
全体会〜心ゆたかなまちづくり部会〜

3/26(土) 13:00〜 三鷹市市民協働センター 第１会議室

心ゆたかなまちづくり部会 部会長
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心ゆたかなまちづくり部会報告
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心ゆたかなまちづくり部会の体制図

生涯学習 スポーツ 芸術 文化・歴史

リーダー １名 １名 １名 １名

サブリーダー １名 ２名 １名 ９名

心ゆたかなまちづくり部会

部会長 １名

副部会長 ２名
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心ゆたかなまちづくり部会活動実績

開催日時 会議内容

第5回(振り返り会)
2022/01/19 

マチコエ+オンライン

● 第1〜4回の部会振り返り
● 各グループの活動紹介
● 各グループごとに顔合わせ

第6回(1月定例会)
2022/01/22

三鷹市教育センター +オンライン

● 副部会長選任
● 部会のスローガン共有
● 各グループごとの活動報告
● 事務局からの連絡

第7回(2月定例会)
2022/02/19 

オンライン

● 部会長からの全体への連絡
● 3月全体会に向けた宿題共有
● 各グループごとの活動報告
● 事務局からの連絡

第8回(3月定例会)
2022/03/20

協働センター+オンライン

● 3月全体会の資料共有
● 各グループごとの活動報告
● 事務局からの連絡

心ゆたかなまちづくり部会は3月までに4回の部会を開催
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1. 市民の声を反映させる

2. 三鷹でしかできないことを考える

3. 市民みんなに知ってもらえるようにする

三鷹のことがもっと好きになれる

心ゆたかなまちづくり部会のスローガン

心ゆたかなまちづくり部会のスローガン

スローガン達成に向けた3箇条
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各グループ取り組み報告
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心ゆたかなまちづくり部会各グループ活動実績

各グループでは以下のような内容を開催

生涯学習 スポーツ 芸術 文化・歴史

第1回

● 自己紹介とやりたいテーマ
● 他部会・他グループのテーマ
● 昨年の４テーマの扱い
→「生涯学習」の言葉のイメージ

● 自己紹介
● 小テーマG決定
● サブリーダー決定

● メンバー自己紹介
● 部会1～4回の

振り返り
● 全体会へ向けての

アイディア出し

● アイスブレイク
● 文化の定義
● 各自やりたいこと発表
● 12月の振り返り
● 今後のすすめ方etc

第2回

● 部会スローガンと3箇条を確認
● 生活に密着した市民感覚を重視
● 三鷹市の生涯学習の把握が必要
→  三鷹市生涯学習プラン2022査読

● 小テーマGの進捗共有
● G運営課題について

● メンバー自己紹介
● 部会1～4回の

振り返りと共有
● 全体会へ向けての

アイディア出し

● アイスブレイク
● 1/22 部会開催報告
● 前回までの振り返り
● 各自G取組テーマ発表
● 今後のすすめ方etc

第3回

● 三鷹市生涯学習プランは網羅的
● 認知度の低さ、ビジョンが？
→  何のための生涯教育？

● 小テーマG進捗共有
● 全大会資料準備

● メンバー自己紹介
● 部会1～4回の

振り返りと共有
● 全体会へ向けての

アイディア出し

● アイスブレイク
● 2/8 調整会議資料説明
● 前回までの振り返り
● マンダラート
● コンセプト再考
● 政策テーマ自由討議
● 連絡事項etc
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心ゆたかなまちづくり部会各グループ活動実績

各グループでは以下のような内容を開催

生涯学習 スポーツ 芸術 文化・歴史

第4回

● 心ゆたか状態のグループ
ワーク

● 心ゆたか状態の共通認識

● 心をゆたかにしひとへの
思いやり

→  実現する生涯教育がテーマ

-

● 新規メンバー自己紹介
● 部会1～4回の振り返り

と共有

● 現状把握と今後へつな
げられるようなアイデ
ィア出し

● アイスブレイク
● 三鷹市各種政策再確認
● 振り返り
● 政策テーマ決定討議
● 3/20部会出席者etc

第5回

● 前回の振り返り
● 論点集について
● 全体会報告内容の確認
● 今後の進め方について

-

● アイスブレイク
● 2月会合で募集した個別

提案
● テーマの発表

● 全体会でどのように活
動を説明するのか検討

-

第6回 - - ● 全体会に提出する提案
書の完成ミーティング -
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政策テーマについて

多様な生涯学習環境で三鷹のみんなの心をゆたかにする

生涯学習グループの政策テーマ

世代間の交流ができておらず、生涯学習を通じて交流していきたい！

生涯学習に関する情報発信が十分でなく、もっと発信して広く知らしめたい！

生涯学習のコンテンツをもっと充実させたい！

生涯学習を集まりやすく、始めやすいものにしたい！

テーマを掲げた理由

生涯学習
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政策テーマについて

多様な生涯学習環境で三鷹のみんなの心をゆたかにする

生涯学習グループの政策テーマ

● 市民の心をゆたかにする、市民の求める生涯学習講座の立ち上げ
● 三鷹市民であることを誇りに思う三鷹の講座。産官学の協働
● 生涯学習による世代間の交流と次世代につなぐ仕組みつくり

