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快適なまちづくり部会

1

交通・道路グループ

公園・施設グループ

住宅・景観グループ

環境・公害・緑化・エコグループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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快適なまちづくり部会 交通・道路グループ

A・A・Kで歩行者目線・自転車目線・自動車目線・生活道路・通過車両目線で考える

・歩道や横断歩道で危ないと感じることは？
・自転車で車道を走ると危ないと感じることは？
・市内を自動車で安全・安心・快適に移動できる道とは？
Gｒメンバーと市民の声に乖離や齟齬がないか、共感や補足があるか確認

・政策提案作成に当たり、外してはならない
ポイントは何かを明確にする

生徒や学生といった若い人や、まちが良くなって欲しいと思っている人
何かしら困りごとがあり、それが解決されることを望んでいる人

・Webアンケートで意見収集する
・意見交換会（ワークショップ）を実施して意見を集約する
・他、三鷹市主催のイベントでヒアリングなど

・９月～１２月＝現に困っていること、こうなったら良いのにという願い
・３月＝政策提案の方向性確認

安全＝A・安心＝A・快適＝Kな道路利用を実現するために活動しています。まずは、皆さんの日ごろ危ないな、
とか、こうしたらみんながもっとAAKに道路が利用できるのにな！と思うようなことを素直にお聞かせください！

自分たちの思いや意見交換などから得たものとまちの声と齟齬や乖離がないか、
メンバーの思いを未来のまちをイメージしながら作成し、それを市民と共有し、
共感や補足することがあるかの意見をいただく



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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快適なまちづくり部会 公園・施設グループ

三鷹の公園を楽しむ、公園で気持ち良くなる為に

主要な公園の入り口にQRコードを貼り、利用者の意見を収集する、
同時に公園で聴きとり調査（インタビュー）

公園利用の頻度、目的、改善希望、楽しみ方、希望
する遊具や施設、公園のあるべき姿など

コロナ禍以降、公園利用者の数が増えている情報も
あり、利用者が公園に期待している事や、要望を探
り出し、公園を楽しみ、気持ち良くなる為に今、改
善して欲しい事を明確化して政策提案に繋げる

公園をよく利用する人、公園管理ボランティアの人達、
実際に公園にいる人達

主要公園入口にQRコードを貼り、意見を広く収集
公園でインタビューやWSを開催し意見を深く収集

準備出来次第、８月後半から

三鷹は公園や緑地の数が２４０か所もあります。より良い公園にするには形や施設を変えるだけでなく、利用者の公園に対す
る考え方も進化して頂く事が大事です。「公園でとって良いのは写真・動画だけ、残していいのは足跡だけ」を浸透させま
しょう。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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快適なまちづくり部会 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

空き家・空き室を生まない住宅活用で支え合う地域に

・住居をめぐる老後の不安の要因と抱く希望
・他の自治体の空き家活用の取り組みの感想
・空き家をめぐる需要と供給の関係
・住宅困窮者が住宅政策として望むこと

・高齢者の暮らしの大きな不安要因として老後の住環境等に問題がある。
老後の生活への不安も大きいのではないかという仮説の検証。

・地域のつながりを再生するような空き家活用の可能性の検証。
・地域の空き家の需要と供給を理解し、空き家のマッチングと活用の在り方を
検証

・住宅困窮者が賃貸で直面する課題の検証と有効な対策立案

・老後の不安を持っている持ち家住まいの市民
・地域に自宅を開放したいと思っている人、活用したいと思っている人
・住宅に困窮している市民とその支援活動団体

・アンケートとその結果から見えてきた課題を
深堀りするためのワークショップ・ヒアリング

・支援活動団体には７月からヒアリング開始
・聴いてみたい市民へのアンケートは８月以降

空き家になってからでは遅い！老後の暮らしを豊かに、みんながハッピーになる住宅活用を考えよう。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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快適なまちづくり部会 環境・公害・緑化・エコグループ

