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はじめに 

 

「三鷹市市民参加でまちづくり協議会」（愛称：Machikoe（マチコエ））は、市民

の多様な意見やアイデアを市政に反映することを目的として、令和３（2021）年４

月に三鷹市により設置された協議会です。メンバーは公募等で集めた市民ボランテ

ィアが主体となり第５次三鷹市基本計画の策定や三鷹市基本構想の改正に向けた三

鷹市への政策提案を行う事を目的として７つの部会の中に 23 のテーマ別グループを

設け、メンバーが活動を推進してきました。 

本協議会の立ち上げに先立ち令和２（2020）年５月に参加と協働支援チーム準備

会が設置されました。この準備会はまちのこえを拾い上げ、自助・共助・公助に仕

分けして政策提案に反映させることを目的とする組織の設立をメンバーが中心とな

り議論を重ね、協議会の活動方針をまとめました。 

一年間の準備期間を経て、令和３（2021）年６月に、協議会設立に向けメンバー

を募集したところ、目標を上回る 400 人を超えるメンバーの応募がありました。同

年 10月より本格的に活動をスタートしました。11 月には駅前に活動の拠点施設とな

る「マチコエ」が開設されました。その中に市の事務局も設置され、市と連携を取

りながら部会・グループでの話し合いにより主体的な運営が行われてきました。 

協議会の活動目的は「まちの声を聴き、まちの声をカタチにする」、活動方針は市

民の思いやアイデアを市政に反映する立案者として、また地域の課題を市民ととも

に解決する支援者として、新たな市民参加に取り組むことを掲げ「傾聴」「対話」

「共感」の３つを重視しています。 

この間グループでは自分たちで決めた政策テーマに基づき議論を重ね、ワークシ

ョップの開催やアンケート調査の手法を用いて多くのまちの声（市民の声）を集め

ることが出来ました。また集めた声を集計・分析したものをグループの提案に反映

させるために、さらに議論を重ねました。グループの活動にご協力いただいた市

民・関係者・市職員の皆さまには、感謝申し上げます。 

 今回の一次提案は、現時点での提案を取り纏めたものとなります。今後は令和５

（2023）年７月の最終提案に向けて、グループでの議論を重ね市職員との意見交換

により、提案内容のさらなるブラッシュアップを図っていく予定です。 

公募等で参加されボランティアで活動しているメンバーを温かく見守っていただ

くとともに、引き続き協議会活動に対してご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

令和５（2023）年 ３月 

 

                   三鷹市市民参加でまちづくり協議会 

                           会長 伊藤 一美  
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部会  快適なまちづくり部会 

グループ  交通・道路グループ 

政策テーマ  A・A・Kな交通・道路の実現 

基本計画体系  第３部 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 

第１ 安全で快適な道路の整備 

第５ 都市交通環境の整備 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「交通・道路」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のよう

な意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

 

(1) 新しいことや面倒なことは抵抗感が生まれる 

   安全・安心・快適な交通・道路環境を実現する課題として、現状の交通環境改善や次世

代技術＝自動運転車等の交通環境変化も想定・考慮する必要があり、自転車利用者やドラ

イバーは、時代にマッチした意識の改革が必要である。例えば、現状は自動車優先の道路

づくりがもたらす歩行者や自転車の不便さへの対応、次世代では自動運転の車などはシス

テムトラブルを除き、歩行者・自転車などの交通弱者を優先、道交法の遵守は当たり前の

世の中になることへの対応。自転車の逆走や信号無視、車も信号無視や一時停止違反、必

要以上にクラクションを鳴らす、あおり運転・ひき逃げ・駐停車違反等、そのようなこと

は自動運転車では発生しないと考えられる。自動運転車が普及すると、現時点では想定で

きる方も限られるが、信号も不要となり、車間も 30 センチくらいあれば充分になると考え

る。交差点は信号制御の必要もなくなるので、必然的に信号がなくなりラウンドアバウト

の導入が増えると考えられる。公共交通機関もバスなどは無くなり、集団ではなく、パー

ソナルな移動＝小型の無人バスやタクシーに変わっていき個人で車を持つことが不要とな

っていく事が想定されている。そうなると、手軽な移動手段としての自転車も今よりもっ

と重要視され、活用されるのではないだろうか。次世代の交通環境は大きく様変わりする

ことが予想される。そこで一番ネックになるのは、今までの慣習＝ドライバーや自転車利

用者の自分優先意識を変える事への抵抗であると考える。 

 

 (2) 人は変化を嫌う 

   分かりやすい例として、喫煙者の意識が挙げられる。環境や大多数の意識と喫煙者の意識

差がまだまだ埋まっていない。喫煙者からすると“肩身が狭い”などと感じているかもし

れないが、時代の変化とともに喫煙者の意識も変えていく必要があると思われる。安全・

安心・快適な交通・道路を実現するためには、現状を変えるために意識を変えていくこと

や、発想の転換が重要になると考えている。 
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  (3) 自然に抵抗感なく、或いは無意識に変化を受け入れる＝次世代環境の準備をするには 

  交通の例で代表的なのは、横断歩道の渡り方の指導や PR は、“右みて左みて手を挙げて渡

りましょう！”であるが、道交法には歩行者に注意させることは明記されていない。気を付

けるのは歩行者ではなく、車のドライバーであるという認識が広まらない限り、横断歩道で

止まる車は増えないと考える。視点を変え、PRの仕方を変えることが必要である。 

 

(4) 自然に抵抗感なく変化を受け入れる施策 

道交法では、自動車は歩行者が横断歩道の付近にいたら停止するとされている。考え方＝

視点を変える施策を実行することが必要であると考える。横断歩道の安全を考えるなら、歩

行者側ではなく、車のドライバー側への教育や街頭指導の実施を行うことが重要である。 

交通・道路グループの考える次世代交通・道路環境では、誰一人取り残さず、また、抵抗

感を持たずに次世代交通環境を受け入れていく＝“意識の改革を進める交通・道路環境”と

することをキーポイントとする。安全・安心・快適な交通環境を実現させるためには、自転

車利用者やドライバーの意識を自動運転車のロジック＝模範運転に変えていく必要があると

考える。 

その意味では自動運転車と人が運転する車と自転車が混在する過渡期の交通環境下の意識

改革に課題が多い。次世代交通・道路環境普及の最大の障害は、人の運転する車や自転車で

ある。人の運転で車間 30 ㎝は実現が難しく、自転車利用者の“ある時は歩行者またある時

は自転車”という意識は、統合制御される次世代交通環境ではネックとなることが想定され

る。過渡期の自転車の運転者やドライバーは、“今までよかったのに！”といった抵抗感が

生まれ、これは一朝一夕では変えられないと考える。約 50 年前に道交法が改正され、自転

車は歩道走行可となった。今は、原則車道通行が基本となっているが、多くの自転車利用者

は、意識もせず励行する人も少ない状況で、自転車通行可ではない歩道も徐行もせず走行し

ている姿が散見される。意識改革には時間が掛かるが、現状を打破していく必要があると考

える。次世代交通・道路環境実現までの過渡期は、人が運転する車や自転車は、自動運転車

に合わせる必要がある。自動運転の模範運転により、渋滞など無い効率的な交通が実現でき

ると考える。このことから、誰しもが模範運転を励行する必要があり、それが最も安価で安

全・安心・快適な交通・道路環境実現に結びつくと考える。自転車利用者も自動運転車の特

性を頭に入れ、交通標識や道路標示を守って利用する必要がある。道路を利用する人たち全

てが次世代交通環境にマッチした高い交通安全意識（歩行者・自転車優先意識＝例えるなら

道路利用者は自分の家族や知り合いと思う心）とすることで、安全・安心・快適な交通・道

路及び次世代技術の導入を実現できる準備が整うのである。 

そのための最初の一歩として、次世代交通・道路環境に向けた意識改革につながるよう、

現状の交通・道路環境を次世代交通・道路環境にできるところからタイムリーに変化させ、

誰一人抵抗感を持たずに安全・安心・快適に交通・道路を早く実現できるよう、待ったなし

で取り組むことが重要である。これを後押しする施策として、自転車の街頭指導実施の両面

策が必須となると考えている。 
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(5) 歩道・横断歩道の自転車利用を極力なくす 

 自転車は、原則車道走行を徹底する。歩道や横断歩道において自転車が通行することで、

歩行者との衝突など交通事故発生の危険性が高まる。交通事故の発生を防ぎ、歩行者が安

全・安心・快適に歩道や横断歩道を利用できるよう、歩道や横断歩道の自転車利用をなくし

ていく。 

歩道走行可の自転車は、速度制限機能＝徐行（国交省の基準時速 8キロ以下）が搭載された

車両のみとする。 

（自転車業界に促し、機能を持った自転車のみ販売できるように働きかける） 

 

(6) 車道の自転車優先利用の導入 

自転車の歩道走行をなくすためには、自転車に車道を通行してもらう必要がある。自転車

が車道を通行することで、自動車との接触や衝突など交通事故発生の危険性が高まることか

ら、自転車が安全・安心・快適に車道を通行できるよう、車道の自転車優先利用の導入を進

めていく。 

東京都が進めている自転車有効利用と連携し、安全・安心・快適に自転車を利用できる環

境を整える。 

 

(7) 生活道路の通過車両利用の抑制 

歩行者や自転車利用者、生活道路内に居住する住民の方などが安全・安心・快適に生活道

路を利用できるよう、生活道路の通過車両利用を抑制し、居住者以外の通行を極力制限する。 

幹線道路では、地区をまたがることの対応で設置している横断歩道等を、歩道橋や地下道

に見直し、使いやすくした上で再導入し、大きな交差点以外の信号を極力なくす。また大き

な交差点は信号ではなくラウンドアバウトを可能な限り導入する。 

  

(8) 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 

   次世代交通の導入モデル地区になり、安全・安心・快適な移動の早期実現を目指し、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 

 

２ 現状の課題  

道路利用において、自動車や自転車目線から見て、歩行者や自転車の通行を妨げないという

“歩行者・自転車優先意識”がまだまだ低く、このことがヒヤリハットや交通事故の発生につ

ながっていると考えている。この課題を踏まえて、歩行者や自転車、そして自動車と、道路を

利用する全ての人にとって安全・安心・快適な交通・道路を実現できるように取り組むべきこ

とについて市民の声を聴き、提言につなげる。 

 

３ 課題の解決策  

課題の解決に向けて、自動車や自転車の利用者が道路を利用するにあたって、「横断歩道で

は歩行者の通行を優先する」「歩道では歩行者の通行を妨げない」といった意識をさらに高め
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るために、歩行者や自転車優先を意識づける道路構造や標識の設置改善などを適時に実施する。

またそれらを適時に実施できる運用・仕組みづくり（警察や行政が決定するのではなく、市民

が主体者として手段の決定権を持ち、警察・行政はそれを実行する）に取り組んでいく。さら

に、歩行者ファースト→ビジョンゼロを導入する。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

市民が道路を利用するにあたって危険であると感じることや、危険個所の対策を進めるため

に何が必要であるかを聴き、安全・安心・快適な交通・道路を実現するために実施するべきこ

とを確認して政策提案につなげるため、以下の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

三鷹市の交通・道路に関するアンケート【回答数 139件】（２月末時点） 

  ＜対象者＞ 

  市民（在住、在勤、在学、在活）、市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・環境キッズフェスタ 2022 

・みたか防災マルシェ（9/11・9/12） 

・牟礼コミュニティセンターまつり（10/30） 

・駅前コミュニティセンターまつり（11/5・11/6） 

・M-マルシェ（11月） 

・町会回覧板 

・三鷹市老人クラブ連合会 

・市職員へ周知 

  ＜実施結果＞ 

  Webアンケートの結果（２月末時点 139件）、回答者の分布としては 30代〜60台で 90％を

占め、居住地域は下連雀、牟礼、上連雀で 68％を占め、市外の回答者も 10％あった。 

歩行者、車椅子の立場としては、住宅街、バス通りでは危険な時がある事が多く、バス通

りでは歩きにくい事も多い。より歩きやすい道路にするためには歩道の改善（歩道内の電柱

をなくす、歩道の拡幅、歩道の設置）を求める意見が最も多く、次に自転車のマナーに関す

る意見が多かった。主要幹線道路は歩きやすい、安心して歩けるとする意見が多数を占める

ものの、危険な時があるとする意見も無視できない程度にはあった。 

自転車の立場では、住宅街及びバス通りともに危険な時がある、走りにくい事あるという

回答が最も多かった。住宅街では走りやすいという回答も比較的多かったが、バス通りでは

危険を感じる事も少なくないとの傾向が見て取れた。 
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より走りやすい道路とするためには自転車専用レーンの設置を求める意見が最も多かった

が、電柱（歩道内、路側帯）をなくす、自転車専用道路を増やしてほしいとする意見も多か

った。また、主要幹線道路は走りやすい、安心して走れるといった意見が多数を占めるもの

の、歩行者、車椅子の立場の回答と同様に、危険な時があるとする意見も無視できない程度

にはあった。 

自動車の立場では住宅街、バス通りともに走りにくいという回答が最も多く、次いで危険

を感じる時があるという回答が多かったが、走りやすいと感じる回答も比較的多かった。よ

り走りやすい道路にするためには、路側帯の電柱をなくすこと、信号のタイミングを工夫す

ること、バス停のスペースをより確保することが最も求められており、自転車、歩行者に関

する相互理解、自転車、歩行者との分離（自転車専用レーンを増やす、ガードレールをつけ

る、自転車通行可の歩道を増やす）との意見が続いた。幹線道路の渋滞対策及び市内交通規

制の強化による通過車両と、市内交通の分離による市内交通の安全化を求める意見も多かっ

た。主要幹線道路は走りやすいという回答が圧倒的に多く、安心して走れる、危険な時があ

ると続き、走りにくいとする回答も多少あった。 

記述回答を抽出した意見については、歩行者、自転車の立場での意見が約 80％、自動車の

立場での意見は約 20％であった。またその多くは指摘や改善要望で約 65％、良い点の報告

も 21％、提案は 9％あった。意見の対象はインフラに対するものが最も多く 74％、次いで運

用的なものが 18％あった。 

全意見に含まれる単語の出現頻度を見ると「自転車」が圧倒的に多く、次いで歩道、狭い、

走る、危険、道路、歩行、感じる、車道、‥と続く。自転車に関連した意見がとても多くあ

ると思われる。 

 