テーマを実現するためのアイディア集

生涯学習
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政策テーマについて

誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

スポーツグループ（個人）の政策テーマ

スポーツ

生涯スポーツで、ずっと心身健康に暮らしたい

スポーツをはじめるきっかけを作りたい

誰もがスポーツに親しめる環境を作りたい

テーマを掲げた理由
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政策テーマについて

誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

スポーツグループ（個人）の政策テーマ

スポーツ

● アプリを活用した動機づけ
● 街中に運動したくなる「仕掛け」
● 初心者歓迎のスポーツ体験会
● イベントの活気が伝わる情報発信
● スポーツ施設と市民との接点強化

テーマを実現するためのアイディア集
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政策テーマについて

誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

スポーツグループ（市民の繋がり）の政策テーマ

スポーツ

三鷹市民で盛り上がれるものが欲しい

体動かして健康寿命を伸ばしたい

スポーツを通じて、周りの人と繋がりたい

テーマを掲げた理由
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政策テーマについて

誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

スポーツグループ（市民の繋がり）の政策テーマ

スポーツ

● スポーツイベントを実施
● スポーツイベントを広報活動
● 三鷹のゆかりのあるスポーツチーム/選手の応援強化

テーマを実現するためのアイディア集
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政策テーマについて

スポーツしやすいまち三鷹

スポーツグループ（施設）の政策テーマ

スポーツ

施設予約の手続きが煩雑

子供がボール遊びできる

環境が少ない

施設が埋まっていて予約できない（キャンセル待ちを可能に）

テーマを掲げた理由
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政策テーマについて

スポーツしやすいまち三鷹

スポーツグループ（施設）の政策テーマ

スポーツ

● 紙の書類の見直し
● 予約の機会ができるだけ平等

になるガイドライン
● WEB予約・アナウンスの見直し
● キャンセル発生時の連絡方法
● 学校３部制度の活用
● ボール遊び専用公園を整備

テーマを実現するためのアイディア集
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政策テーマについて

芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

芸術グループのスローガン

芸術を通じた多様性の尊重と寛容、市民のネットワーク化を実現したい！

多世代交流とこどもたちが芸術に身近に触れ合えるサードプレイスを創出した

い！地域の芸術素材も生かした学びの場を提供したい！

テーマを掲げた理由

芸術
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政策テーマについて

芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

芸術グループのスローガン

芸術

テーマを実現するためのアイディア集
● 三鷹市の提案した「子どもの森」の構想を担当者にきき、完成後の運用イメ

ージから、ソフトウェアのスペック（仕様）を楽しんでつくる会を提案する
● 「子どもの森」をアートを介して色々な芸塾・文化・多様な人々とふれあえ

る場所として提案する
● 「子どもの森」に芸術交流拠点を作り、種々のイベントを市民参加で企画・

運営し、三鷹を芸術の溢れる街にする
● 「子どもの森」はあらゆる芸術（美術、音楽、文学、写真、演劇、舞踊、メ

ディア芸術その他）を対象として、市民の基礎教養の醸成に資する専用施設
とする

● 「子どもの森」が新設されることで、市の芸術文化活動で従来のメインター
ゲットの「親子」だけでなく、シニア層の参加が可能な活動が実施されるこ
とを望む

● 「子どもの森」に芸術交流拠点が設けられたら、そこに体感型・巨大スクリ
ーン、AR、VR設備等を設置し、日本全国の地方美術館等と大容量オンライ
ンでつなぎ、学校教育及び市民向けアート・コンテンツを提供する

● 芸術の街として生まれ変わる三鷹にふさわしいアート・グッズ等をふるさと
納税の返礼品として開発してゆく

● アニメの背景を描いてみるワークショップの開催（実際の背景美術スタッフ
の方に指導していただき、道具もスタジオで使用しているものと同一の商品
で揃え、アニメで見た「あのシーン」の景色を自分で描きあげる。全○回の
長期ワークになるが、習慣化、恒常化が期待できる）

● 三鷹市内・ゆかりのあるアニメ制作会社を見学し、効果的なアニメの利用法
（コラボのあり方、仕掛け方など）を考え、産業活性化への糸口を見つける
「大人の社会科見学」の実施

● 市のキャラクター「たかじょうくん」のルーツでもある「鷹狩り」ツアーの
開催（歴史の学びだけでなく、史跡をたどりながら、景観をデザインするア
ーキテクチャーについて学ぶなど）

● 「子どもの森」を拠点にアートを介してコミュニティを育むソーシャルデザ
インの実施

● 多世代が参加する市民アート・コミュニケータによるコミュニティデザイン
の実現
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政策テーマについて

郷土にしようよ！ 三鷹

文化・歴史グループのスローガン

親しみが持てて潤いのある生活ができる三鷹にしたい！

歴史を知ってもっと三鷹を好きになってもらいたい！

もっと三鷹を好きになる文化を育てたい！

愛着と誇りを持てる我が街・三鷹にしたい！

あったらイイナ､知の潤い発見の旅へ導く､文化・歴史のパスポート！

なんてことのない街から、やたら愛おしい我が街・三鷹へ！

テーマを掲げた理由

文化・歴史
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政策テーマについて

郷土にしようよ！ 三鷹

文化・歴史グループのスローガン

・市民が主役・三鷹に愛着と誇りを感じる工夫の提案。

1 保護（文化財の保護・発掘､和の伝統､歴史観､ワサビ田､中島飛行機）

2 ＩＴデータベース（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化､見える化､美術館文学館の運営､ｱﾆﾒ）