温暖化を止めるために、省エネや自然エネルギー、自然循環、緑化などを進める

二酸化炭素を削減するために、やっていること、やりたいこと、やるべきこと

市民の環境意識、環境のために実践していること
市の環境対策への評価、費用負担感
環境への取り組みアイデア

・温暖化対策に対してどの程度許容、賛同が得られ
るのかを測定する。
・具体的な施策（取り組み）のアイデアを収集する

広く三鷹市民、特に学生など今後の三鷹市を支える若い世代や
子育て世代など自分ゴトとして捉えやすい層を中心に

Webアンケート（市報で募集）
ワークショップを実施して、その会場にて

Webアンケート：マチコエ内 ７月、本番 ９－１０月
ワークショップ：９－１２月

温暖化を防止し、より良い未来を次世代／全ての人々に伝えるために、私たちにできることから始めましょう。



活力のあるまちづくり部会
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商工業グループ

農業グループ

観光・インバウンドグループ

労働・雇用グループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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活力のあるまちづくり部会 商工業グループ

三鷹市の経済活性化

上記４つのテーマについてのご意見や、
アイデアを教えてください。

三鷹市を「住みたい、住み続けたいまち」
「次世代にも住んでほしいまち」「サステナブルなま
ち」
として、経済が活性化しているまちを目指していくため

三鷹在住、在勤、在学のみなさんすべて

Webアンケート、ワークショップ

2022年９月～11月ごろ

ぜひ皆さんの、忌憚のないご意見やアイデアをお聴かせください。

経済活性化について「商店街」「三鷹駅前」「東八道路」「三鷹市の企業」の４つのテーマ
で検討しています。上記の取り組みについてのご意見やアイデアを聴かせてください。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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活力のあるまちづくり部会 農業グループ

魅力ある三鷹の農業の実現に向けて

次世代に農業・農地を存続させる方法

市民にとって魅力的な農業とは
次世代に農業・農地を残すにはどうしたらいいのか
三鷹に必要な農業とはどんな農業か
農業の必要性を知ってもらうには

三鷹の魅力の一つに緑が多いという理由がある。その要
因に農家が耕す農地や緑である。しかしながら農家も農
地も減少が続いているのが現状がある。減少を食い止め
次世代に繋げるためにどんな事が必要かを市民の皆さん
に聴き立案して行きたい。

農業者・農業に関わる市民の声
三鷹の農業を知らない市民の人たち

ヒヤリング アンケート

夏以降

皆さんとって魅力的な農業とは何ですか。次世代に農業・農地を残すために一緒に考えましょう。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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活力のあるまちづくり部会 観光・インバウンドグループ

三鷹の観光コンテンツの情報発信に関して

三鷹には様々な観光コンテンツがありますが市民含め多くの人に上手く伝わっていない可能性が高いと
考えており、情報の伝え方について検討しています。市民に対して、周辺地域に対して、域外の人に対
して、海外からの人に対してそれぞれ上記の取り組みについてのご意見やアイデアを聴かせてください。

上記のテーマについてのご意見や、アイデアを教えてください。
特に伝える先を下記に分けた上でのそれぞれの方法に関して意見を頂けると幸いです。
・市民（三鷹市民）
・周辺地域（三鷹、武蔵野、小金井（マイクロツーリズム的な観点））
・域外の人々（ジブリを目当てに来る人々）
・海外の人々

住んでよし、訪れてよしのまち三鷹として、
観光が活性化しているまちを目指していくため

三鷹在住、在勤、在学のみなさんすべて

webアンケート ワークショップ

2022年8月～11月ごろ

ぜひ皆さんの、忌憚のないご意見やアイデアをお聴かせください。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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活力のあるまちづくり部会 労働・雇用グループ

三鷹で働いている方が成長できるしくみ～能力開発（人材育成）を題材として～

三鷹で働くこと・生きること・学ぶこと、そして、尊重することが
できるしくみを実践する

｢成長できるしくみ｣として取組んでほしいことや知りたい
｢能力開発｣｢人材育成｣について、また、｢支援・サポート｣
として大切なこと、重要なことについて伺います。