(2) シールアンケ―トの実施 

イベントブースに出展し、市内の道路環境や、安全を確保するために必要な改善策などに

ついてのシールアンケートを実施した。回答件数はそれぞれ以下のとおりである。 

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

・みたか防災マルシェ【 202件】 

・牟礼コミセンまつり【 85件】 

・三鷹駅前コミセンまつり【回答数 62件】 

・M-マルシェ【回答数 66件】 

＜実施結果＞ 

  シールアンケートの結果から、自転車が安全に通行できることが歩行者とバイク・車の安

全にもつながるといった傾向が見受けられた。また、交通安全対策として、狭いバス通りや

住宅街の道路の整備が必要であることが読み取れる結果となった。                             

公共交通ではシティーバスとデマンドカーに期待するといった声が多く集まり、次世代交

通への期待やニーズが高いことが確認できた。 
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空飛ぶ自動車の導入についての設問には、安全面に心配があり実用化は難しそうであると

いった声が最も多かったが、実用化や普及に大いに期待するといった声も多く見受けられ

た。 

 

(3) ワークショップの実施 

令和５（2023）年１月 29日実施 【参加者数 15人】 

テーマ「安全・安心・快適な交通・道路の在り方について」 

＜実施結果＞ 

    歩道が狭いため、歩いている時に自転車とすれ違う際に危険を感じる、傾斜や段差が存

在することによって、車椅子やベビーカーを利用する方が通行しづらいといった意見が多

く出され、安全を確保するため道路や歩道の拡幅や整備を希望するという思いやニーズが

高いことが確認できた。 

    実現するため手段として、歩道における自転車専用レーンの増設や、時間別による歩行

者専用レーンの拡大といったハード面での整備や、市民を対象とした交通ルールを学ぶ講

習の実施や自転車のスピード制限を設けるといったソフト面でのアイデアが出された。 

    数多くいただいた市民の皆さんの意見を踏まえて、政策提言につなげていきたいと考え

る。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 自動車優先ではなく歩行者や自転車が A・A・K（安全・安心・快適）に過ごせる交通・道路

の実現 

※段差や障害物の無い歩道 

〇段差の解消＝車道と同じ高さ 

〇歩道に駐車させない＝歩道端をブロック配置化 

〇歩道は歩行者のみ＝車道を走りやすくして歩道や横断歩道の自転車走行を不要にする          

〇路側帯表示を歩行者ファーストにする＝現行の歩行者が通りにくい幅の狭い路側帯表示を

最低人が並んで歩ける表示に変える 

〇現在進めている電柱埋設の積極推進⇒埋設できなくても人が並んで歩ける幅を確保した電

柱設置移動 

 ※補足説明 

・歩道の段差は無くす＝歩道を車道より1段高くせず、車道と同じ高さにする。 

⇒このことにより、歩道への駐停車ができなくなり、人が歩きやすくなる。 

・自転車の通行可を極力減らす。現状は、幅員が2メートルに満たない歩道も対面通行を許

している状況となっていることから、歩行者優先意識や徐行の励行など、自転車利用者の

意識の改善を望むことは難しいと考えるので、明確な通行区分を標識や道路標示などで明

示するようにする。 

・段差や障害物の無い歩道、道路が狭くても拡幅などの時間とお金がかかる施策ではなく電

柱や段差など歩きにくい箇所をなくす工夫＝自動車優先をやめ、歩行者や障がいのある方
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ファーストの道路づくり、すなわち車が通りにくくなっても良い配置にする。 

・道路構造の歩行者・自転車通行優先の見える化＝生活道路から大きな道路に出るところは

歩道が分断されるが車道を分断する構造に変更、道路を自転車が渡りやすい表示など。 

・標識の矛盾を無くす＝車道に自転車通行帯があるのに歩道に自転車通行可となっていると

か、自転車利用者が“あるときは自転車あるときは歩行者など”都合の良い振る舞いをで

きなくして、順法精神を向上させるための標識や道路標示の見直し。 

・自転車が横断歩道を渡るときは、自転車から降りることを強制する条例などの施行⇒自転

車利用者に歩道での歩行者優先意識が殆ど無い現状であることと、自転車ナビラインは一

方通行なのにそれを回避する手段として横断歩道走行が使えるなど、道交法と実態が矛盾

する行為ができる現状を正す必要がある。 

・歩行者や自転車が大通りに出なくても済む小道のような道路網を作る。 

 

(2) 自転車のルールやマナーが悪い＆自転車が走りにくい、道交法、道路標識や信号など道路

環境と自動車の運転者が自動車ファースト目線に対する対応実施 

※自転車が走りやすい車道環境の実現 

〇エリア 30 キロの導入＝自動車との速度差を無くすことで、事故時の軽傷化・自動車の自

転車に対する邪魔者扱いに意識が低下する。 

   市内 30 キロ制限にすることでバスやタクシーなどの実証実験をしやすい環境になる（現

行の実証実験車は時速 20 キロで速度差が減少）のですぐに実行し、自動運転車の早期導

入を加速する。 

〇市内通過車両を出来るだけ幹線道路へ⇒幹線道路の信号極少化＆主要交差点のラウンドア

バウト化。 

〇上記に基づく生活エリア道路標識や表示を自転車が走りやすい物へ転換⇒生活道路から道

路を渡る場合など、渡りやすい標識や道路標示に設置。 

〇歩行者や自転車専用の抜道の設置。 

〇自転車通行エリアの駐停車禁止（路側帯へ寄せる行為の禁止）。 

〇生活道路の制限速度厳守。移動オービスの積極的運用や物理的速度制減限機構の設置。 

※自転車がルールを守りやすい環境の実現 

〇取り締まりや街頭指導の強化（現状、自転車利用でスマホやイヤホンなどが当たり前にな

っている＝自動車の運転も同じになる）。 

〇駐輪場に雨対策＝屋根の設置やカッパの置き場所など整備。 

〇市役所敷地内の自転車通行エリアの明確化と徐行の徹底。 

〇自転車が渡りやすい道路構造＝標識や表示などで車が自転車を渡らせやすくする環境を整 

備。 

※補足説明 

・例を挙げると、わかば通りから人見街道に出て郵便局や市役所側に渡りたい歩行者や自転

車はどこに行くか。  

⇒歩行者はあまり問題にならないが、自転車はわかば通りを逆走か歩道を走行し、人見街

道の北側歩道を西へ走行、教育委員会前の信号で渡る方が大半であり、要因として教育
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委員会前に信号付きの横断歩道がある事が考えられる。  

・ルールやマナーに関していえば、取り締まりや街頭指導などを徹底的に三鷹市内全域で行

うことが最も効果があると考える。そのうえでの走りやすさ＝市内の横断歩道はできるだ

け信号を付けない。人が注意して渡るのではなく、自動車側が注意して走行する意識の転

換が必要であると考える。  

・究極は幹線道路を除き市内の車道を横断するときはどこでも横断できることが理想と考え

る。 

 

(3) 次世代の交通環境＝自動運転や空飛ぶ自動車などの導入に備えた交通・道路環境の実現 

〇幹線道路に関して立体公園制度を応用した歩車分離環境を実現する。 

資料編に掲載しているイメージ図などをモジュール構造で作るなど、新しい設計思想で安

く・早く作れる機能が必要となる。そのためには、公共政策として進める必要があり、分

かりやすいスローガンが必要と思うので、 

   ・田中角栄元首相が進めた列島改造論を新しく解釈し、新列島改造論として、三鷹市だけ

ではなく、都心からの放射道路や沿岸部の国道などに防波堤を作るより、立体化して上

部を避難場所やドローン・空飛ぶ自動車などの緊急着陸帯として推進することを展開す

る。 

   ・旧民主党のスローガンであった“コンクリートから人へ”から“コンクリートも人へ”

とし、公共事業として必要な道路の新しい作り方への転換を図る。 

〇生活道路の抜け道使用は極力制限する（時間による可動ボラードの導入など）。現行、以 

下の道路が市内通過者で渋滞することから、市内通過車両が幹線道路から入りにくい標識 

を設置して環境を整える。さくら通り、連雀通り、山中通り、下本宿通り、人見街道、か 

えで通り、井の頭公園通りなどの片側 1車線以下で現状、抜道利用が頻繁に行われている 

道路を対象とする。 

また、市内全域の道路はセンターラインを無くし、自転車走行レーンを設置する。さら

に、市内の車道は東八や保谷調布線などの幹線道路を除き自転車と公共交通を優先にす

る。 

〇市役所建て替えや整備する場合、この場所をそら飛ぶ自動車の発着場なども検討して市役

所エリアを市役所機能だけではなく商業施設や郵便機能なども集約し、活性化、税収増と

なるよう稼げる場にする（各コミュニティ５か所も発着場兼市や郵便・商業施設機能を併

設） 

〇調布飛行場の積極活用＝次世代の交通環境が空飛ぶものに代わっていく事と防災上の物資

補給の観点から、ある程度の規模の滑走路（1200ｍ位）が必要。3 市エリア（調布市・三

鷹市・府中市）の次世代交通＆防災物資調達の要所とする。また、自家用機利用も今の一

部の人のものではなく、今後は電動の空飛ぶ乗り物など、騒音や安全性も格段に高くなる

機体が市場に出てくることが予想される。そうなると、車に憧れていた昭和世代のように

Z 世代（1990 年代後半生まれが対象と言われる世代）以降の若者の移動環境は自動運転普

及は個人が車を持つことがなくなることから空の利用に変わっていき、ゼネラルアヴィエ

ーションのすそ野が広がっていく事を想定、その拠点として活用する。調布飛行場協議会
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も敷地の面積では調布市が一番大きいが、飛行エリア＝場周経路など、安全や騒音の問題

に関する面積を考えると、三鷹のエリアも半分くらいの割合で占めることになることと、

反対活動の声だけではなく、AOPAや飛行場祭りなど自家用機の利用を友好的に推進してい

る団体や市民の声もバランスよく取り入れることで、より有効な活用ができると考える。

東京都にももっと積極的に友好的な側面の意見も促す必要があると考える。別の視点では、

IR法活用で小規模な小さな空港が直結するカジノを 3市で運営し、税収不足を補うことも

検討する。府中市には東京競馬場があり、市民に対して税の恩恵がある。このような取り

組みを調布市や三鷹市も行って社会保障費や子育て支援の充実に充てるための方策として

活用することも考え、市民の税負担を軽減することを検討する。 

〇幹線道路の信号をできるだけ減らしスムーズな市内通過を実現する。 

幹線道路を整備しても地区の間をまたがる横断歩道や信号で効率的な交通環境となって 

いないと思われる。現代の利用にマッチした歩道橋や地下通路など、可能な限るノンスト

ップで通行できる幹線道路とすることで、市内の抜け道利用を減らすことが必要であると

考える。 

   また、ラウンドアバウトの積極的な設置でスムーズな市内通過を実現する。さらに、エリ

ア分断対策で雨後の筍のように信号と横断歩道を設置しているが、これを暫定的に地下通

路に変えて、恒久的には立体構造絵上部を歩道や自転車用通路とする。 

   立体空間にすることで空間の有効活用ができ、街路樹などの剪定や清掃を不要にすること

ができ、維持管理コストの削減と自然空間の拡大の両立を図る。 

  

 (4) 時代にマッチした交通・道路環境をタイミングよく実現するための協議会の設置 

  〇市民の代表・市政・所轄警察の３者で現場にあった交通・道路環境の実現。 

   〇道路は市政、標識などは警察のような現行の最終決定権を市民が担う。市や警察はそれに

基づき実行する役割とする。そのような機能を持つ“次世代交通道路環境促進協議会”を

設置する。 

※補足説明 

  ・幹線道路に関して立体公園制度を応用した歩車分離環境の実現。 

⇒実現するまでの暫定措置として横断歩道ではなく、地下通路などを設置する（歩行者＆

自転のみ通行可）。自動車は、主要交差点まで行きUターンする。 

⇒市内全域を急がば回れ（右折禁止個所を増やす）の実施。吉祥寺駅周辺なども長年実施

している施策。 

⇒空飛ぶ自動車やドローン配送などの増加を鑑み、緊急着陸帯を設けることが必要だが場

所の確保として道路の上を活用する。 

⇒災害対策＝降雪・降灰など道路の機能不全を防止する。 

⇒幹線道路上を公園や球技・プレイゾーンとすることで、緑のまち三鷹となり、三鷹の施

策を実現できる。 

⇒例を挙げると今の防災公園が分かりやすい。幹線道路上に覆いをして下は車道や自転車、

上部は公園や歩道にする。 

⇒車道は雨・雪・降灰の影響を受けず並木も不要＝道路補修や木の剪定などランニングコ
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ストが減少、現行の歩道を荷下ろしや一時停止場所として活用し、上部に緑や公園、プ