3 情報発信（ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ構築、周知、子ども地元愛着、そして未来へ）

4 イベント（イベント、地元の語り部イベント、古民家活用、三鷹銘菓）

5 人材育成（世代間ギャップ埋め、民族の伝承）

・「三鷹ふるさと歴史館」の創設

・三鷹まるごと博物館の進化形､市内外全体を包括し連結可能なWeb

・三鷹まるごと博物館の充実（学べるHPへ進化､歴史関連情報発信ハブ）

・三鷹まるごと博物館の会員制化（プッシュ型情報発信）

・日本の伝統文化を気軽に体験

（人材バンク化、小・中学校への出前授業､古民家活用の体験会）

・三鷹の食文化を応援

（地産地消飲食店の認証制度､認証店マップの作成・公開（HP））

・茶道の継承（機会の創出、継続への工夫、新たなビジネスモデルの創出）

・文化・歴史の魅力あるまちづくりに、縦糸と横糸を紡ぐような総合プロ

・プロデューサー的新たな機関の創設

文化・歴史

テーマを実現するためのアイディア集
・歴史を学べる環境整備（情報誌みいむの進化､市民郷土史家の寄稿など）

・歴史を伝える取り組み

（歴史講座の開催､歴史解説ボランティア育成､小中学校における郷土史教育広報みたかに歴史コーナー連載､

三鷹歴史検定､みたカルタ歴史版を市民参加で作成・三鷹の歴史人気投票＆ベスト３正解者へ記念品贈

呈）

・歴史の発掘・保存・復活

（ワサビ田の復活､庚申塚などの保存ボランティア育成）

・農村とベッドタウンが共生する地域文化の醸成

（市民農園倍増､果樹オーナー制度推進､子育て世代へ優先枠設定､

農家直売所の活性化）

・市内石造物の保存と情報発信

・歴史的建造物の保存と情報発信

・情報発信・ツール活用・教育・コンテナショップ･自販機etcの工夫活用

（ＳＮＳ活用､みたかるた２.０作成､小学生向けみたか発掘隊､はこもの＋

コンテナショップの活用､やさい自販機２.０創設）

・三鷹市にゆかりのある著名人（文学者以外も含めて）の顕彰

・「マチコエ」（市民参加の政策提言活動）を三鷹の誇れる文化としたい。
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現状の取り組みにおける課題
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課題について

課題
● 部会の頻度について

● 部会の内容について

部会

生涯学習

課題

● 三鷹市で行われている生涯学習の把握
「三鷹市生涯学習プラン 2022 第２次改定令和２年３月」を全員が査読。
メンバ内の市民大学、生涯学習事業の参加者にヒアリングしているが、
三鷹市の生涯学習の実態は掴めていない。

⇒４月以降に三鷹市生涯教育課へのヒアリングから開始する

● 会議場所の拡充
マチコエの日曜日営業(4/1から開始)

マチコエの２ルーム化
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課題について

課題

● メンバー間の日程調整が難しい
年齢も立場も仕事も異なるメンバーが集まっておりメンバー間の事情は千差万別
さらにコロナの影響もあり対面でのコミュニケーションが難しい

● 小テーマG間の連携
スポーツGは４、5人の３つの小グループに分割して進めている
大人数で希薄になりがちなメンバーの当事者意識の向上には一定の効果はありそうだが、
自分が所属していないグループの進捗がわかりにくく、横の連携は課題

● ２グループ同時使用を可能に欲しい
現状では実質的に土曜日しか利用できず、予約の取り合いになっている

● マチコエメンバーであることを証明する身分証（名刺、バッチ）が欲しい
マチに出て活動するときに必要

● 現状把握するためにどこにヒアリングしたらいいのかわからない

● 多忙であっても進めることができる工夫、方法

● 部会を越えての連携をどのような手順で進めればよいのかわからない。

スポーツ
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課題について

課題

● 会合に参加できるメンバーが少ない

● メーリングリストのドメインが不達のメンバーがおり、連絡・確認ともに遅れがち

● マチコエの初期のメンバーがフェードアウトしていく原因と問題に、グループで対処できることがあれ
ば手を打っていきたい

● 新規参加者を募集や応募していきたい

● 活動全体が先行き不透明で、活動にどのくらい時間をさけるかわからない

● Slackの使い方が難しく、なかなか使いこなせない

芸術
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課題について

課題

● コロナ禍関連

メンバーによるリアルでのミーティング・ワークショップ・街歩きがなかなかできない。

市民交流が困難。

● 知識不足･未経験などメンバーのスキル・気持ちに起因すること

市民の声の収集方法と集約、分析を的確に行えるのか。

自分が取り組みたいテーマと市民の声とのマッチングをどうするか。

● メンバー個人的事情に起因すること

時間が無い。

モチベーションの維持。

グループワークへの不参加メンバー。

→最終的にはその個人に委ねざるをえない。

→ツール使いこなしで改善は図る。

文化・歴史
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appendix(アイディア一覧)
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生涯学習
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