働く方が三鷹で魅力ある仕事を継続的にできること。
そして、三鷹で働きたくなる仕掛けづくりと能力開発・
人材育成と支援サポートシステムを構築したい。

能力開発･人材育成･創業等の術を知らない､わからない方

webアンケート･関係団体等を通じたアンケート
インタビューとワークショップ

webアンケート:10月上旬
関係団体等を通じたアンケート:中旬
インタビューとワークショップ:下旬

三鷹で、働く方が「成長できるしくみ」を一緒に考え、そして、実践してみませんか！



ふれあいのまちづくり部会
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コミュニティグループ

人権・男女平等参画グループ

平和・国際交流グループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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ふれあいのまちづくり部会 コミュニティグループ

参加の一歩はココカラみたか～出会い・ふれあい・つながり・助け合い（温故知新から未来へ）

参加の０歩目～自分にとって大切なコミュニティに出会うため

「参加の一歩目」の視点に立ち、時間・場所・タイ
ミング等どんな時にコミュニティが求められるのか。
今の「コミュニティ」に対する考えを聴く。

どんな活動が求められるのか！？
地域の人から聴くことで、三鷹市内でつながりを感
じられる活動のアイデアを創りたい。

現在、三鷹のコミュニティに関わっていないが、きっ
かけと機会を求めている方のマチのコエを聴きたい

・webアンケート
・市内イベントに参加して個別ヒアリング

・８月～ ：webアンケート
・９～11月：三鷹市内のイベント参加

これからのコミュニティを「考える」前に、まずは三鷹のイベントに一緒に参加しませんか？
私たちは顔の見える関係づくりが大切だと思っています。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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ふれあいのまちづくり部会 人権・男女平等参画グループ

わたしも、あなたも、みんな大切 “一人十色のかけがえのない個”を尊重しあう三
鷹に

市民に知らせる、市民が気づく、市民が学びあう場と、
いつでもだれでも声を上げられる場の連携・構築

活動団体の現状・課題・要望を聞き、今後、市民
の方の具体的な声を拾うための項目に活かしたい

みなさんの声を聞いて私たち自身も学び成長してい
き、人権尊重を柱とした三鷹の街にしていきたい

現在人権にかかわる活動をされている方、生きづらさを
感じている方、生きづらいとさえ感じていない方

ヒアリング・アンケート・ワークショップ

８月以降順次実施

街の中に人権があり、あなたの中にも人権がある。人権尊重で三鷹をCOOL（SDGsにも最高な）街にしましょう。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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ふれあいのまちづくり部会 平和・国際交流グループ

多文化共生・ぬくもりのまち三鷹

・身近に文化や言葉を学べる機会の拡充・多文化相互理解できる場の創出
・支援のためのワンストップ相談センター

三鷹に暮らして困ったこと、良かったこと
外国人住民との共生について
20年、30年後の共生のまち三鷹としての在り方

・20年、30年後の未来のために今をみつめる（親子、
子ども、学生など未来の担い手への視点）
・多様な人たちから多様な意見を聞きたい

地域の人、留学生、外国人市民、三鷹在勤の外国人、
外国人支援者など

地域カフェに出向く、オンライン座談会、マチコエ
に集いお話をする、インタビュー、SNS

2022年12月までに

未来の三鷹のあり方を考えるため、現状の外国人支援の問題点のほか、同じ地域住民としての意見など、多文化共
生のための多様な声をききたいです！



安全なまちづくり部会
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防災・減災グループ

防犯・消費者保護グループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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安全なまちづくり部会 防災・減災グループ

「誰一人取り残さない三鷹の防災」『気づく・広がる三鷹の防災 つながる減災」

災害は全ての市民の潜在的リスク～ある日もれなく参加を余儀なくされるもの。
「まさか」でなく「いつか」に向けて、誰もが、地域で防災できるように。

・あなたの災害時の行動計画は？災害への備えは？
・あなたは災害時、どんな条件があれば活動できますか？
・三鷹の災害対策情報、知っていますか？
・これからの防災・減災、どうなったらいいですか？
（情報伝達・発信、避難、助け合い・行政の取り組みなど）

災害時は「自助７割 共助２割 公助１割」？
日ごろの備えとつながりの相乗効果を三鷹のみんなが
知って取り組めるように。公助がもっと効果的であるよ
うに。いろんな立場の人の声が生かせるように。