レイ施設、空飛ぶ自動車やドローンなどの緊急着陸エリアを設置。空飛ぶ自動車は立体

化した幹線道路上をルートとすることで安全確保に繋がる。 

⇒立体空間にすることで空間の有効活用ができ、街路樹など剪定や清掃を不要にする環境

実現で、維持管理コストの削減と自然空間の拡大の両立を図る。 

・先述のように、市役所建て替えや整備の際に、市役所機能や郵便局機能だけではなくマル

チな機能＝人が集まり活気のあるエリア機能を持たせる。例えば、この場所を空飛ぶ自動

車の発着場にして市役所エリアを交通の要所とし、活性化・稼げる場にする（各コミュニ

ティ 5か所も発着場兼市や郵便機能分散）郵便局機能もドローン配送を想定し集約する。 
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部会  快適なまちづくり部会 

グループ  公園・施設グループ 

政策テーマ  更なる緑と水の公園都市をめざして、「公園を楽しむ、公園で楽し

む、公園と楽しむ」 

基本計画体系  第３部 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 

第２ 緑と水の快適空間の創造 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「公園・施設」というテーマに関するグループの議論の中で、三鷹市が目標とする都市像で

ある「緑と水の公園都市」の実現に向けた政策提案を検討するにあたり、以下のような意見・

アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

(1) 公園を楽しむ・公園で楽しむ・公園と楽しむ 

・グループでは、「公園を楽しむ・公園で楽しむ・公園と楽しむ」を合言葉に議論を進めて

いる。より多くの市民の方にもっと三鷹市の公園を知ってもらい、楽しんでもらうため、

公園において「体験や学び」「親子で楽しめる」「自然にふれる」などのテーマでイベン

トを実施したり、キッチンカーを誘致する取り組みを進める必要があると考える。しか

し、三鷹市内の公園は十分な広さを持ち合わせていない箇所が多いことから、イベント

などを行う場合、スペースの確保などが課題となる。 

・世代に関係なく、誰もが楽しめる公園を実現するため、市民が公園に求めている姿を聴

き、樹木などの植樹や新しい遊具等の設置など、ニーズに応じた整備を進めていく必要

がある。 

・積極的に公園の管理や運営に携わってもらい、公園をもっと身近に感じてもらうため、

市民が公園管理に参加できるための仕組みをつくりたい。 

 

 (2) 公園ルールの策定 

・騒音問題や安全面での問題などから公園利用者だけでなく、近隣に居住する人などにも

配慮した公園運営を行うため、公園ルールを策定して広く周知する必要がある。例えば、

夜間の公園での蝟集を制限することで騒音問題の防止を図るとか、ボール遊びを一律に

禁止するのではなく、各公園でボール遊びが可能な時間帯を作る（時間制限を設ける）

ことで、安全面を確保しながら利用者のニーズを満たすことができると考える。 

・花や植物などの植樹物の盗難を防止するほか、公園内でのごみ投棄やポイ捨てを防ぐなど

公園利用者のマナーの向上を促進するため、「（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」のスローガンを定着させたい。 

 

２ 現状の課題  

公園を利用する子どもの声や、中高生や大学生などの若い世代の騒ぎ声などに関する問題と

いった、公園利用者と近隣に居住する人との間での騒音トラブルが社会問題となっており、三
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鷹市内の公園でも同様の課題を抱えている。双方の摩擦を解消し、誰もが気持ちよく利用でき

る公園を実現するために必要なことについて市民の声を聴き、提言につなげたい。 

  

３ 課題の解決策  

 三鷹市内の公園で発生している騒音問題について把握する必要があると考える。公園利用者

や近隣居住者などを含む、様々な立場の人たちにとっての理想の公園とはどんな公園なのかに

ついて考え、政策提案に結び付ける。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

市民が希望する公園の設備や機能のほか、問題と感じていることなどについて確認すること

で、「公園に求められていること」を把握して政策提言につなげるために、以下の市民参加を

実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

① 公園利用者に対するアンケート【回答数 135件】 

  ＜対象者＞ 

   公園の利用者 

＜チラシ掲示場所＞ 

 市内 52箇所の公園 

＜実施結果＞ 

   アンケートでは、市民が公園に関して望んでいる内容として、子供と安全に遊べる遊具や

設備がほしいという回答が多い傾向が見受けられた。また、散歩や休息を楽しむ人は自然の

ままがいいという傾向にあることがわかった。 

  ② 公園に関するアンケート【回答数 69件】 

  ＜対象者＞ 

   市民（在住、在勤、在学、在活）及び市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・ガーデニングフェスタ 2022（10/8） 

・M-マルシェ（11月） 

・井の頭恩賜公園 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・町会回覧板 

・市職員へ周知 

＜実施結果＞ 
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   公園の満足度についての設問において、「満足していない・少し物足りない」という回答

が、「満足している・それほど不満はない」を若干上回っており、公園に高い満足感を感じ

ていない市民が一定程度いることがわかった。満足していない理由を自由記述で回答しても

らったところ、遊具が少ないという意見が多く見受けられ、施設の充実という観点での課題

があることを確認することができた。 

 

③ 保育園・幼稚園向けアンケート【回答 749件】 

  ＜対象者＞ 

   保育園・幼稚園の保護者及び先生 

  ＜実施結果＞ 

  アンケートの結果から、保育園・幼稚園の関係者が公園に関して求めている内容として、

園児が安全にゆっくり遊べる環境を望んでいることがわかった。芝生の広場やきれいなトイ

レの設置、水遊びのできる所や日蔭スペースの設置など、施設面での整備について希望する

という回答も多かった。 

 

(2) シールアンケ―トの実施 

ガーデニングフェスタ 2022 にブースを出展し、三鷹市内の公園を利用する頻度や、どの

ような公園を利用したいと思うかについて意見を聴くため、シールアンケートを実施した。

【回答数 169件】 

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

ガーデニングフェスタ 2022（10/8） 

＜実施結果＞ 

公園を週１回以上、もしくは月２～３回利用するという回答が多く、公園をあまり利用し

ないという回答を大きく上回っており、市民の公園利用頻度は高い傾向にあるということが

わかった。 

また、利用したい公園としては子ども用の遊具が充実している公園という回答が最も多く、

次いで、ボール遊びができる公園という回答が続くなど、子育て世代や子どもからの公園に

対する期待が高いことがわかった。 

 

(3) 付箋アンケートの実施 

M-マルシェにブースを出展し、「こんな公園や施設があったらいい」と思うについて自由

に意見を書いてもらう付箋アンケートを実施した。【回答数 56件】 

 ＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

M-マルシェ 

  ＜実施結果＞ 
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   木や芝生といった緑が多い公園を希望するといった意見が多く、公園に対して自然豊かな

環境を求める声が見受けられた。 

   施設に関しての意見としては、テレワークスペースやコワーキングスペースの設置を希望

するといった意見があり、幅広い働き方をサポートする施設についての需要もあるというこ

とがわかった。 

   

(4) ワークショップの実施 

令和５（2023）２月７日実施 【参加者数 12人】 

テーマ「誰もが楽しめる公園・施設の実現に向けて」 

  ＜実施結果＞ 

   ワークショップでは、公園に人を集めるためのイベントをおこす（バーベキューや映画）、

地域コミュニティが大事なので町内会で使えるポイントを配布して、公園に呼び込むキッチ

ンカーで使えるようにする、公園を魅力的にするため、足湯やカフェなどの施設を作る（足

湯はボイラーなどの排熱を利用する）、公園の利用時間を夜も楽しめるようにする、など、

これまでグループで議論していなかった視点でのアイデアや意見が数多く出された。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 公園の新しい・楽しい利用方法の構築 

 公園での「体験や学び」、「親子で楽しむ」、「自然と触れる」機会やイベントを近隣コミュ

ニティや NPO 組織などと市が協働して実施することで、公園に来て楽しむ機会を増やす方策

を立てる。例えば、キッチンカーの誘致や、足湯やカフェの増設、民間出資の喫茶店やレス

トランを併設し、使用料などの収入を公園の管理費用に充てることも検討する。 

 

(2) 公園利用者が求める環境の整備 

遊具や水飲み場といった設備の改修・新設、注意書きなどの看板に振り仮名を振って子ど

もでも読めるようにする、水と戯れることができる公園をつくるなど、公園利用者のニーズ

に応じた環境を整備する。また、そうしたニーズや希望、公園内の不備や遊具・施設等の損

傷などを簡易に即連絡する方法として、QRコードサインを各公園の看板に設置し、利用者が

スマートフォンなどから直接市の担当部署に伝えられる手段を構築する。 

 

(3) 市民が公園管理に参加できるための仕組みづくり 

周辺住民の自治組織等により積極的に公園管理運営に参加してもらえる仕組みをつくる。

運営に参加してもらい、公園についての問題点や困っていることを話し合い、市に相談する

などして解決手段を構築し、公園を市民全員の共有財産として作り上げていく。 

また、公園の利用者の要望を最大限吸い上げられる公園管理運営方法を作り、公園のルー

ルなどを広く周知するための新しいコミュニケーションツールを構築することで、利用にお

けるルールやマナーを浸透させ、やみくもな増設が話題となっている禁止事項看板の設置抑

制につなげていく。 
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(4) 用途別の公園の整備 

  のびのびと元気よく遊べる公園や、静かに休める公園など、用途やニーズに応じた公園を

整備する。公園に行く目的は「子どもを連れて遊ぶため」という声が多く、子どもがのびの

びと遊ぶことができる公園のニーズが高い一方で、大人も楽しめる公園や、静かで落ち着く

ことができる公園を求める声も多く集まっている。多様なニーズに応えるため、それぞれの

公園に特徴やルールを設けるなどして、市民が求める公園を整備する。 
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部会  快適なまちづくり部会 

グループ  住宅・景観グループ 

政策テーマ  誰もが快適に暮らせるまち三鷹をつくる 

基本計画体系  第３部 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 

第３ 住環境の改善 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「住宅・景観」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のよう

な意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

(1) 空き家対策の推進 

  今後予想される高齢化による空き家・空き室の増加への予防的対策が必要であると考える。 

また、お困り空き家への行政対応は整備されているが、所有者と利用団体のマッチングの

仕組みが不十分であり、ミスマッチを解消する必要がある。そのためには、介護事業での情

報を活用した空き家防止対策の推進や、民間活力の導入、利用可能な空き家と利用希望者の

マッチングを進めるなど、空き家の利活用を必要がある。 

  また、空き家を放置することで街並みの景観を損なうことにもつながると考える。 

 

(2) 住宅困窮者の住宅確保 

  高齢者やひとり親世帯、外国籍の方の入居困難問題への対策が必要である。住宅困窮者の

住宅を確保するために、住宅困窮者を支援する団体と行政とをつなぐ中間 NPO 法人の設置が

必要であると考える。 

 

２ 現状の課題  

空き家の利活用が進んでいない状況が、空き家増加の一因となっていると考えている。空き

家のマッチングと利活用の在り方を検証し、空き家を巡る需要と供給の関係はどのようになっ

ているか、また同じ住宅問題として、住宅困窮者が直面する課題について市民の声を聴き、提

言につなげる。 

  

３ 課題の解決策  

空き家の所有者と空き家を利用したい者のマッチングを促進することで、空き家の利活用を

推進し、空き家を生まない住宅活用ができる地域をめざす。また、住宅困窮者が住宅政策とし

て望んでいることを聴き、住居をめぐる不安の要因を払拭できる支援をしたい。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 
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目的 

市民が空き家問題や住宅困窮者の問題をどのように感じているのかを聴き、今後重点的に掘

り下げていく分野を確認することと、空き家と住宅困窮者の問題を解決するために必要なこと

は何であるかの声を拾い上げ、提言につなげるために、以下の市民参加を実践し、まち（市民）

の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

三鷹市の住宅・景観に関するアンケート【回答数 58件】（２月末時点） 

  ＜対象者＞ 

   市民（在住、在勤、在学、在活）、市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・M-マルシェ（11月） 

・町会回覧板 

・市職員へ周知 

  ＜実施結果＞ 

  市民の身近な環境で見られる住まいの形態に関して、子どもが独立して親世帯が住み続け

ている家という回答が多かったことから、老後の生活を考えた場合、住まいの維持・管理、

同居している家族への介護負担や入居する介護・福祉施設への不安など様々な課題を抱えて

いる傾向にあることが推測される。市に対して、市民の意識が変わる機会づくりとしてライ

フスタイルに合わせた生活設計を推奨する必要性を感じた。 

 

(2) シールアンケ―トの実施 

M-マルシェ（11月）においてブースを出展し、通行人に対して「今後の住まいについて検

討していること」をテーマにシールアンケートを実施した。【回答数 55件】 

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

M-マルシェ（11月） 

＜実施結果＞ 

 子供の独立や連れ添いを失うことで同居者が減った場合や、独り住まいで自分が要介護状

態になった場合などに、今の住まいに住み続けるのか、サイズダウンした住まいに転居する

のかなど、今後の住まいについてどのようにしようと考えているかをシールアンケート形式

で意見を聴いた。シールアンケートの結果から、市民が要介護状態になった場合の住まいに

関して感じている内容として、現在の住まいから介護施設への入ることを考えているという

回答が多く、市に対する空き家予防策と入居希望者への支援の高まりを感じた。 

 

(3) ワークショップの実施 

令和５（2023）年２月 16日実施 【参加者数 12名】 

テーマ「誰もが快適に暮らせるまちの実現に向けて」 
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＜実施結果＞ 

ワークショップでは、「空き家」について参加者が日頃感じている、あるいは考えている

問題点をテーマに話し合ったところ、様々な問題点を共有することができた。素晴らしい街

並みの景観に空き家が生まれることにより、その景観が失われてしまうことが考えられる。

これらの景観を保全する為、空き家の未然防止や活用保身を考えていく上で有効なアイデア

を得ることができた。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 人生 100年時代に向けた三鷹での住まいづくり 