生涯学習Gr 提案書

テーマ名 多様な生涯学習環境で三鷹のみんなの心をゆたかにする

テーマの内容

・市民の心をゆたかにする、市民の求める生涯学習講座の立ち上げ
・三鷹市民であることを誇りに思う三鷹の講座。産官学の協働
・生涯学習による世代間の交流と次世代につなぐ仕組みつくり

課題

・世代間の交流ができていない
・生涯学習に関する情報発信が十分でない
・生涯学習のコンテンツが整備されていないように見える
・集まりやすく、始めやすくない

取り組む理由
「三鷹市生涯学習プラン」は網羅的にまとめられているが、三鷹市民の生涯学習の認知度は低くい。学
習の目的は個人により異なるが、生涯学習の目的を明確にし、カリキュラムだけでけでなく、市民の心
がゆたかになる生涯学習を立ち上げる。

その他 ・4月以降に、三鷹市生涯学習課ヒアリングによる実態把握を計画しています

現在考えているアイディア
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スポーツ
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

テーマの内容 「アプリ」や「仕掛け」を活用した運動への動機づけと継続支援

課題

・健康増進などの意識があっても、いざスポーツはじめるには腰が重い

・本格的なスポーツをはじめるには道具、施設予約などハードルが高い

・運動をはじめても続かない

取り組む理由

・ウォーキングアプリを活用した運動の動機づけと継続への支援

・街中に運動したくなるような遊び心のある「仕掛け」を設置し、市民の日常に運動を取り入れる

・運動を継続している市民に対して地域ポイントの付与や表彰などの「報酬」を提供

・ウォーキング、ランニングなら道具不要、いつでも誰でも運動できる

その他

・三鷹市（武蔵野市、調布市も巻き込んで）おすすめのウォーキングコースを策定

・アプリに継続を応援してもらう ・タッタカくん以外のアプリの開発

・仕掛け：「ついしたくなる」ような遊び心のある仕掛けで人を動かすこと
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

テーマの内容 初心者歓迎！スポーツ体験コンテンツの充実と活気が伝わる情報発信

課題

・運動、スポーツしたい思っているけどきっかけがない

・経験者の中に初心者が飛び込んでいくのは不安

・スポーツ体験会の開催情報がわからない、雰囲気がわからなくて不安

取り組む理由

・マイナースポーツやパラスポーツなどの体験機会の少ないスポーツで興味を惹く

・誰もが初心者なら参加ハードルが低いはず

・定期的なイベント開催で生涯スポーツへの意識づけになる ・オンライン参加環境整備で誰もが参加

・イベントの雰囲気、活気が伝わる情報発信、SNS発信体制の強化

その他

コンテンツのアイデア：エアロビクス、ヨガ、ボッチャ、車椅子バスケ、逃走中

情報発信のアイデア：三鷹市にSNS専門チーム、リアルタイムなSNS投稿、YouTube

運動不足を実感する場所（駅、健康診断会場）にスポーツ情報を掲示
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

テーマの内容 もっと気軽に快適に利用できるスポーツ拠点

課題

・三鷹にはSUBARUスポーツセンター、大沢総合グラウンドなど施設は充実しているが、

ライト層には利用ハードルが高い

・SUBARUスポーツセンターを訪れるきっかけがない（ワクチン接種で初めて訪れたと人も多い）

・SUBARUスポーツセンターで何ができるのかわからない

取り組む理由

・ふらっと立ち寄ったついでや子連れで利用できる施設を拡充する

・スポーツ体験会の情報発信を強化して利用するきっかけをつくる

・カフェ、キッチンカー、イベントスペース、スパ、サウナを併設し施設周辺に賑わいをつくる

市民と施設との接点を増やし積極的に訪れたくなるスポットにする

その他

アイデア：施設利用者向けのカフェ割引制度、ポイント制度

シルバーイベント、家族DAY、施設ツアーみたいなイベンDayをつくる

計画：SUBARUスポーツセンターの現状を知るための見学会を企画予定
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 スポーツで盛り上がれるまち三鷹

テーマの内容 スポーツイベントを実施

課題

・スポーツしたいと思っている人のきっかけがない

・主催イベントが少なく、定員も少ない

・現状のスポーツイベントに魅力がない

・スポーツイベントに参加する機会がないので、市民の繋がりが希薄

取り組む理由

・団体などに所属しなくてもスポーツができる

・スポーツイベントを通じて、多世代間の三鷹市民が一体となって盛り上がれる

・スポーツイベントを通じて、スポーツにきっかけが持てて健康寿命が伸びる

その他 具体例 : 三鷹市全員が参加できるもの/商店街など気軽に参加できるもの

市民でギネス記録にチャレンジ
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 スポーツで盛り上がれるまち三鷹