・三鷹で被災する可能性のあるすべての人
・すでに地域で防災・減災活動に取り組んでいる人

・イベント等でのアンケート（投票・ネット回答）
・個別活動団体へのヒアリング

・防災マルシェ９／１０・１１ ・ＮＰＯフォーラム９／１９
・市民アンケート順次 ・ヒアリング ８月以降順次

声を聴くことで自分にも役立つ学びがたくさんあります。明るい未来に向けて一緒に学んで活動しましょう！
参加を待ってます！



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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安全なまちづくり部会 防犯・消費者保護グループ

“ それ、ミタカ！ ” かしこい消費者がそろうまち

契約に関する情報アクセスと生きる力を育む消費者教育の実施

・自分の生命、生活、財産を守るため、犯罪、詐欺や悪質商法に遭わない
方策とは
・全世代に向けて、生きる力を育む教育（消費者教育、防犯教育など）の
必要とは
・困ったときに、どのような人・窓口に相談をしたいか（今現在、および
将来判断力が低下したとき）

自宅への訪問や電話がきっかけで、犯罪や消費者被害に
巻き込まれる事例が多くある。自分は騙されないと思っ
ていても、リテラシー不足や心の隙間に入り込んでくる。
どのようにして生命、生活、財産を守れるかを検討して
いきたい。

全世代

・ヒアリング ・Ｗｅｂアンケート
・関係団体との意見交換

８月以降

「 安全であることが当たり前だと思っていませんか？ 絶対なる安全はなく、私たちは危険
を回避する術を学ぶことが大切です。DX化や成年年齢１８歳への引き下げなどにより社会も変革の時期です。「生

きる力」をバージョンアップするために一緒に取り組んでいきましょう！



子どもが輝くまちづくり部会
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児童・子育て支援グループ

学校・教育グループ

保育園・幼稚園グループ

多世代交流グループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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子どもが輝くまちづくり部会 児童・子育て支援グループ

核家族でも子育てしやすい街、三鷹

子育てする親も子ども達も安心できる気軽に頼れる、
各地域ごと（歩いて立ち寄れる：小学校区規模）の居場所を作る

親：どんなところに子どもを連れていきたいか・子育て
や現存サービスで困っていることは何か

子：放課後や土日の過ごし方・場所の現状と希望は

今三鷹で行われているサービス自体を知らせつつ、
求められている改善点、実現してほしい状態につい
て確認したい。

子育て現役世代とその子ども達、それを支える方達

各種地域行事に参加して親や子にヒアリング。施設の利用者に
ヒアリング。その後、引き続きアンケート協力をお願いする。

7月から随時（＊夏ボラでのヒアリング7月28日〜）

子育てしやすい街は、やがて子どもが大人になっても帰って来る街になります。子育てが自然に地域に応援される
そんな循環が生まれたら素敵ですよね。そのためにみなさんの声を聴かせてください！



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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子どもが輝くまちづくり部会 学校・教育グループ

多様な子どものニーズに応える教育コンテンツ・カリキュラムの充実

受けたい教育、受けさせたい教育

子どもの夢を実現させるための理想の学校・教育っ
て？こんな教育を受けさせたい／受けさせたくない

子どもの夢を育み実現させる新しい学校・教育を実
現させたいため

学校の先生、子ども、保護者、企業、塾の先生…

アンケート、インタビュー、ワークショップ

７月以降順次

こんな学校があったらいいな！または、こんな三鷹っ子を育てたい！というアイデアを大募集～



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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子どもが輝くまちづくり部会 保育園・幼稚園グループ

子どもの森をつくろう

子どもたちの「インクルーシブ教育」「創造・想像」「生きる力」につ
ながる体験（体感）ができる拠点をつくる

「学校以外の時間をどのようにすごしたいか」「地
域にあったらよいものは何か」など

就学前の教育において、子どもが体験しながら学ぶ
機会が少ない。子どもの目線で、子どもが住みたい
三鷹とはどのようなマチかを知る。

小学生・中学生

対面とオンラインによるワークショップ

夏休み期間など

「子どもの森」から、真に子どもが主体となるマチをつくりたい。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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子どもが輝くまちづくり部会 多世代交流グループ