 住宅にまつわる不安は行政の各セクションが関わることからワンストップで相談できる窓

口機能を強化し、高齢者世帯の住宅問題への対応については行政の住宅政策と福祉政策の連

携を強化する。 

 

(2) 三鷹市における空き家発生の未然防止及び解消 

空き家の増加は不可避であり、空き家の未然防止と空き家の有効活用を部門横断的に担う

行政の役割を強化する。 

 

(3) 三鷹市における住宅確保要配慮者に対する居住支援 

賃貸物件の入居困難層に対しては、住宅セーフティネット法に基づく諸施策を取り入れて、

民間賃貸物件を一定の優遇措置を材料に住宅困窮者向けに賃貸が進むように対応する。 
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部会  快適なまちづくり部会 

グループ  環境・公害・緑化・エコグループ 

政策テーマ  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 

基本計画体系  第４部 人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる 

第１ 環境保全の推進 

第２ 資源循環型ごみ処理の推進 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

環境・公害・緑化・エコという広範なグループテーマの中で、最も火急的に対応しなくては

ならないテーマとして、地球温暖化がもたらす気候変動であると考える。 

三鷹市がゼロカーボンシティ宣言をしたことを踏まえ、温暖化が進行、止まらない要因とし

て、対策が充分ではないことが挙げられる。その背景には市民の危機意識が不足していると思

われる。 

「環境・公害・緑化・エコ」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向け

た以下のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

 (1) CO2削減、電力削減、光削減 

   省エネの仕組みづくり・省エネのライフスタイルの推進、省エネの条例制定などにより市

民の温暖化防止、環境改善、緑化に対する意識の向上を図る必要がある。市民レベルから環

境改善に向けた行動を広めることや、過剰な電力の使用（自動販売機、店舗の乱立など）を

減らすことで、CO2や無駄な電力・光の削減を目指す。 

 

 (2) ゴミ削減、資源循環 

   ゴミの排出量を削減するため、市民に対してゴミを減らす生活（そもそも無駄なものやゴ

ミになる物を買わない）を推進する必要がある。また、資源になる物を有効活用するため、

資源のリサイクルや再利用の徹底、食品などの廃棄物の削減に取り組み、環境への負荷を軽

減する。 

 

 (3) 緑化の推進 

   市内の自然環境を保全し、緑や花があふれる街になるよう緑化を推進して、夏の夜に自然

風のみで寝られる環境を取り戻していきたい。生産緑地や公園、住宅、建築物など、各領域

での緑化の仕組みづくりを進める。 

 

２ 現状の課題  

国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）では、温暖化対策における国際的な枠組

みであるパリ協定が採択されるなど、大きな括り（国際レベル）での環境対策は徐々に進めら

れているが、市民レベルでの環境意識の向上はまだまだ低く、危機意識が共有されていないこ

とが課題として挙げられる。 
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３ 課題の解決策  

対策が待ったなしに進んでいる地球温暖化を止めるには、エネルギー、ゴミ、緑化の３つの

視点で取り組む。 

それは市民や市内の事業者だけでなく、市政で行うことや、三鷹市が国や産業界に訴えかけ

ることも含めて、できることを網羅的に全三鷹市で行うことで、三鷹市のみならず人類全体の

生活を守っていく。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

環境対策への意識、温暖化対策のために個々で実践しているエコ活動、地球温暖化防止のた

めのアイデアなど、市民が抱いている環境への思いを確認して政策提案につなげるため、以下

の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

① 温暖化対策についてのアンケート【回答数 77件】 

  ＜対象者＞ 

    市民（在住、在勤、在学、在活）、市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・環境キッズフェスタ 2022 

・みたかスポーツフェスティバル（10/9） 

・三鷹駅前コミュニティセンターまつり(11/5・11/6） 

・ふじみまつり（11/20） 

・M-マルシェ（11月） 

・市職員へ周知 

  ＜実施結果＞ 

  地球温暖化について強い危機意識を持っていると回答した人が最も多く、温暖化に関する

関心が高いことが伺えた。また、温暖化について詳しく知っている人ではさらに高い傾向に

あることがわかった。 

様々な環境問題の重要度や緊急度について聴いたところ、「温暖化対策」「ゴミ・リサイク

ル問題」、次いで「緑化問題」「都市農地の保全」「水環境」の順に、「重要度・緊急性が高い

ので最大限に注力する」との回答が多かった。 

市や地域の具体的な温暖化対策案について聴いたところ、「公園公有地の緑化を進める」

に大いに賛成する回答が最も多く、緑化の推進を求める意見が多いことがわかった。 
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温暖化対策の強化のために追加の市民負担が必要な場合の負担方法を聴いたところ、使用

量が多い世帯や事業者が多く負担するべきという回答が最も多かった。一方で市民の負担が

増えるなら追加的な対策は必要ないという意見も一定数見受けられた。 

② 保育園・幼稚園向けアンケート【回答 688件】 

  ＜対象者＞ 

   保育園・幼稚園の先生及び保護者 

  ＜実施結果＞ 

   分析中 

  ③ 小中学校へのアンケート【集計中】 

  ＜対象者＞ 

   小中学校の児童・生徒・保護者・教師 

  ＜実施結果＞ 

   分析中 

 

(2) シールアンケ―トの実施 

イベントブースに出展し、温暖化に関する知識についてのクイズアンケートや、普段実践

しているゴミ減量対策についてのシールアンケートを実施した。回答件数はそれぞれ以下の

とおりである。 

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

・三鷹駅前コミセンまつり【回答数 38件】 

・ふじみまつり【回答数 149件】 

＜実施結果＞ 

・三鷹駅前コミセンまつり 

   「約 250年前と比べて地球の気温は何度上がったか」「将来、地球の気温は何度上がるか」

といった質問を実施したところ、温暖化の影響が喧伝され、昨今の猛暑の体感からか、上

昇した気温４度（正解は１度）、2100 年までの気温上昇は２度（正解は４度）という回答

が最も多くかった。 

この結果から、今後の影響予測を伝える際には正確な知識を啓発していくことが必要で

あると考えられる。 

  ・ふじみまつり 

  普段の生活でゴミ対策を意識している人は 91％で、多くの人が意識している状況であるこ

とがわかった。 

〇買い物にはエコバッグを利用している 100% 

〇リサイクルのためにゴミを分別する 96% 

〇なるべくプラスチックゴミを出さないものを買う 43% 

〇食品ロスが出ないよう料理や買い物を工夫する 85% 
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エコバックやゴミ分別はほぼ 100％、食品ロスへの対応も実施率が高いがプラスチックゴ

ミ対策の購買に関しては行動率が低いことが伺える。 

また、回答者に直接ヒアリングしたところ、プラスチックゴミが多いことについて対応し

たいという意識があるものの、店舗が対応していないためできないという声も複数あがっ

た。プラスチックゴミが出ないように店舗に働きかけることが必要かと思われる。 

 

(3) 講習・座談会の実施 

令和４（2022）年 12 月３日実施 【参加者数 ５人】 

テーマ「温暖化対策についての講習・座談会」 

＜実施結果＞ 

座談会では、温暖化対策を進めるためには、太陽光パネルの設置やインナーサッシの設置

などにかかる各種補助金の導入や拡大のほか、環境改善に向けたアクションを実践する上で

のモチベーションアップのためのポイント制度があるとよいとの声が出された。 

   また、温暖化についての啓発が重要という意見や、目標値の設定や進行管理の伴う活動が

必要との意見も出され、温暖化対策を進めるためにはまずは温暖化問題について多くの人に

知ってもらうこと、市民レベルでの協力を得るためには補助事業などによる様々な支援が必

要とされていることがわかった。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 二酸化炭素排出量削減に向けた取り組みの推進 

   市の施設の省エネや自然エネルギーの利用など市が取り組める要素、LED 電球の配布や省

エネ家電購入補助など省エネライフスタイルを促進する要素について。 

また、取り組みを推進するにあたって「ゼロカーボンシティ宣言」「温暖化緊急事態宣言」

の発出や「省エネ条例」を制定。 

  ■市や行政 

・市の建物にはソーラーを設置。原資はふるさと納税寄付、出資など。 

 →資金、説明会等で気候危機啓発、集合受託居住者も再エネ拡大に参加可能 

・事業者にも設置義務化、長野県では自然エネルギー設備の設置義務化を検討。 

・高断熱住宅化の義務化(新築) ZEH※の推進では緩いと思われる。既築も 耐震補強、ソ

ーラーとセットで補助金などを導入するべきか。 

     ※ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略語。エネルギー収支をゼロ以下にする家を意

味する。 

・再エネ電気の購入（火力の「実質再エネ」は不可）。 

・住宅ソーラーについて、既築含め、設置「検討」義務化するべきか。 

→都は新築の 1/4を義務化 
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■市民や事業者への働きかけ 

・市民に対する省エネライフスタイル啓発活動（公開講座、市報、市民に対するメール、

削減目標を張り出すイベントなど）、炭素家計簿で見える化、コミュニティ対抗などで

働きかけを行う。 

・事業者等に無駄な電力削減を要請（夜間の広告看板、店舗照明、イルミネーション）。 

・省エネ活動に三鷹市の地域ポイントを付与。 

・LED電球の配布など省エネ家電への交換を促進し、交換を義務化する（条例で根拠化） 

・省エネ設備、高断熱住宅の設置補助金を導入。 

・飲料自販機の台数、距離制限を実施。 

■市の姿勢を示し、国に提言する 

・ゼロカーボンシティ宣言を踏まえて、世界が共有している「＋1.5℃目標」に貢献する

ため 2030年の削減目標を世界レベルにする。 

・温暖化対策条例の制定（自治体の条例事例を示す）。 

・高断熱建物を推進。 

■啓発目標  

・○年間で○万人の市民が環境啓発活動に参加という目標を立てる。 

 

(2) 省ゴミ、資源循環に向けた取り組みを促進 

  商業施設（スーパーなど）への省ゴミ／資源循環促進要請（食品トレーを使わないなど）

といった追加で行える施策の実施。 

 プラスチックゴミの再利用効率を高めるためのリサイクル啓蒙活動の実施。 

  ■市や行政 

・市の施設で省ゴミ目標値を設定して取り組みを実施。目標設定論拠と達成率を公表する。 

・粗大ゴミで回収したもののリサイクルイベントを実施。 

■市民や事業者への働きかけ 

・市民に対する省ゴミ・３R（リデュース・リユース・リサイクル）を促進し、ライフス

タイル啓発活動（公開講座、市報での周知、市民に対するメールでの周知、削減目標を

市内各種に張り出して周知、各イベントでの活動、指定ゴミ袋に情報を印字して周知な

ど）に地域ポイントを絡めて参加を促す。 

・プラスチックトレーやプラスチックカトラリーなどの包装容器見直しを市内の商業施設

に要請（条例で根拠を規程する） 

■市の姿勢を示し、国に提言する 

・資源の有効利用に関する条例（プラスチックゴミを減らすルール化）。 

・プラ包装削減を業界や国に要請する。 

 

(3) 身近な緑化を促進 

大規模商業施設への現状よりも進んだ緑化を要請（条例を制定）。 

園芸排土の引き取りなど、市民による緑化を促進する施策の実施。 

 

https://ecodaira-sengen.jp/index.php?mode=total&p=all
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■市や行政 

・公園や公有地について、現状よりも緑化を進めて緑被率を向上させる。 

・保存樹林・保存樹木を拡充する。自然保全区域の設定などで、生物が棲息できる環境を

増やす。 

・在来生物／植物の棲息調査とそれを守るための具体案を策定。 

・農地を市が借り上げて市民農園に。 

■市民や事業者への働きかけ 

・生物多様性についての市民向け啓発活動（保存林の手入れや自然に親しむイベント、公

開講座、市民参加の生き物調査など）を実施。 

・市内の自然体験ツアー・自然体験を促進（川上村などを利用）。 

・家庭の緑化を促進する（生垣助成拡充、コンポスト配布、園芸残土の回収、アドバイザ

ー設置）。商業施設の緑地率や屋上緑化など現状よりも進んだ緑化を求める。 

■市の姿勢を示し、国に提言する 

・都市農家を守るための税制変更を国に提言する。 

    例：生産緑地でソーラーシェアリング 生産緑地法の改正。 

・生物多様性推進シティ宣言を行う（緑被率の向上、棲息地域の保全、一人当たり公園の

増加などを謳う）。 
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商工業Ｇ 

農業Ｇ 

観光・インバウンドＧ 

労働・雇用Ｇ 

活力のあるまちづくり部会 
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部会 活力のあるまちづくり部会 