テーマの内容 スポーツに関する情報の広報活動

課題

・スポーツをしたい人が情報を探せない

・せっかくイベントをしているのに情報が届いていない

・三鷹市主催以外の三鷹で開催されているイベントに関して知る機会がない

取り組む理由

・市民が受け取れる媒体の選択肢を増やすことでイベントが盛り上がる

・既存スポーツチームの情報などをいろんな人に発信

・スポーツの情報が知りたい人の情報発信場所の集約

その他

34



三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 スポーツで盛り上がれるまち三鷹

テーマの内容 三鷹にゆかりのあるスポーツチーム/選手の応援強化

課題
・三鷹が一体となり熱くなって応援できるチームがない

・選手が触れ合う機会がなく、スポーツチームが身近な存在ではない

取り組む理由

・心熱く応援するチームがあることで市民の心の活力となる

・応援を通じて、多世代間の三鷹市民が一体となって盛り上がれる

・選手が身近に来てくれることでスポーツとの親近感が湧く

・子供が興味を持ってもらうことでジュニアのスポーツ人口増加

その他
・応援しているFC東京やラグビーチームの応援強化

・卓球・バスケ等で三鷹を拠点にしてもらえるようなチームの誘致

・地元選手の応援強化
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 スポーツしやすいまち三鷹

テーマの内容 施設予約の手続きや団体登録の手続きを簡素化したい

課題
・1回の利用でも、関連する手続きに複数の紙の書類を提出しなければならないのが負担

（ex スバル：アリーナ、観覧席、ヨガマットなど）

・利用できる団体の基準がわかりにくい。

取り組む理由
・各種手続きを簡素化することで、団体の活動目的を達成しやすくする

・市内の活動団体を活性化することで三鷹市の健康施策に寄与する

その他
◇アクション

・予約に必要な書類の現状把握、見直し・改善

・予約のスキームの現状把握の必要

・利用団体登録の表記見直し・改善

36



三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 スポーツしやすいまち三鷹

テーマの内容 新規参入団体でも利用内容・規模に応じて既存団体と同様に利用機会を平等にしたい

課題

・週末は既存団体が施設を占有していて、新規団体が利用しにくいケースがある

・予約しても利用されていないケースがある（キャンセルしない）

・通年で利用できる団体の基準がわかりにくい（学校校庭など）

・個人利用の規制がある（exスバルプール：小3以下1名につき保護者1名の同伴が必要）

取り組む理由
・住民協議会において古参団体の発言力が強く、新規団体が施設利用しにくい

・活動団体の新陳代謝を促し、市民の選択肢を広げ質の高いサービスを授受できる

その他

◇アクション

・通年利用（住民協議会の意思決定）状況の把握

・通年利用時の共通ガイドラインの策定、透明化

・既存施設の利用状況確認

・休眠施設の洗い出し（試験期間中の中学校校庭など）
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

スポーツGr 提案書

テーマ名 スポーツしやすいまち三鷹

テーマの内容 新型コロナ対応の内容について、利用団体責任で弾力的に施設利用できるようにしたい

課題

・利用団体が主体的に活動機会を設けることができない

・エビデンスが伴わない自粛によって、教育・体験の機会がいたずらに阻害されている

・世帯状況にかかわらず一律で自粛を最優先することで、逆に心身ともに健康を損なって

いる可能性がある

取り組む理由
・コロナの出口戦略について市民の声を反映する機会が持たれていない

・状況に応じて教育、文化活動をいち早く通常モードに戻すスキームを作り、

子供たちに教育・体験の機会をつくりたい

その他 ◇アクション

施設利用ガイドラインに利用者の声を反映できる仕組みを作る
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芸術

39



三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

芸術グループ 提案書

テーマ名 芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

テーマの内容
「＜百年の森に芸術の花を咲かせよう＞提案書」
こどもの森に芸術交流拠点を作り、別紙のような種々のイベントを市民参加で企画・運営し、三鷹を芸術の溢れる街にする。

課題

①こどもの森に、アピール力のある新規の要素を作れないか。

②三鷹はジブリなど一部を除き、都市のアメニティとしての芸術的要素が比較的乏しく、子供が芸術に触れ合う機会が少ない。

③三鷹百年の森に、自然豊かな町に相応しい芸術的要素を投入できないか。

取り組む理由
上記課題を克服し、芸術文化行政のシンボルの場を創出し、こどもの森を魅力ある施設にするとともに、三鷹をこどもたちや
市民が芸術に触れ合える芸術の溢れる街にする。

その他

①先行事例を調査し、芸術グループの建築家メンバーの専門的知見を活用しつつ、ソフトを見据えながら、芸術交流拠点に
ふさわしいハードのあり方を具体的に提案したい。
②芸術は美術に限らず、音楽、文学、写真、演劇、舞踊、メディア芸術その他あらゆる芸術を対象とする。
③小さく生んで大きく育てるべく、さしあたりアート・コミュニケーションの試行錯誤を先行させ、将来を睨んで定着させ
てゆく。
④提案をさらに具体化するために、三鷹駅南口再開発事業の進捗・見通し及び、三鷹市小中高における芸術関連授業につい
て三鷹市からレクチャーいただく。
⑤活動を拡大する中で、こどもの森での芸術創作活動なども展開し、空き家対策としてアーティスト・イン・レジデンスを
視野に入れてゆく。
⑥芸術の街として生まれ変わる三鷹にふさわしいアート・グッズ等をふるさと納税の返礼品として開発してゆく。
⑦芸術文化行政における継続的なハード＆ソフトへの投資が前提となる。既存施設との役割分担検討のほか、上記につき、
市との役割分担、支援の有無・程度。
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