高齢者から若者まで交流できるしくみ

子どもとその親を中心とした多世代とのつながりや、子どもたちが
成長していく過程での多世代との交流に、あると良いものは？

● あなたの思う「多世代交流」とはなんですか？
● それは「だれ」と「だれ」を結ぶものですか？
● そのために三鷹市に「ある」もの「ない」ものはなんですか？
● 交流を盛んにするためにどんな工夫をされていますか。

●子どもとその親を中心とした多世代とのつながり
●子どもたちが成長していく過程での多世代との交流
を基本イメージに、今、三鷹にある交流を線で結んでいくことで、
何が求められているのか、仮説・検証を行っていきたい。

● 各地域で多世代交流を活発に行っている施設・組織
● 子育て現役世代とその子ども達

施設・組織に対しては訪問ヒアリング、子育て世代・子どもた
ちには施設訪問時のヒアリングや、街頭アンケートなど。

５月より開始しており、随時実施中です。

「子どもが輝くまちづくり」として「子どもとその保護者を中心とした多世代交流の在り方」を模索しています。
子育て現役世代とその子ども達、そしてその周囲の声をぜひ聴かせてください！



心ゆたかなまちづくり部会
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生涯学習グループ

スポーツグループ

芸術グループ

文化・歴史グループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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心ゆたかなまちづくり部会 生涯学習グループ

市民と産学との連携による三鷹ならではの生涯学習

三鷹をテーマにした学習による世代を超えた市民の交流

・三鷹の好きなところ（もの、場所、人）
・三鷹の伝えるべきこと（自薦・他薦）
・学習意欲（目的、内容、形態、時間）

・三鷹への愛着の確認
・三鷹を主題にした学習テーマの発掘
・三鷹文化の継承のための人材発掘と育成
・各世代の三鷹市民の学習意欲の調査

三鷹市の子供から学生、社会人、高齢者まで

アンケート、ワークショップ、SNS

１回目：2022年10月～11月

学習を通して三鷹をもっと好きになりませんか！



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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心ゆたかなまちづくり部会 スポーツグループ

誰もが気軽にスポーツに親しめるまち三鷹

スポーツをはじめるきっかけ作りと習慣化への支援
〜日常的に体を動かしたくなるまちづくり 〜

・市民の運動習慣とスポーツ施設、アプリの利用経験
・運動習慣がない、施設を利用したことがない理由
・運動への動機づけ、習慣化につながるアイデア

#アプリ #スポーツ体験 #まちのデザイン #仲間づくり

健康のため運動したいけど「きっかけがない」「続かない」
「ハードルが高い」と感じている人に向けて運動への動機づけ
をしたい。日常生活とスポーツとの接点を増やして、誰もが無
理なく運動を続けたくなるような三鷹のまちづくりのアイデア
を広く集めたい。

スポーツ好きな人もちょっと苦手な人も！

Webアンケート、アイデアソン（ワークショップ）

Webアンケート 9月頃
アイデアソン（ワークショップ） 10月頃

他にも三鷹が盛り上がるスポーツイベントの提案や三鷹市のスポーツ施設環境の改善にも取り組んでいます！



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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心ゆたかなまちづくり部会・芸術グループ

芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹

三鷹市は芸術のまちとして期待できるか

教育機関をはじめとする市民の芸術への興味・関心
の度合いを知る。
三鷹市は芸術のまちとして期待されているかを知る。

教育機関をはじめとする市民に『芸術を望む気持
ち』があるかどうか知ることで、気持ちに応える三
鷹市になる方法を考え、隠れたニーズを掘り起こし
たい。

利用者（市民）サイド：学校（学生・教師）
提供者（運営）サイド：市内の各施設

アンケート、ワークショップ、インタビュー

9月・2学期以降

芸術への敷居を低くできるような活動を目標にしています。



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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心ゆたかなまちづくり部会 文化・歴史グループ

