループ

【働いている人が成長できるしくみ】
~能力開発(人材育成)を題材として ~
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「政策テーマ」 労働・雇用グループ

課題 ・知るしくみと知らせるしくみ

ゴール ・働く人が三鷹で魅力ある仕事が
できている。
及び、そのための職業能力を
身につけることができる
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「政策テーマ」 労働・雇用グループ

現状 ・働く人が自ら成長できる、能力開発できる
術(すべ)を知らない、わからない。

取り組む
理由

・三鷹で、働くこと、生きること、
そして、学ぶこと

※働く人とは→高齢者、障がい者、求職者、契約社員、フリー
ター、ジェンダー、アルバイト、自営業、SOHOなど
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「政策テーマ」 労働・雇用グループ

取り
組み

〇能力開発(学ぶこと)のための場の提供(整理が必要)(需要側)

・公共、社会教育、公民館、コミュニティセンターなどなど
・民間教育訓練機関(専修学校・各種学校等)

・障がい者就業支援施設
・インターシップの受入企業
(小学校、中学校、高等学校、大学のインターンシップ受入
企業など)

・ハローワーク(HW)のトライアル雇用を行う企業の実状な
ど
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「政策テーマ」 労働・雇用グループ

取り
組み

〇企業等が求める能力・能力チャート(供給側(企業等))

・企業の OFF-JT(研修機関などなど)、OJT の実状
〇企業等が求職者をスカウトできる取組
〇能力の見える化
〇適正な評価
〇能力開発バウチャーや人材育成バウチャーの発行の取組
〇ワンストップセンター
〇SOHOの事業者向けのネットワークづくりや企業誘致等
〇大学の取組(MBA・学びなおし)

〇職業・労働市場の理解



部会運営の課題

部会・グループ 現状の課題

部会での課題

・参加人数が徐々に減ってきている。過去のメンバーへの声掛け手法
等、新規メンバーの参加の可否、手法。
・年配の方の参加が徐々に減っている。ツールの活用が難しく、つい
てこれていないのでフォローが必要。

連絡調整会議で検
討してほしいこと

・市民の声を聴くとあるが、どのように市民の声を聴いていくのかと、
その手法。
・提言につなげるとあるが、どこまでのアイデア、方向感でいいのか、
具体的な内容を求めているのか、大枠でいいのか。
・事前にステークホルダーに確認していった方がいいのか、どの程度
までやる必要があるのか。
・市民の声を聴いた際に、それをどこまで実現できるのか、期待を持
たせてよいのか分からない、責任を負うことができない。
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部会運営の課題

部会・グループ 現状の課題

その他

・会議のグランドルールの徹底が難しい。ひとりの話が長すぎる等、
何か全体を通して対策を講じたい。
・スラックだと情報がどんどん後ろに行ってしまい、またチャンネル
が多すぎて追いきれない。
次回の案内は「ここ」とわかるようなアーカイブがあると便利。
・市民の声を聴いた際に、アイデアというよりも陳情めいたものがあ
るとその扱いに困ってしまう。
・まちに出るとき、市民の声を聴くときに、協議会の活動趣旨を説明
できるような名刺のような説明書のようなものがあるといい。
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ご清聴ありがとうございました

活力のあるまちづくり部会
部会長