グループ 商工業グループ 

政策テーマ 「個性ある商店が輝くまち三鷹」 

「やってみようのまち三鷹」 

「多様な働き方がありイノベーションが生まれるまち三鷹」 

～共創の実現～ 

基本計画体系 第２部 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

第４ 商業環境の整備 

  １ 商業環境の充実 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

～共創の実現～ 

「個性ある商店が輝くまち三鷹」（言い方検討中） 

住んでいる人、お店を営んでいる人、遊びに来る人の距離が近く、気軽に話かけることがで

きる、地域のゆるやかなコミュニティがあるまち。みんなが「新たな発見」や「いつもの日常」

を楽しむことができるまち。画一の商品だけではなく、「オリジナル」「旬」「地元」がキーワ

ード。効率性を追求すると、「安い」「早い」「便利」になるが、人間らしい「ゆとり」「遊び」

がある。それを楽しむまちにしていきたい。 

「やってみようのまち三鷹」 

個人のチャレンジ、企業のチャレンジを応援・サポートするまちでいたい。新しいことをや

ってみたい、と思える土壌つくり。市のサポートだけでなく、大学の協力や、市民の協力など

が受けられ、新しいことをどんどんやってみたいと思え、それを見た人が刺激を受け、さらに

新しいことが生まれる循環を作っていきたい。 

「多様な働き方がありイノベーションが生まれるまち三鷹」 

三鷹には多くの中小企業があり、同時に三鷹には多くの働き手がいる。イノベーションは知

と知の組み合わせで起こる。ありきたりな組み合わせではなく、多様な人材が知見を持ち寄り、

想像外の組み合わせを作っていく。人生 100 年時代、働く人の幅広い選択肢、働く人の自己実

現と、その人たちが持つ多様な知見、そこに三鷹の企業の資産（設備・仕組み・ネットワー

ク・技術など）を組み合わせる。後継者育成の課題を解決し、更に雇用の拡大につなげていく。 

３つのテーマに共通するのは、共創=「市民、市、企業、大学など地域に関係する人々が共

に創りあげる」ということ。「市民×商店」「商店×商店」「市民×市民」「企業×市民」などの

有機的な組み合わせを作り、商工業の活性化を実現する。 

「市民」が参加する共創は一般的にいって最もハードルが高いが、三鷹にはこれまで市民参

加で様々なことをやってきたバックボーンがある。 
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２ 現状の課題 

(1) 三鷹の商工業においては大型店や大企業の事務所が少なく、個店や比較的小さい企業がそ

れぞれの特色を活かして経営している。しかし、対外的なアピールが弱い部分や、商店街

でも閉鎖店舗の増加や事業承継の課題などを抱えている。 

(2) 更に近隣の吉祥寺、新宿、立川などの大規模商業地域に比べ、市民が行きたくなるような、

また滞在できるような店舗、施設が少ないという課題がある。単に吉祥寺や立川のミニサイ

ズのまちに、ともすれば陥りがちになる。 

(3) 個々の商店、そして商店街も、継続的な収益、多角的な収益を上げる仕組みを持たないと

ころも多い。現状では、個々の商店街が点在する状態となっており、個々の商店を知るきっ

かけづくりの不足、商店街同士、商店同士をつなげる仕組み、相乗効果や回遊する仕掛け、

繰り返し利用したくなる仕組みがない。 

(4) 新しいビジネスを個人が始めようとしたときの支援や、また軌道にのるまでの支援なども

弱い。 

(5) 多くの市民が企業の働き手として、様々なノウハウを持っているが、それを地域の経済活

動などに活かすきっかけや仕組みがない。 

(6) 三鷹市内には複数の商工業、経済活動を支援する団体があるが、個々の団体が個別に動い

ており、１つの大きな流れ、効果を生む大きなムーブメントを作り出せていない。 

 

３ 課題の解決策 

前述の課題に対して、商工業グループとして、４つの切り口で課題の解決策を検討した。 

(1) 三鷹駅前経済圏の発展 

・全世代が楽しめる滞在時間が長い空間作り、安心できる買い物環境の提供 

・こだわりの個人店、魅力的なお店の増加 

・集客できるイベントの定期開催 

 

(2) 商店街活性化 

 ・商店の良さを知る仕組み、使いたくなる仕組みの構築 

 ・商店主の増加・継続の仕組み、収益の多角化支援 

 

(3) 東八道路のポテンシャルを最大限に活用 

 ・東八道路から市内回遊の仕掛けを作る（交通インフラ活用・整備） 

 ・非常時は防災拠点として、通常時は集客力のあるコンテンツを開発 

 

(4) 三鷹の企業のチカラの最大化の実現 

 ・創業支援、安定化支援、事業承継支援 

 ・三鷹で働く人にとって人生 100 年時代の多様性のある働き方を提供し、その人材と三鷹の

企業のマッチングによるイノベーションの土台作り 

 ・実証実験がしやすいまち（市・市民・大学の協力） 
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４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  これまでグループで検討してきた内容の妥当性を検証するために、市民や企業から広く声を

集めたい。例えば商店街からアンケートを取ることで、各商店街の抱える問題点を認識できる。

これらの結果をグループ内で検討している提言に反映することで、より多くの市民に納得性が

得られる提言にしたい。 

 

 実施内容 

 (1) ヒアリングの実施 

・中央通り商店会：2022年５月 30日 

・連雀通り商店会：20022 年８月５日 

・三鷹台商店会：2022年８月 26日 

・三鷹商工会：2022年６月９日 

 

(2) アンケートの実施 

   三鷹商工会との共同で、市内にある 26の商店会に対するアンケートを実施 

・アンケート発送：2022年９月 16日 

・アンケート締切：2022年 10月 16日 

 

 (3) シールアンケートの実施 

   三鷹中央通り商店街での M-マルシェ（11 月）にブース出展をし、シールアンケートを行

った。【回答数 234件】 

 

 (4) ワークショップの実施 

   2022年 12月３日および 2022年 12月６日に、三鷹駅前コミュニティセンターにて 

  「三鷹のまちを「経済」で盛り上げる」をテーマに実施した。【参加者数 29人（両日合計）】 

  ＜対象者＞ 

   市民（在住、在勤、在学） 

 

 (5) その他（調査・取材活動） 

・株式会社まちづくり三鷹への取材 2022年９月 15日実施 

・株式会社みらいワークス（サービス名：スキルシフト）への取材 2022年９月 30 日実施 

  ・早稲田大学ビジネススクール 教授入山章栄氏の講演アーカイブの視聴「世界の経営学か

ら見る、サステナブル経営の時代に求められるデジタル変革とイノベーション創出」2022

年７月 31日実施 
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５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 三鷹駅前経済圏の発展 

(1-1) 全世代が楽しめる滞在時間が長い空間作り、安心できる買い物環境の提供 

＜施策案＞ 

・市民が要望する業種・業態のお店の入居助成 

・企業がマンションや商業施設を作るときに、市民が集まれるようなスペース 

を設置する企業への助成 

・市民の誰もが安心して集まり、活動できる自由活動スペースの設置 

・風の散歩道の沿道での催し物や POP-UP ショップなどを出すことで、ジブリ美術館から三

鷹駅までの動線の設置 

・駅周辺に、アニメ・文化に関連する散策スポットを強化 

・駅周辺に、緑を多く設置し、森林公園一体型とし、バーベキューなども楽しめるような空

間の設置 

・子育て世代、年配者の休憩所の充実、子供の一時託児サービスの提供 

・幅広い歩道、駐車場・駐輪場などの整備 

 ＜効果＞ 

・買い物しやすい環境、歩行者に優しいまちで集客率の向上 

・市民の立寄り率・満足度の向上し、滞在時間が長くなることでの経済活性化市外からの集

客向上 

(1-2) こだわりの個人店、魅力的なお店の増加 

＜施策案＞ 

  ・短期間で出店できる仕組み（POP－UPショップ） 

・キッチンカーを運営する場合の助成金の充実 

・三鷹市内の商店の商品を紹介するアンテナショップや直売所の設置 

 ＜効果＞ 

・新規出店者、こだわりの個人店の出店の増加 

・駅前の魅力度の向上、他自治体との差別化 

 (1-3) 集客できるイベントの定期開催 

  ＜施策案＞ 

・テーマを決めたフェア、イベントの定期開催（各個店も参加でき、駅前全体として取り組

めるようなもの：例「カレーフェア、パンフェアなど」 

・共通チケットで飲食店をお試しできる BALなどの企画実施 

・井の頭公園～三鷹駅前全体を会場にしたお祭りの実施 

・テーマを決めたフェア、イベントの定期開催（各個店も参加でき、駅前全体として取り組

めるようなもの：例「カレーフェア、パンフェアなど」 

・共通チケットで飲食店をお試しできる BALなどの企画実施 

・井の頭公園～三鷹駅前全体を会場にしたお祭りの実施 
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 ＜効果＞ 

・三鷹駅前のブランディングに寄与 

・駅前の集客活性化 

 

 (2) 商店街活性化 

 (2-1) 商店の良さを知る仕組み、使いたくなる仕組みの構築 

 ＜施策案＞ 

・地域のお店、運営する人にフォーカスした地域 MAP、アプリの作成 

・地元のお店紹介などを行うローカルメディアを充実させる取り組み 

・地域通貨の活用、さらに来店するだけで貯まるマイルのような仕組みを実施。商店会を多

く利用すればするほどポイントが貯まるような買い回りの仕掛け、「毎月３のつく日は三

鷹の日」などの覚えやすい買い物促進企画の実施 

・三鷹市民の 80%以上にリーチすることができるアプリなどの手段の構築 

 ＜効果＞ 

・商店を知るきっかけ作り 

・商店会でお得に買い物できる仕組みがあることで、商店会への経済効果 

 (2-2) 商店主の増加・継続の仕組み、収益の多角化支援 

 ＜施策案＞ 

・副業・兼業などで新たに事業をスタートしやすくなる仕組み構築 

・ECなどの収益の多角化の支援の実施（助成金活用） 

・三鷹在住の人材のノウハウ・ナレッジを登録し、必要とする事業者とのマッチングを行い、

適切な支援を実施できるようにする。 

・空き家、空きスペースの有効活用を実施。店舗の時間帯、曜日別でのシフト運用などをし

やすい環境整備 

・出店などに対して少し興味があるという出店予備軍に対しての講座開設 

  ＜効果＞ 

  ・新規商店主の増加 

・事業承継で悩む事業者の解消 

 

 (3) 東八道路のポテンシャルを最大限に活用 

 (3-1) 東八道路から市内回遊の仕掛けを作る（交通インフラ活用・整備） 

 ＜施策案＞ 

・EV の充電ができる充電ステーションを設置。EV は再生可能エネルギーにより充電し、充

電中は、市内回遊ができるようにレンタサイクルや、レンタルスクーターなどを貸し出す。 

・東八道路から市内の商店会への動線においては、自転車専用ロードを整備し、市内回遊が

しやすいマイクロモビリティの環境を整備 

＜効果＞ 

・東八道路を集客のハブとし、三鷹市内の商店会への集客強化 
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(3-2) 非常時は防災拠点として、通常時は集客力のあるコンテンツを開発 

＜施策案＞ 

・東八道路は、市内のどの地域からでのアクセスがしやすい場所であり、被災時には、防災

拠点となれるように、防災設備を充実させる 

・被災時に強いコンテナショップを設置、物資を供給できるようにする。平常時は、東八道

路の地産野菜、フルーツなどの販売に強いコンテナショップを充実させる。 

・被災地に強い意味での「フェニックスロード」、野菜やフルーツが充実している「ビタミ

ンロード」、環境負荷が低い「サステナブルロード」など、ブランディングを行い、集客

力の強化を行う。 

・地元農家さんの野菜・フルーツ収穫体験や緑と憩い（スポーツ・癒し）の場所の設置 

・北野の里付近に、「道の駅」の設置し、インター開設後の増加するトラフィックを活かす

取り組みを行う。 

＜効果＞ 

・三鷹全域の市民がアクセスしやすい防災拠点となる 

・野菜やフルーツなどの販売、体験による集客効果 

 

 (4) 三鷹の企業のチカラの最大化の実現 

 (4-1) 創業支援、安定化支援、事業承継支援 

(4-2) 三鷹で働く人にとって人生 100年時代の多様性のある働き方の提供し、その人材三鷹

の企業のマッチングによるイノベーションの土台作り 

(4-3) 実証実験がしやすいまち（市・市民・大学の協力） 

(4-4) 上記（1.2.3）に対して、三鷹市（市役所）と三鷹市内の関連団体（まちづくり三鷹、

三鷹商工会、市民団体など）が、お互いの役割、連携方法はっきりとした状態を作り、

あるべき姿に向けて加速できる体制の構築。 

＜施策案＞ 

・三鷹には、多くの働き手がおり、専門性や多くのナレッジ、アイデアを持った人がいる。

その人の副業、プロボノ、起業などの様々な働き方を支援する仕組みを構築 

・一方で、事業者側で必要としている人材、専門性を登録ができ、人材のマッチングができ

るようにする 

・上記は、人材と企業のマッチングに加え、企業と企業、企業と大学など、多岐にわたるマ

ッチングも行え、市民、関係人口が有機的につながれる基盤とする。 

・「お店を始めたい」というような市民のチャレンジなどに対して、「まだ迷っている段階の

人をサポートする講座や仕組み」、「実際に始めたい人に対してまずは実験的に始めること

ができるシェア店舗などの提供」、など、個人のチャレンジの気持ちが起こりやすい環境

の構築 

・国内、外資の大手プラットフォーマー（Google、Yahoo、Facebook、楽天など）への三鷹

市内在住企業全体として支援を受けられるような総合窓口を設置する 

・企業から実証実験の申し入れがあったときにスムーズに対応できる市の専門部署の設置

（例：共創課）し、関係する市民や市民団体へつなぐ。 
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・市としても実証実験を積極的に行い、パートナー企業や団体を募るようにする。例：実証

実験テーマ「メタバース、バーチャル商店街」 
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部会 活力のあるまちづくり部会 

グループ 農業グループ 

政策テーマ 魅力ある三鷹の農業の実現に向けて 

基本計画体系 第２部 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

第２ 都市型農業の育成 

 

１ 政策テーマとした背景・理由  

「農業」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のような意

見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

  都市型農業である三鷹の農業には近隣とのトラブルが課題である。このトラブルの解決策を

検討する必要がある。一方で、都市型農業であることのメリットとして、市民との距離が近い

ことがあると考える。 

また、農家が抱える課題・問題や、農家や農地の減少が続くと発生する可能性のある問題に

ついて一般市民にも理解してもらい、農業の魅力や必要性を知ってもらうことが必要と考え

る。 

  