郷土にしようよ！三鷹 ～三鷹の文化・歴史を知り、三鷹をもっと好きになる～

どんなとき、どんな場所、どんな人に「三鷹への愛着」を感じますか？

あなたの好きな三鷹の場所、とき、人ついて
教えてください。
（あなたの知らないこと、道端の紫陽花、路傍の石でもＯＫ）

文化・歴史のカテゴリーは専門家が定める学術的観点だけでなく
住む人が大切に想っているモノやコトが重要な観点と考えます。
未来に向けて守っていくべき対象を幅広く募るとともに、継続的に
守っていく気運 ＝ 市民個々のモチベーションを喚起させるような
取り組みを推進していきたいと考えます。

三鷹のことをもっと知りたいと思っているすべての皆さん
（お子さまからお年寄りまで）

アンケート ワークショップ まち歩き

１０月 ～ ２月

私たちのくらしの中にある素敵な三鷹の文化・歴史にもっと触れてみませんか。



安心なまちづくり部会
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障がい者福祉・高齢者福祉グループ

健康・医療・ヘルスケアグループ



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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安心なまちづくり部会 障がい者福祉・高齢者福祉グループ

生まれてから生涯を通じ「切れ目なく」互いに支えあえる三鷹をつくる

・生活に困っているけど、使える制度や支援がわからない人のニーズ
・どうしたら福祉は面白くなる、参加したくなるか
・市役所と市民の協働をさらに進めるための工夫やアイデア

福祉サービスについての本質について市民の理解と協力を深め、
① 今か将来かは別にしても全ての市民の関心事
② 支援をする、されるの一方向ではなく、協力し合う対等な関係

市役所の利用者目線への転換を大胆に進めれば、
ヒトモノカネの限りを乗り越えて高福祉を実現できると考えています。

・福祉は他人事と思っている、将来利用者になるかもしれない市民
・現在福祉を利用している市民、利用していないが困っている市民
・福祉に関係する事業者、支援団体、ボランティア

・アンケート、個別のヒアリング
・その結果から見えてきた課題を話し合うためのワークショップ

・事業者や支援団体の皆さんにはヒアリング開始済みで順次対象拡大
・一般市民、福祉の利用者へのアンケートは９月以降順次実施

福祉の世界を自分ごとにする市民の力が、市役所の役割転換を大胆に進めるエンジンになれば、
市役所の人たちも現場で力を発揮し、市民と力を合わせることができます。

・法制度の壁を利用者が感じない利用者目線の徹底
・福祉を支える担い手の育成



まちの声を
聴きたいアイデア

聴きたい内容

それを聴きたい理由

こんな人に聴いてみたい

こんな方法で聴きたい

いつ頃聴きたいか（予定）

市民の皆さんへメッセージ！

＜ マチコエ ７月全体会報告シート ＞

部会・グループ名

政策テーマ
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安心なまちづくり部会 健康・医療・ヘルスケアグループ

三鷹に関わる全ての人が健幸になれるまちになることを目指します（健幸＝単に健康
でいるだけでなく、幸福感が感じられる状態）

・健康維持・推進のためのイベント運営やツールの作成、医療・行政の支援
・健康・美容・医療費に関する意識改革 など

・健幸であるために、行政からどの様な形の情報提供が欲しいですか
・どこに、誰に相談したらよいかわからない悩みはありませんか
・現在、未来の市民の健幸のために三鷹をどんなまちにしたいですか

個々人が健康を管理すれば良いという意識から、それだけにと
どまらず幸福でありたいと考える意識の高まりを感じています。
市民と市民の健幸をサポートしている人の声を聴いて、どのよ
うなサービスがあったら良いか一緒に考えたいです。
皆さんの声を行政と共有することで三鷹のまちづくりに貢献し
たいと思っています。

・健幸でいたいけれど、何らかの理由で生きづらさを感じている人
・市民の健幸を支援している人、団体、行政組織

・ヒアリング・アンケート・SNSデータ収集・分析
・ワークショップ

・ヒアリング・アンケート・SNSデータ収集・分析（８月以降）
・ワークショップ（９月以降）

健幸になれるまちづくりのために皆さんの声を聴かせてください！私たちの三鷹をヒトと行政が声をかけあい伴走
するまちにしましょう！