芸術グループ 提案書

テーマ名 芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

テーマの内容
「「こどもの森」のスペックを楽しんでつくる」

三鷹市の提案した「こどもの森」の構想を担当者にきき、完成後の運用イメージからバックキャスティング的にハ
ードウェア、ソフトウェアのスペック（仕様）楽しんでつくる会を提案していく。

課題

①「公共施設」は市民の声を反映させるプロセスが不足気味でハード優先になりがちである

②「こどもの森」の完成後の運用方法・イメージが無いと後になって不満が出る

③「こどもの森」の美術系、音楽系、演劇系などの活動団体、利用者の利用イメージが不明

取り組む理由

「こどもの森」をアートを介して色々な芸塾・文化・多様な人々とふれあえる場所として提案したい。

多世代交流、社会的処方、多文化共生、社会包摂などの実践、入口施設として取り組む。

アートコミュニケーション（SAVやVTSを含む）活動の価値を向上させるためにも取り組む

手法や
手順の
アイデア

①三鷹駅南口再開発事業の進捗や構想、決定しているコンセプト等を担当者にきく
②アートを軸とするコンセプトの持ち込みが可能か確認する。
③提案のスコープを共有する
④ヴィジュアル・シンキング、デザイ・シンキングなどの手法を試しつつ
「こどもの森」の使い方を創造するために利用者候補の意見収集をする

⑤ブレインストーミング等で運用方法を含めたソフトウェアやハードウェアのアイデアを発散する
⑥デザイン・コンセプトを決めつつアイデアの収束をしていく
⑦パタン・ランゲージでイメージの詳細アイデアを抽出していく。
⑧政策提案レベルに仕上げていく（作業詳細は現時点では不明）
⑨三鷹市への提言提出
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

芸術グループ 提案書

テーマ名 芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

テーマの内容

「三鷹駅発着♪鷹狩り視察ツアー 提案書」
徳川家康は趣味で大好きだった鷹狩りを懐かしんでいた。大好きだった三鷹はどうなっているのだろうか？未来に
タイムスリップし、現代の令和の三鷹を視察するツアー。

令和の三鷹市民に学芸員になっていただき、三鷹を紹介してもらいます。

課題

三鷹は観光地というより住宅地との印象が強く、歴史的建造物、それにまつわる文化、芸術はあるものの、点とし
て存在しており線として繋がっていない。

現状は三鷹の森ジブリ美術館に一極集中しているという課題がある。

取り組む理由

もともと三鷹は鷹狩りに由来しており、市のキャラクターの「たかじょうくん」もあり、三鷹を考えるうえで原点
回帰となる。

徳川家康は知名度が高く、他地域との連携、集客も行いやすい。

地域の歴史の再認識のためにツアーという形で三鷹の良さを再認識する。

小学校の地域理解の一助として学校の教育に組み込むことも出来る。

その他
芸術、歴史の観点で素材がどのようなものが利用できるか視察、調査。
（絵、写真、音楽、芸能等）
企画、ガイド人材育成。専門家の監修。モニターツアーの実施。
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

芸術グループ 提案書

テーマ名 芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

テーマの内容
「ジブリ作品の背景を描いてみようイベント」
実際の背景美術スタッフの方に指導していただき、道具（画材）もスタジオで使用しているものと同一の商品で揃えて、ジブリ作品で見た
「あのシーン」の景色を自分で描きあげるワークショップ。参加者は『自分で描いた、描けた、の達成感』で思い入れも深まる。

課題
現状、三鷹市の芸術文化は過去の文化遺産に頼りすぎているのではないか。
パブリックドメイン（著作権フリー）の名作ばかりでは、権利の帰属先があいまいで、三鷹市として活性化させても、収益効果が散逸して
いく（市の収入がブラックホールに吸い込まれていくような還元性のない事業になる）可能性。

取り組む理由
三鷹市ならではのイベントとして、足を運んでもらう理由づけができる。
外から見ているだけ（傍観者・鑑賞者）から一歩、当事者に近づくことで、より深い親近感を抱ける（もっと好きになる）。
これがきっかけで『背景美術』（需要高し）を職業にする人材が育つ（＝納税者になる・クオリティを支える技術の継承ができる）。

その他

協力をお願いする企業様を説得する（企画へのご賛同をいただく）。
想定している協力依頼先は、
スタジオジブリ（三鷹要素）、ニッカー絵具（画材・ポスターカラー）、名村大成堂（画材・筆・特選東紅）、株式会社ミューズ（画材・
TMKポスター紙）。
この場合、参加費を設定するのか、その場合は材料費をどこまで参加者負担にするのか。
無料の場合は予算に応じて抽選・招待制にする、材料は貸し出し（貸し出し用の画材費用はかかる、描いた紙を持ち帰ってもらうなら紙代
の負担も）なども課題。
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

芸術Gr 提案書

テーマ名 芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

テーマの内容
「三鷹とアニメ・もっと知りたい見学ツアー」
市内にはジブリだけでなく「株式会社ぴえろ（スタジオぴえろ）」がある。アニメ制作会社として第一線で活躍す
る会社2社を見学し、業界事情、収益などにも踏み込んだ、産業としてのアニメについて学ぶ。