２ 現状の課題  

三鷹市の農業は都市型農業であるがゆえに農薬、臭気、騒音、土埃等のご近所トラブルを抱

えている。  

また、三鷹市の魅力の一つに緑が多いという点があり、この緑には農家が耕す農地などの緑

が多くを占めていると考える。さらに農地には市民生活を潤す多面的機能を持ち合わせている

側面があり三鷹市の魅力の一つとなっている。しかしながら、農家や農地は減少が続いている

のが現状である。この減少を食い止め、次世代に農家や農地を繋げていくために必要なことを

市民の声を聴き、提言につなげたい。 

さらに、各農業者や農業団体が様々な活動を行っているが市民に情報が行き届いていない課

題もある。 

 

３ 課題の解決策  

三鷹市民に農業の必要性を理解してもらう必要があると考える。市民にとって魅力的な農業

とはどんな事なのかを考え、農業を身近に感じることができるような施策、例えば市民が利用

できる農園、見える化などを提案したい。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 
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目的 

三鷹市民が農業に求めること（機能）や三鷹市民が望む農業とのかかわり方について確認す

ることで、魅力ある三鷹の農業実現に向けた提言につなげるために、以下の市民参加を実践し、

まち（市民）の声を聴いた。 

 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

三鷹の魅力ある農業実現に向けてのアンケート【回答数 38件】（２月末時点） 

  ＜対象者＞ 

  市民（在住、在勤、在学、在活）及び市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・芋煮会（11/19） 

・M-マルシェ(11月） 

・市職員への周知 

・生涯学習センター 

＜実施結果＞ 

途中経過では、環境保全機能、地産地消機能に回答が多く集まった。農業に関わるとした

ら、どのような事をしたいかという設問については農家さんとのコミュニケーションが最も

多く交流を求めていることがわかった。情報へのアクセス簡単にして欲しい。相続税や税制

問題の軽減など農地を維持していくための解決策などを求めている声もあった。 

 

(2) シールアンケ―トの実施 

イベント等においてブース出展し、通行人に対し「三鷹市の農業に期待する機能」をテー

マにシールアンケートを実施した。回答件数はそれぞれ以下のとおりである。  

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

・みたか市民活動 NPOフォーラム【回答数 39件】  

・M-マルシェ(10月)【回答数 113件】  

・みたか緑化センター【回答数 62件】  

＜実施結果＞ 

９月のみたか市民活動 NPO フォーラムで行ったアンケートでは交流創出機能への期待が多

かった。市民活動に興味があると思われる人が多く回答した結果、交流に回答が集中したと

考察する。様々な属性の市民に回答してもらったため、その他の回答は平均した形での回答

になった。 

M-マルシェでのアンケートでは、駅前商店街周辺は農地が少ないため、三鷹に農地がある

ことを知らない人もいた。 

また、三鷹産の農産物を買ったことがない人もいた。しかし、多くの人が地産地消に興味

があり新鮮で身近なところで採れる農産物に期待している事がわかった。 
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また、子育て世代や子供を中心に食育・教育機能への関心が高い結果が出た。 

三鷹緑化センターでは、直売所でのアンケートということで三鷹の農業・農地を理解して

いる人が多く農業の存在自体を知っている人の割合がほとんどだった。そんな中で地産地消

が一番多い回答になるかと思っていたが食育・教育機能への期待が一番多く関心の高さが伺

えた。 

また、農地減少を危惧する声も多くあった。 

シールアンケート全体を通し、三鷹市の農業・農地があることを知らない人が１割程度い

ることがわかった。 

また、農産物を買った事がない人も１割程度いることがわかった。農地の減少を感じてい

る人も多くいて残したいという声も多くあり、機能では、地産地消と食育・教育機能への回

答が多く期待されている事がわかった。 

 

(3) ワークショップの実施 

令和５(2023)年１月 21日実施 【参加者数 14名】 

テーマ「魅力ある三鷹の農業実現に向けて」 

＜実施結果＞ 

農地がコミュニティの活性化ツールとして地域にあって身近に使える場としてあったら

いいなどの意見があった。 

また、人や資源の循環の場として利用したいという意見もあった。情報が欲しいという

意見が多く、見える化を図った方がいいとの意見が出た。 

具体策として統一ロゴやのぼり旗の活用など誰が見ても三鷹の農産物とわかるような仕

掛けが必要との意見があった。ブランディングをして価値を高める方法を提案してはなど

が出た。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) コミュニティ農園の創設  

 地域住人が使える農地を三鷹市が整備し、コミュニティの活性化のアイテムとして農地を

利用する。人や資源の循環の場として農地を利用していく。アンケート調査でも農地を利用

しての体験や交流は要望が高く気軽に利用できる農園が欲しいという声は多い。 

また、市民農園はあるが倍率が高く利用方法・期間も限られている。身近で気軽に利用で

きるコミュニティ農園が各地域にある事が望ましい。管理運営などは既存のコミュニティ

（町内会、住協、コミュニティセンター、子供会、老人会）などがそれぞれ運営し儲けなど

の収益をそれぞれのコミュニティや地域の活性化に利用する。 

また、地域から出るゴミ（落ち葉、家庭生ゴミ）などを農園で堆肥化し利用することでゴ

ミの削減、再利用などを促進する場所として活用していく。コミュニティ農園で農業を実際

に体験する事で農業理解を高め存在価値を再認識して貰う事につなげる。 
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(2) 三鷹の農業・農地の広報活動の強化 

三鷹市民の中にも農業・農地の存在を知らない人がいる。  

また、様々なイベントや企画を行っているが周知されていない現状があるため、市が主導

して広報活動を展開し、多くの市民に農業・農地を知ってもらう機会を増やす。例えば市報

に農業の話題を常に載せるなど。 

アンケート調査の結果、市民の皆さんは地産地消に魅力を感じている。しかしながら、三

鷹の農産物を買った事がない市民もいるのが現状である。三鷹の農産物を知って貰うために

統一的なロゴを用いて販売活動を行い、三鷹の旬の農産物を理解し購買して貰うためにのぼ

り旗などを使い見える化を図る。のぼり旗は、直売所はもちろん駅前や公共施設など市民が

多く利用する場所に掲げてどんな物が市内で採れているのかをアピールする。 

 

(3) 次世代に農業・農地を繋げるための具体策を提案 

農地は年々減少している。この問題を解決しないと三鷹市の農業はなくなってしまう。三

鷹市が出しているデータでも農地の減少は深刻で解消されていない問題として残っている。

市民へのアンケート調査でも農地の減少を感じている市民も多くいる。残したいという声も

多く、解決しないといけない問題だと考えている。農地減少の最大の問題は税制問題で三鷹

市だけでは解決できない問題となっている。農地を残したい、守りたいという市民の声を、

三鷹市を通して国などの関係機関に発信してもらい三鷹発で税制改正などにつなげる。 

また、上手に使えていない農地などは三鷹市や JA や NPO 法人などが借り受け、やる気の

ある農家や新規就農者に貸出、さらなる農地の有効利用を促進する。学校給食や地産地消を

推進するための農地として利用促進を図る。市民が応援したくなる農地へと転換するための

窓口を三鷹市が設置する。 
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部会 活力のあるまちづくり部会 

グループ 観光・インバウンドグループ 

政策テーマ 三鷹の魅力発見！感動レベルに磨き上げて 

一人でも多くの人に知ってもらう 

基本計画体系 第２部 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

 第４ 商業環境の整備 

  ２ 都市型観光の推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

 「観光・インバウンド」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以

下のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

 (1) 観光資源の情報発信 

  ・三鷹市内には、観光資源となりうるコンテンツがあるにもかかわらず、観光資源となる

「三鷹市の魅力」が整理・集約されていないため、市内外へ上手く伝わっていない。 

  ・観光資源がそれぞれに点在しており、横のつながりが見られない。 

  ・情報が必要な人に必ず届く仕組みがない。（どこに集約し、誰が発信するのか、役割分担

が不明瞭） 

  ・新しい観光資源を発見・発掘する仕組みがない。 

  ・三鷹市の魅力が、行政の各部所に存在し、集約するうえで行政の縦割りの弊害がある。 

 

 (2) 観光案内所の役割の見直し 

  ・そもそも観光案内所の存在を知らない人や、ジブリチケットの購入で利用する人が多く、

観光案内所としての本来の役割が果たせていない。また、役割が不明確である。 

  ・いい取り組みをしていても届けたい人に情報が届けられていない。 

  ・三鷹市の観光を一手に引き受けるのであれば、現状の観光協会では、マンパワーが圧倒的

に少ない。 

 

 (3) 市外からの誘客（インバウンド） 

  ・市外からの誘客に対して受け入れる体制ができていない。 

  ・市外からの来場者の現状調査が、ジブリ開館時の調査しかない。（課題の裏付けデータの

不足） 

 

 (4) 三鷹市全体として「観光」（シティセールス、シティプロモーション）に対しての方針・

計画が不明瞭 

  ・「ようこそ三鷹市へ」と思わせる態勢が感じられない。 

 

２ 現状の課題 

  市外からの来場者が、三鷹で長時間過ごすための態勢ができていない。そこまで、整える必

要があるのか、が不明瞭である。三鷹市には観光コンテンツとして様々な資源・素材（良いも
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の・ネタ）があるにも関わらず、市民を含め多くの人に伝わっていない現状がある。また、観

光できる場所としての認知度が低い。「観光で三鷹市を盛り上げること」の前提として、観光

資源である「三鷹市の魅力」の情報を発信するための「その魅力」の発見と集約、整理、磨き

上げて、市内外に情報発信をする一連の仕組みがない。そこで、三鷹市を観光で盛り上げるた

めに、市民の声を聴き、提言につなげる。 

 

３ 課題の解決策 

  必要な人に適切な情報が届くようにすることが必要である。観光で三鷹を盛り上げることに

より、市民としても自慢できる三鷹になり、「住んでよし、訪れてよし」のキャッチフレーズ

が生きるのではないかと考える。なお、知見のある有識者や調査会社による外部評価の実施も

視野に入れる。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  三鷹市民にとって「観光」とはどのようなものなのか、また、三鷹らしい観光とは何かをア

イデア等を求め、三鷹を観光で盛り上げるための提言につなげていくために、以下の市民参加

を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

 (1) シールアンケートの実施 

   M-マルシェに出展し、来場した方に以下の問についてシールアンケートを実施した。 

  ・問：三鷹の観光地化をどう思うか。 

  ・問：観光地やまちの情報の集め方について 

  ・問：観光案内所を知っていますか？→利用したことはありますか？ 

   M-マルシェ（10月）【回答者数  72人】 

   M-マルシェ（11月）【回答者数 111人】 

  ＜実施結果＞ 

  ・観光とは「お出かけ」（旅行も含む） 

   →宿泊や遠出に限らない。 

  ・居住エリアと知っている観光資源はリンクしている。 

   →居住地以外のことは案外知らない。 

   →市民に観光資源の存在を伝えていく必要性がありそう。 

  ・ひとにおすすめする観光資源を持つ人は非常に少ない。 

   →ジブリ頼りとなる原因か？ 

  ・観光案内所の存在を「知らない人が半分弱」。利用機会も「ジブリのチケット購入」が目

立つ。「利用したことがない」という人も。 

   →観光情報の発信という機能が充分に果たせていない。 

  ・観光情報の入手元は「SNS」「WEB」から、次いで多いのが「自治体」「雑誌」から。 
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   →インターネットの活用は必須。 

  ・観光地化を「望まない」人が２割程度存在。 

   →ベッドタウンらしい落ち着いた生活を求めている人は一定数存在。 

  ・新住民が結構多い。 

   →情報を適時発信、簡単にアクセス可能としていかないと浸透しにくい。 

 

 (2) ワークショップの実施 

   「三鷹を観光で盛り上げる」をテーマとしたワークショップを実施した。 

   令和５（2023）年１月 25日【参加者数 10人】 

   令和５（2023）年２月５日 【参加者数 12人】 

  ＜実施結果＞ 

   参加者から以下の意見が出され、これまでグループで議論してきた内容と合致しているこ

とを確認できた。 

  ・観光案内所が機能していない。 

  ・核となる観光ポイントがない。 

  ・一つ一つが観光地として弱い。 

  ・吉祥寺の影になってしまっている。 

  ・市の情報発信が弱い、発信源がバラバラ。縦割りによる弊害 

  ・街として緑が多いところが良いポイントだが、観光に活かせていない。 

  ・三鷹隣接地域との連携でイベント開催がない。 

  ・三鷹の歴史や文化を学べる機会があるのに知られていない。 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

  三鷹の魅力を発見から収集、管理、発信を一元的に行う、シティプロモーション課を創設す

る。観光の前提となる、「三鷹の魅力」として資源を収集し、発信していくことで市民が誇り

に思える三鷹になると考える。それが、市民だけでなく市外の人にも伝わることで観光につな

がるのではないか。 

 (1) プロモーションのためのハードとソフトの充実 

   市内で周遊し、三鷹にとどまってもらう・戻ってきてもらうための仕組みづくりや環境を

整備する。 

   ハード面では、駅周辺にレンタサイクルやコインロッカーの拡充をする。観光をする際は

特に、多くの人がコインロッカーを利用する。コインロッカーに荷物を預けると必ず取りに

帰ってくるステップが存在するため、コインロッカーに荷物を預け、レンタサイクルを利用

し、市内や近隣を周遊する。最後には荷物を取りに市内へまた戻ってくるという循環が生ま

れる。および、ホテルや民泊施設などを設置し駅周辺にとどまることができるスポットを作

る。 

   また、三鷹といえばこれ、というイベントを開催（電車、食、歴史、天文台）。 
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 (2) 情報を一元化総合化したプラットフォームの創設 

   市民活動が盛んであるという三鷹ならではの特徴を生かし、市民自らが観光資源の情報発

信をすることができるプラットフォームを創設する。このプラットフォームでは、「見える

化・可視化」を意識する。可視化をすることで「実際に行ってみたい」と思ってもらえる情

報発信が可能になると考える。例えば、投稿された情報を地図上にマッピングする、VRの仮

想空間上で体験できるなど、面白く楽しめるコンテンツを用意する。 

 

 (3) 観光案内所・観光協会のあり方の見直し 

   設置場所の問題にとどまらず運営そのものにも課題がある。 

   市内に点在する観光資源などの情報を点と点で結ぶ役割を観光案内所で担う必要がある。

行政は縦割りの組織である。それぞれが各自でコンテンツを用意し、情報の発信を行うがこ

れらの横串をさす機能が必要と考える。また、観光案内所はアクセスしやすく、誰もが知っ

ている状態が望ましい。移動式観光案内所の創設や、よりアクセスしやすい立地に置くこと

で観光の充実が図れる。さらに、人が訪れるための仕掛けとして、観光案内所でのお土産販

売や市のキャラクター12種類に関連したカプセルトイ（ガチャガチャ）を設置するなどこと

も有益である。 
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部会  活力のあるまちづくり部会 

グループ  労働・雇用グループ 

政策テーマ  三鷹で働く！三鷹で成長する！ 

 ～ 能力開発・人財育成を題材として ～ 

基本計画体系  第２部 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

 第３ 都市型産業の育成 

 第５ 消費生活の向上 

第８部 ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる 

  第１ コミュニティの展開と協働のまちづくりの推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

三鷹市における労働・雇用の現状と課題というテーマに関するグループ議論の中で、政策提

案に向けた課題解決の方向性として、三鷹で働く！三鷹で成長する！三鷹で魅力ある仕事をす

る！そのためには、人がより自分らしく働き成長するために、どのような「仕掛け」が考えら

れるか。また、働く上での「成長」や「能力開発」「人財育成」に関してどのように考えるか

などの方向性がグループでの議論を重ねるごとに取り上げられたこと、さらに、昨年（令和４

（2022）年）１月にマチコエメンバー向けに行った労働・雇用グループにおける方向性の確認

についての Webアンケートを実施した結果から、上記の政策テーマを決定した。 

 

２ 現状の課題 

高齢者、障がい者、求職者、契約社員、嘱託職員、請負職員、フリーター、ジェンダー、パ

ート、アルバイト、自営業、ＳＯＨＯ、個人事業主、フリーランス、経営者、女性、外国人、

一人親などの方が、働きながら・経営・自営しながら学び、学びながら働くことや働く方が自

ら成長できる、能力開発をする術（すべ）を知らない、わからない現状がある。つまり、誰も

がより自分らしく働き、成長したいと考えている。しかしながら、施す術（すべ）を知らない、

わからないのが現状である。三鷹らしい働き方、誰もがより自分らしく働き、成長するための

支援を考え、市民の声を聴き、提言につなげる。 

 

３ 課題の解決策 

  三鷹で働くこと、生きること、学ぶこと、そして、ともに尊重しながら三鷹で成長するため

には、行政の「プラットホーム」としての「情報提供サービス」支援と「ワンストップサービ

ス」支援など情報環境の整備や人財育成への支援が強く求められている。つまり、「知るしく

みと知らせるしくみ」として、以下のような構築や取組が可及的速やかに求められていると考

える。 

(1) 能力開発（学ぶこと）のための場の提供（整理が必要）（需要側（働く方）） 

・公共、社会教育、公民館、コミュニティセンターなど・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など・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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(2) 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）、OJTの実状 

(3) 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能力開発のプラットホーム

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仕事の世界を架け橋するしく

み〇若者と企業をつなげるハブ的な組織〇やり直しのしくみ〇経営者たちとの連携〇中小企

業と連携・協力〇企業ネットワークづくり〇企業ボランティア活動、社会貢献活動〇専属の

コーディネーター（支援員の役割）〇就職面接会〇ｅ-ラーニング〇共有スペース（仕事場

や環境の提供）〇協働サロン（勉強会等）〇大学の取組（ＭＢＡ・学びなおし）〇職業・労

働市場の理解〇仕事体験・職場体験〇チーム作業・ジョブクラブ〇企業家との交流会〇ポー

タブルスキル〇コミュニケーションスキル〇対人スキル〇問題解決スキル〇情報活用・編集

スキル〇資格取得〇技術スキル・職業訓練〇技能訓練〇キャリアデザイン（キャリア教育）

〇ＳＯＨＯ関連セミナー〇大学の公開講座〇インターシップ講座〇経営塾〇事業継承・継続

セミナー〇公開講座・三鷹市民聴講生講座〇履修証明プログラム・地域活性化養成プログラ

ム〇科目履修生・卒業後フォロー研修 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  「まち（市民）の声を聴き、まちの声をカタチ（政策提案）にする」ことを目的に「三鷹で

働く！三鷹で成長する！」というテーマで、自分らしく働き成長するための「仕掛け」および

働く上での「成長」や「能力開発」について、また、三鷹市、三鷹市の関連施設の取組につい

て、更に、企業・事業所の魅力について以下の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 

 実施内容 

 (1) Webアンケートの実施 

   「三鷹で働く！三鷹で成長する！」というテーマで、自分らしく働き成長するための「仕

掛け」ついてアンケートを行った。問は以下のとおり。 

・人がより自分らしく働き成長するために、どのような「仕掛け」が重要だと思いますか。 

・あなたが働く上での「成長」や「能力開発」に関して考えていることを教えてください。 

・三鷹市や、三鷹市の関連施設では次のような取り組みを行っています。あなたが利用した

ことがあるもの、あるいは今後利用する可能性があるものを全てお答えください。 

①【トライアル】三鷹で働く！三鷹で成長するためのアンケート【回答数 ７件】 

＜対象者＞ 

マチコエメンバー 実施期間：令和４（令和４（2022）年）年９月４日～７日 
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②三鷹で働く！三鷹で成長するためのアンケート【回答数 298件】 

＜対象者＞ 

三鷹市民（在住・在勤・在学・在活）を対象に実施した。実施期間：令和４（令和４

（2022）年）年 10月１日～令和５（2023）年１月 12日 

＜チラシの配布・周知先＞ 

①わくわくサポートセンター、②地域若者サポートステーション、③NPO 法人わかもの就

労ネットワーク、④（株）まちづくり三鷹、⑤三鷹ネットワーク大学、⑥三鷹商工会、⑦杏

林大学、⑧三鷹市障がい者就労支援センターかけはし、⑨ハローワーク三鷹、⑩生活経済課

所管事業、⑪協議会 HPや SNS、⑫三鷹市介護保険事業者連絡会議、⑬障がい者自立支援協議

会、⑭日商簿記三鷹福祉専門学校、⑮環境フェスタ令和４（2022）年デジタルスタンプラリ

ー、⑯公益社団法人三鷹シルバー人材センター、⑰一般社団法人三鷹市勤労者福祉サービス

センター、⑱市内障がい者サービス関係事業所、⑲西武信用金庫ニューリーダーズクラブ 21、

⑳三鷹市立図書館（分館含め５館）、㉑コミュニティセンター（７施設）、㉒市職員、㉓市内

町会 

＜実施結果＞ 

アンケートの結果から、まち（市民）の声として、「多様な働き方の模索・実践の場」、

「働くことに関して「なんでも相談できる」窓口（ワンストップセンター）」、「学生や若者

が仕事の世界を知るきっかけ（職場体験・インターンシップ）作り」、「様々な企業について

知れる仕組み」、「複業・副業について知れる仕組み」、「早期に離職した若者が働くことに再

チャレンジできる仕組み」、「働きたい若者と企業を繋げる仕組み」の声が多いことがわかっ

た。 

また、事業者同士の交流会・勉強会、経営相談、起業・創業のワンストップ支援の声を取

り上げることができた。 

｢能力開発・人材育成・成長｣については、自分に合う仕事にどんなものがあるのか知りた

い」、「仕事に必要な専門的なスキルを身につけたい」、「能力向上のための施設や、訓練・教

育を提供する場を知りたい」、「デジタル(DX,ICT)に関するスキルを身につけたい」、「資格を

取得したい」の声が多いことがわかった。 

また、「交流」や「キャリアデザイン」などの声を取り上げることができた。 

「三鷹市や、三鷹市の関連の利用状況」に係る今後利用したい「取組」については、「個

人の能力向上や、訓練・教育を提供する施設」、「大学等での学び・学び直しの取組支援」、

「事業者や起業を考えている人同士の交流の支援」、「求人・求職紹介の取組支援」、「就職サ

ポート（セミナー・面接会等）」の声が多いことがわかった。 

また、「業務運営・経営コンサルタント支援」や「場所の提供」などの声を取り上げるこ

とができた。加えて、結果として、三鷹市や、三鷹市の関連施設等を利用したことがある

「取組」件数が少ないことがわかった。更に、「労働・雇用」関しての自由記述におけるデ

ータ分析としての「テキストマイニング」の結果から、まち（市民）の声として、仕事、市、

サポート、就職、人材、経験、転職、サービス、アドバイスが多く出現していることがわか

った。 
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一方で、共起関係を見てみると、人、支援、必要、思う、労働、雇用、社会、企業、場と

いう語が多く出現していることがわかった。また、人、支援、思う、必要、サポートの関係

づけ、場、転職、職場、学ぶ、社会、若者の関係づけ、企業、採用、賃金、情報の関係づけ、

ハローワーク、経験、分野、環境の関係づけ、労働、雇用、正規、福祉の関係づけの５つの

関係づけがあることわかった。更に、ハローワークと就職、労働と環境、福祉と分野、雇用

と行政、人と若い、の５つの紐づけ関係を取り上げることができた。そこで、少し、企業・

事業主サイドについての「テキストマイニング」の共起関係結果を見てみると、まち（市民）

の声として、企業、支援、雇用、労働、正規、福祉、環境、社会、働く、転職、繰り返すと

いう語が多く出現していることがわかった。 

また、主として、企業、人物、研修、学ぶ、ハローワーク、学生、時代の関係づけや労働、

雇用、正規、福祉、医療、高齢、行政、支援の関係づけがあることを取り上げることができ

た。 

 

 (2) シールアンケートの実施 

   若年層の回答数が少なかった Web アンケートを補完する目的で、若年層の労働・雇用に関

する問題意識を調査するため、シールアンケートを実施した。実施期間：令和５（2023）年

１月 20日～２月３日【回答数 24件】問は以下のとおり。 

・将来的に転職もありだと思いますか。 

・どのような企業・事業所に魅力を感じますか。 

 ＜実施結果＞ 

 ・アンケート結果から、将来的な転職については、ほぼ全員が「あり」と回答している。 

・多くの回答者が「理念やビジョンに共感できる。経営陣に魅力がある。」「給与待遇、福利

厚生がいい」「時間外労働やサービス残業がない」「成長できる環境がある」「教育・研修

に力を入れている」の項目に魅力を感じると回答した。一方、「将来性がある 知名度が

ある」「新しいことにチャレンジしている」「年齢に関係なく実力で昇進のチャンスがある」

の項目に魅力があると感じると回答した者は少なかった。 

・「給与待遇、福利厚生がいい」「時間外労働やサービス残業がない」と比べ、「完全週休二

日制」の項目に魅力を感じると回答した者が少なかった。 

・「20代男」では、他の階層と比べ「やりがいがある」「理念やビジョンに共感できる。経営

陣に魅力がある。」の項目に魅力を感じると回答した者の割合が多かった。 

・「20 代女」では、「20 代男」と比べ「時間外労働やサービス残業がない」の項目に魅力を

感じると回答した者の割合が多かった。 

・「30 代男・女」では、「20 代男・女」と比べ「成長できる環境がある」「教育・研修に力を

入れている」の項目に魅力を感じると回答した者の割合が多かった。 

（注）年代別・性別の分析については、回答の母数自体が少ないため、有意な分析結果を得

ることができなかった。 

（備考）シールアンケートの集計結果については、Web アンケートの集計結果や自由記載欄

の内容と概ね整合が取れており、グループにおいて検討を進めている政策提案の方向性と

も一致するものであると考えられる。 
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 (3) 意見交換（リレートーク）の実施（労働・雇用グループ会合に於いて） 

   令和４（2022）年の２月から８月まで、労働・雇用に関する７つの事業所・団体の専門の

方から、事業概要説明等を踏まえ、「三鷹で働く！三鷹で成長する！」をテーマに、三鷹市

における労働・雇用の現状と課題等について意見交換（リレートーク）等を実施した。 

 ・令和４（2022）年２月 12 日 高齢者労働雇用の現状と課題について（わくわくサポート

三鷹） 

・令和４（2022）年３月 14 日 若者の労働雇用の現状と課題について（地域若者サポート

ステーション、わかもの就労ネットワーク） 

・令和４（2022）年４月９日 労働雇用の現状と課題について（わかもの就労ネットワーク） 

・令和４（2022）年５月 14 日 労働雇用の現状と課題について（まちづくり三鷹、東京し

ごとセンター多摩） 

・令和４（2022）年６月 11 日 三鷹で働く！三鷹で成長する！について（三鷹ネットワー

ク大学） 

・令和４（2022）年７月９日 三鷹で働く！三鷹で成長する！について（三鷹商工会） 

・令和４（2022）年８月 20 日 三鷹で働く！三鷹で成長する！について（杏林大学地域連

携センター） 

 ＜実施結果＞ 

  「三鷹で働く！三鷹で成長する！」をテーマとした意見交換（リレートーク）等の結果か

ら、前述３の「課題の解決策」におけるカテゴリーに対して、専門的観点からの「項目出し」

の充実と新たな視点の掘起しができたとともに、Web アンケートの設問項目の整理ができた。 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