課題
三鷹のお悩みとしてよく言われるのが「観光地として地味」、「産業がいまいち振るわない」。アピール力が弱い
部分がある。三鷹を活性化するため、知名度の高い企業に、知名度の上げ方、上げる努力を習うことも必要ではな
いか。

取り組む理由

ジブリは作家性・芸術性に重点を置いた作品作りをしているが、ぴえろは原作があれば忠実に、自社が手掛けるオ
リジナルも娯楽・エンタメ性に寄った作り。方向性の異なるアニメ制作会社2社が集う三鷹市ならではの比較見学
を行うことで、効果的なアニメの利用法（コラボのあり方、仕掛け方など）を考え、産業活性化への糸口を見つけ
る。

その他
社会科見学だとして、一度に訪問できる人数、先方の都合もあるので、申し入れ・打診は早めにする。
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文化・歴史
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

大分類

（キーワード）

「市民が主役・三鷹に愛着と誇りを感じる工夫の提案」
① 保護 （文化財の保護・発掘、和の伝統、歴史観、ワサビ田、中島飛行機）

② ＩＴデータベース （ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ化、見える化、美術館文学館の運営、ﾏﾝｶﾞｱﾆﾒ）

③ 情報発信 （ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ構築、周知、子ども地元愛着、そして未来へ）

④ イベント （イベント、地元の語り部イベント、古民家活用、三鷹銘菓）

⑤ 人材育成 （世代間ギャップ埋め、民族の伝承）

背景（提案理由、経緯） ワークショップでのメンバーの問題意識・やりたいことの集約

やりたいこと

課題

【保護】 ※認定した文化財を地域ボランティア学芸員が管理維持に協力する仕組み
づくりを構築したい。

・現状把握・計画づくり・広く周知し、プロジェクト化していく際に、経験者

のアドバイスが必要。

【情報発信】 ※多くの市民が容易に情報を得るような仕組みづくりを構築したい。

・データベースの現状やこれまでの展示・発信方法など調査・検討が必要。

・情報発信について、経験者のアドバイスが必要。

【次世代を担う子供への教育】

※小学生カリキュラムに地元住民らが歴史・文化を伝える場＆そのための教材を提供したい。

・現状把握・他自治体を含めて参考事例の収集

その他
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

内容

（概要、狙いなど）

「三鷹ふるさと歴史館」の創設
三鷹駅前などの人流の中心地に「三鷹ふるさと歴史館」を創設するとともに

地域コミュニティセンターと連携して活動する。

「ボランティア学芸員」制度を発足させ、文化財保護や学校教育に参加し

小学生に対し、地元愛の種まきを行う

背景

（提案理由、経緯など）

興味や関心の薄い層に働きかけたい、地域の皆で盛りあげたい

自己の経験（子供体験がやがて地元愛につながる）に基づく

「武蔵野ふるさと歴史館」や「たましん美術館」に共感した

課題

（解決が必要な事柄

人材、設備、費用等）

ふるさと歴史館開設には、人、設備、費用などの膨大な課題がある

ボランティア学芸員制度の継続可能な仕組みつくりや教育委員会等と連携

その他
将来構想を描き、無理のないところから始めて少しづつ完成形に近づけるという地道な取り組みが必要
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書
テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

内容

（概要、狙いなど）

「三鷹まるごと博物館」の進化形 全体を包括し連結可能なWeb

背景

（提案理由、経緯など）

興味や関心の薄い層に働きかけたい、地域の皆で盛りあげたい

自己の経験（子供体験がやがて地元愛につながる）に基づく

「武蔵野ふるさと歴史館」や「たましん美術館」に共感した

課題

（解決が必要な事柄

人材、設備、費用等）

ふるさと歴史館開設には、人、設備、費用などの膨大な課題がある

ボランティア学芸員制度の継続可能な仕組みつくりや教育委員会等と連携

その他
将来構想を描き、無理のないところから始めて少しづつ完成形に近づけるという地道な取り組みが必要
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

テーマ

① 歴史を学べる環境整備

② 歴史を伝える取り組み

③ 歴史の発掘・保存・復活

ねらい

歴史を知ってもっと三鷹を好きになる
① 市民自ら歴史を学びたいとき に、歴史資料にアクセスしやすくする

② 市民に対して、歴史を積極的に伝える

③ 市内に残る有形無形の歴史を発掘し保 存、復活する

やること

① 三鷹ふるさと歴史館の建設、歴史資料のデータベース化、

三鷹まるごと博物館の充実、学べるＨＰへ進化、

歴史関連情報発信のハブに

三鷹まるごと博物館の会員制化（プッシュ型情報発信）

② 情報誌（みいむ）の進化、市民郷土史家の寄稿など、歴史講座の開催

歴史解説ボランティア育成、小・中学校における郷土史教育

「広報みたか」に歴史コーナー連載

三鷹歴史検定

みたカルタ歴史版を市民参加で作成

三鷹の歴史人気投票＆ベスト３正解者へ記念品贈呈）

③ ワサビ田の復活、（庚申塚など）保存ボランティア育成
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

テーマ

① 農村とベッドタウンが共生 する地域文化の醸成

② 日本の伝統文化を気軽に 体験

③ 三鷹の食文化を応援

ねらい

もっと三鷹を好きになる文化の醸成

① 三鷹市は周辺市に比べて農地の割合が高い。一方ベッドタウンとして発展

してきた。このような特性を踏まえ新たな地域文化を醸成する。

② 日本の伝統文化である茶道･華道などを気軽に体験できることで、日本文化

を理解した国際人を育てる。

③ 三鷹産の食材を使う飲食店を応援す ることで、農地を守る。

やること

① 市民農園倍増、果樹オーナー制度推進、子育て世代へ優先枠設定、

農家直売所の活性化

② 講師スキルを持つ人の人材バンク化、小・中学校への出前授業、

古民家活用の体験会

③ 地産地消飲食店の認証制度、認証店マップの作成・公開（HP）

その他
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

テーマ

① 市内石造物の保存と情報発信

② 歴史的建造物の保存と情報発信

③ 三鷹まるごと博物館の充実

要望

文化財の保存と情報発信 三鷹まるごと博物館の充実
① 三鷹市の市指定文化財には、民間信仰と結びついた石造物(石燈籠や石造庚申供養塔など)がある。 今後は単なる保存活動だ
けでなく民間信仰と結びつけて、これら石造物についてみたか 学や街歩きなどで情報発信してほしい。

② 現存する歴史的建造物について三鷹市独自の指定を行い、できるだけ保存に努めてほしい。かつて市内にあった牟礼団地など
の歴史的建造物の 写真をデータベース化し、市民に公開してほしい。解体・撤去する場合には、事前に写真に収めて、これをデー
タベース化し、市民に公開してほしい。

③ 市内石造物や歴史的建造物などの有形文化財の情報発信 サイトとしてほしい。無形文化財は「野崎八幡社薬師殿団子まき」だ
けが紹介されているが、市内にあるお囃子保存会なども紹介して ほしい。三鷹のワサビ田復活プロジェクトについても紹介して ほ
しい。負の文化財として戦争遺産についても取り上げてほしい。

現状

①市内にある石造物の存在が市民の一部にしか知られていない。市民の関心が薄いため、石造物の中には放置され劣化が進ん
でいるものも見られる。
②歴史的建造物など市内にある文化財のデータ活用がしづらい。
③三鷹まるごと博物館はコンテンツがあまりなく、活用しにくい。

その他
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 郷土にしようよ！三鷹

テーマ
① ＳＮＳ ② みたかるた２.０ ③ みたか発掘隊

④ はこもの＋コンテナショップ ⑤ やさい自販機２.０

内容

情報発信・ツール活用・教育・はこもの・自販機
①文化財の情報発信をするInstagram、Twitter、Face bookを活用 （対象：スマホ利用者）

② 三鷹にちなんだ俳句、短歌を募集し「みたかるた」を作る （対象：三鷹市の小学生）

③こどもが楽しめる三鷹の文化歴史勉強会（対象：小学生）

④コミセン、図書館の駐車場にコンテナの架設店舗を設置（対象：施設未利用者）
⑤三鷹のやさい自販機MAPと最新情報サイト。週替わり『やさいじゃない自販機』

（対象：生産者・市民・クリエーター）

ねらい

① 利用者の多いSNSから情報を発信し、認知度を上げる。
② 俳句、短歌の世界感を深めながら、三鷹市の良さを自ら探す行動につなげる。
市主催かるた大会→人気アニメの声優に読み上げる。住民票、三鷹市封筒に印刷。

③三鷹市の文化財の認知と保護行動につなげる。（三鷹市教育委員会＆探究学舎の協力）
④地域文化財の管理拠点であるコミセン利用者を増やし、文化財認知度を上げる。
（コンテナショップは週替わり、店舗を持たないスタートアップ個人事業主に貸与）

⑤やさい自販機は農業とベットタウンが共存している三鷹の文化のひとつ。
さらに活用できるよう情報発信を強化する。
『やさいじゃない自販機』は市民が週替わりで商品販売ができる自販機。

新たな三鷹文化の創出につながる（写真、オリジナル絵はがき、アクセサリーなど）

その他 ※ 茶道の継承（機会の創出、継続への工夫、新たなビジネスモデルの創出）
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三鷹市マチコエ_心ゆたかなまちづくり部会

文化・歴史Gr 提案書

テーマ名 ほか郷土にしようよ！三鷹

テーマ

文化歴史の魅力あるまちづくりに総合プロデューサー的機関の創設
① 文化・歴史の魅力あるまちづくりに、縦糸と横糸を紡ぐような総合プロ

デューサー的新たな機関の創設

② 三鷹市にゆかりのある著名人の顕彰（文学者以外も含めて）

③ マチコエ（市民参加の政策提言）を三鷹の文化にしたい。

内容

① 三鷹市、外郭団体、市民有志活動にバラバラ感あり、総合デザインを感じない。

ONE STOP 化し、広告宣伝活動を実施する。

② 広く著名人に対象を広げれば広く親しみ易くなり、結果として文学者への

理解も深まるのではないか。

課題
① スポーツと文化部・芸術文化課の講座や生涯学習課の講座は現在充実して
いるのにＰＲ不足が勿体ない。

②現在は文化人（文学者）への顕彰事業が中心で偏りを感じる。

その他
三鷹の三奇人：太宰治、第３４代横綱 男女ノ川登三、五味康祐

阿南惟幾、遠藤実ほか
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