 (1) 労働・雇用に関する行政としての「プラットホーム」の提供 

   多様な働き方の模索実践の場、職場体験の場およびインターンシップ等の場を提供する。 

また、このような模索実践できる場の情報を提供する。更に、女性・若者の活躍のできる

場の情報を提供する。 

また、複業・副業・起業・創業等の情報提供サービスと事業者同士の交流会や勉強会がで

きる場を提供する。 

 

 (2) 労働・雇用に関する雇用管理ための「ワンストップセンター」の取組 

労働・雇用に関する「なんでも相談できる」窓口の開設および利用者の立場に立って、横

断的・網羅的に Q&A または FAQ の作成や情報提供（主管する部署にオファーすることを含む）

を行うことができる。 

また、人生設計や、仕事における「キャリアデザイン」ができる。更に、企業の業務運営

の相談や労務関連、経営関連の相談ができるとともに、起業・創業から事業運営までの様々

な相談ができる。加えて、働きたい人と企業をつなげるためのマッチングやスカウト等がで

きるような窓口を開設する。 
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 (3) 三鷹で働く！三鷹で成長する！ための「能力開発・人財育成バウチャー券」発行の取組 

バウチャー券を活用して大学や民間教育訓練機関等が開講している仕事に必要な講義やセ

ミナーを受講することができ、リスキリングができる。更に、バウチャー券を活用して労

働・雇用に関する業務運営や労務関連、経営に関する様々な雇用管理の相談ができ専門の方

から助言・指導やあっせんを受けることができるような取組を行う。  
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防災・減災Ｇ 

防犯・消費者保護Ｇ 

安全なまちづくり部会 
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部会  安全なまちづくり部会 

グループ  防災・減災グループ 

政策テーマ  「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」 

基本計画体系  第３部 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 

第４ 災害に強いまちづくりの推進 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「防災・減災」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のよう

な意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

(1) 各避難所の設営や運営、要支援者など避難所ニーズの見える化 

・各住民協議会や町会など、地域により自主防災組織や災害発生時の指揮系統の取組に若干

の違いがあるのではないか。避難所によって取り組みに「違いがあり」、「見える化」がで

きていないと考える。避難所の立ち上げにあたり、「誰が何をできるのか」といった情報

を事前にデータ化することによって各避難所のスムーズな設営や運営を目指す。 

・要支援者などが避難所での生活を送る上で求めていることを把握して見える化し、避難所

に求められているニーズを市内全域で共有して災害に備えることで、災害発生時に誰もが

安心して避難できる避難所運営を実現する必要がある。 

・住民協議会や自主防災組織による防災・災害対策活動については、担当する地域の規模が

大きすぎて対応が行き届かない可能性がある。活動の基本は、町会や自治会等の単位であ

ると考えており、これからの町会や自治会等の在り方（存続・加入率アップ・若手の担い

手など）が課題の一つである。 

 

(2) 必要な人に必要な情報が届くようにする 

・平常時・発災時を問わず、防災・減災に関する情報が市民全体に届いていないと考える。

日ごろから防災に関心を持って災害に備えてもらうようにするため、情報を広く市民に共

有することが重要である。 

・現在研究開発されている情報伝達方式なども視野に入れ、今度の災害発生時の情報発信方

法について検討する必要がある。 

・避難行動要支援者などの迅速な安否確認に向けた、平時からの連携体制を構築し、情報共

有の徹底を目指す必要がある。 

 

(3) 時間帯・日程により参加できる市民の実態に即した、実践的な防災訓練の検討 

・防災訓練を決められた日程のみで実施するのではなく、様々な市民の実情に考慮して、誰

もが参加しやすいような柔軟な日程調整を行うことで、今まで防災に関心を持たなかった

層にも訓練に参加してもらえるようにする。 

・避難所運営訓練や消火訓練、人命救助訓練など、災害発生を想定したより実践的な防災訓

練の実施を検討する。また自助を促す在宅避難訓練についても提案していく。 
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(4) 楽しみながら多世代が防災知識を獲得しインセンティブを得られるイベントの検討 

・防災訓練などの活動に参加する人が少ない現状を変えていくために、活動が楽しく、気づ

いたら防災・減災だったと思える、新たな仕組みや取り組みを考えていくことが必要があ

る。 

・地域イベントと防災イベントの共同開催など、新たなイベントについて検討する。 

 

２ 現状の課題  

高齢化など様々な原因により、住協、町内会など、防災・減災を担う人が減少傾向にあり、

地域の防災力の低下を懸念している。市民一人ひとりが防災について普段からどの程度意識し

ているのか、これからの防災・減災対策に求めること（情報伝達や発信、行政の取り組みなど）

などを確認するため市民の声を聴き、提言につなげる。  

  

３ 課題の解決策  

「自分たちの地域は自分たちで守る」といった自助・共助の重要性を浸透させる必要がある

と考える。そのためには、市民全体に日ごろから防災・減災意識を持ってもらうことが重要で

ある。災害は全ての市民の潜在的リスクであり、ある日突然参加を余儀なくされるものである

ことを広く周知し、「まさか」でなく「いつか」に向けて行動し、誰もがいつでも防災活動に

取り組めるようになることを目指す。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

日頃防災活動に関わっている人だけでなく、幅広い市民の声を聴いたり、災害時弱者になり

うる可能性のある方や、地域の見守り活動などをしている地域住民に、日ごろの防災の取り組

みや災害発生時の心配ごとなどを聞くことで、市民の率直な意見から今後の防災活動を広げて

いくための道筋を見い出すと共に、市民にも防災・減災について考えてもらうきっかけにして

もらうために、以下の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

① 防災に関するアンケート【回答数 26件】（２月末時点） 

  ＜対象者＞ 

   市民（在住、在勤、在学、在活） 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・みたか防災マルシェ（9/11・9/12） 

・NPOフォーラム（9/19） 
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＜実施結果＞ 

  アンケート回答者が防災に関して取り組んでいる内容には「食料・水の備蓄」が多い。回

答者は防災訓練に意識的に参加している層が多いが、子どもも参加できるイベント形式を希

望している。市には避難所電源や通信網、トイレの確保等事前の環境整備や町会等に属して

いない場合も不公平にならない対応を希望する意見が確認できた。 

 

  ② 三鷹の「防災減災パワー」を調査！【回答数 48件】（２月末時点） 

  ＜対象者＞ 

   市民（在住、在勤、在学、在活）及び市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・西部地区住民協議会防災訓練（10/30） 

・三鷹駅前コミセンまつり(11/5・11/6） 

・M-マルシェ（11月） 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・町会回覧板 

・市職員へ周知 

＜実施結果＞ 

防災無線にはじまるコミュニケーションの課題は、市民の声が市の見解とも概ね一致して

おり今後の進展が期待できる。一方で防災Ｇが理想的とする「自助・共助・公助の比率」を

基準とすると、公助や共助に期待する声が大きく、特に相対的にウェイトのある中高年層の

声が実質的な課題レベルを高めていることも予想できる。 

③ 保育園・幼稚園向けアンケート【回答 688件】 

  ＜対象者＞ 

   保育園・幼稚園の保護者 

  ＜実施結果＞ 

   分析中 

  ④ 小中学校へのアンケート【集計中】 

  ＜対象者＞ 

   小中学校の児童・生徒・保護者・教師 

  ＜実施結果＞ 

   分析中 

 

 (2) 紙アンケートの実施 

  ① Web回答が難しい高齢者向けのアンケート【回答数 10件】 

  ＜対象者＞ 

   ほのぼのネット上連雀１・２丁目エリア 
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  ＜実施結果＞ 

   アンケートの特記として、市境のため隣接市の防災無線の方が聞こえてしまうとのコメン

トがあり、行政をまたいだ対応についての課題が伺えた。 

   ② 自立支援協議会当事者部会のメンバーに対するアンケート【回答数 ９件】 

  ＜対象者＞ 

  自立支援協議会当事者部会のメンバー 

  ＜実施結果＞ 

   アンケートの結果から、個々の障がい状況により個別のニーズが異なることが分かった。 

災害発生時の救助や、トイレなど避難所の環境整備のニーズがあるとともに、常時介護や看

護を必要としている方は災害発生時のケアへの不安、在宅避難障がい者への物資や情報の提

供、また知的障がいのある方はひらがなをふってほしいというニーズもあることが確認でき

た。 

 ③ 防災訓練参加者に対するアンケート 

 ＜対象者＞ 

  井の頭住民協議会防災訓練参加者【回答数 39件】 

 ＜実施結果＞ 

  アンケートの結果から、トイレの設備に関する声が最も多かった。子ども、障がい者、高

齢者等への避難所での配慮が必要との声、また町会のないエリアや組織化への対応、黄色い

タスキやハザードマップの全世帯への周知、防災用品を街中で購入しやすくする、街頭消化

器の設置増への要望などが出された。 

 

(3) シールアンケ―トの実施 

災害に備えて日ごろから行動していることや備えていること、自宅での防災無線の聞こえ

具合についてのシールアンケートを実施した。回答件数はそれぞれ以下のとおりである。  

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

・みたか防災マルシェ（9/11・9/12）【回答数 80件】 

・西部地区住民協議会防災訓練（10/30）【回答数 140件】 

・三鷹駅前コミセンまつり(10/5・10/6）【回答数 51件】 

・M-マルシェ（11/27）【回答 155件】 

＜実施結果＞ 

アンケートの結果として、防災無線は聞こえにくいという意見が多く、メール登録は周知

されておらず必要時に情報が得られているとは言いがたいことが分かった。また、防災に関

して取り組んでいる内容として、食料等や非常持ち出し袋など物品の備えはあるが、町会・

自治会への参加は少なく、近隣とのつながりが希薄であることが課題としてあげられた。 
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(4) ヒアリングの実施 

日ごろの生活や地域活動などを通して、防災について取り組んでいることや災害発生時な

どの心配ごとなどを確認するため、以下の対象に実施した。 

 ＜対象者＞ 

自立支援協議会当事者部会のワークショップ参加者【参加者数 ５人】 

  ＜実施結果＞ 

   ヒアリングの結果から、当事者も自助が大事であることを認識されている一方で、情報が

届かないことへの不安も聞かれた。避難の場合の移動サポートや、物資運搬の支援がないと

困るということが分かった。避難所における多目的トイレの必要性や、トイレに時間がかか

ることへの理解を伝えてほしいこと、また障がい特性にあわせたコミュニケーションが必要

な方もおり、タッチパネルや YES・NO で回答できる聞き方、回答ツールを用意しておくこと

が求められる。 

  ＜対象者＞ 

高校生【参加者数 ２人】 

＜実施結果＞ 

市外に通学している学生の帰宅困難の不安、若者が防災意識を持つことの必要性、若い女

性の避難所での配慮が必要なこと（被災地では性被害が起きている）について聞くことがで

きた。 

＜対象者＞ 

  ほのぼのネット員【参加者数 19人】 

＜実施結果＞ 

見守りが必要な高齢者で町会や老人会などに入っていると、声かけしてもらうなど関係を

築くことができいざという時も関わりを期待できる。一方、会に入らない人も少なくなく、

民生委員でも会えていない人もおり、それらの人の災害時の孤立が懸念される。黄色いタス

キは有効であること、多世代が参加できる防災イベントがあるとよいとの声が聞かれた。 

＜対象者＞ 

   Zoomおさらい会メンバー【参加者数 ６人】 

  ＜実施結果＞ 

   家庭での備蓄のほか耐震補強をしている人もおり意識の高いシニアメンバーであった。坂

が多い、車いすの家族がいるなど避難しづらさへの不安の声があり、町会単位など身近な防

災訓練の要望があった。スマホに届く情報を見ることができない高齢者への情報伝達のニー

ズ、テレビで情報が得られるしくみの要望が聞かれた。孤立しないよう、日ごろから声を掛

け合う取り組みの必要性も話された。 

 

(5) ワークショップの実施 

令和４（2022）年９月 19日実施 【参加者数 12人】 

テーマ「どんな三鷹なら安心？防災に何を望む？」 
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  ＜実施結果＞ 

   「災害発生時困ること・不安なこと」「こんな防災訓練なら参加したい／こんな避難所にし

たい」の２つについてワークを行った。結果から、帰宅困難やインフラの停止についての不

安が多く、子どもや女性にも配慮した避難所づくり、充電やトイレの設備へのニーズが高い

ことが確認できた。防災訓練のアイデアでは、ペット同行訓練やサバイバル体験のような子

どもも楽しみながら学べるもの、景品やポイントで参加を促すといったことが出された。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 自助 すべての市民が自分の備えができる 

  地区ごとに、対象別に、マンションなど住まいの構造別に、定期的にワークショップを行

う、案内するなど、在宅避難が可能なように自助を促す取り組みを強化する。 

 

(2) 共助 各地区の取り組みのネットワーク化により効果的な防災を実現する 

各地区、各団体の取り組みの情報共有や意見交換の機会を設けるなど、連携に向けた取り

組みを推進する。市民、NPO、企業などあらゆる人、組織が有事につながれるよう、行政も

含めて日ごろからのつながりづくりを行っていく。 

 

(3) 公助 インフラ整備の推進 

避難所設備の充実（非常用電源、トイレの洋式化や数の確保など）、強靭な情報通信イン

フラ、乳幼児、障がい者、要介護者なども含めた多様なニーズへ配慮した基盤整備を推進す

る。 
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部会  安全なまちづくり部会 

グループ  防犯・消費者保護グループ 

政策テーマ  “それミタカ！”かしこい消費者がそろうまち 

基本計画体系  第２部 魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる 

第５  消費生活の向上 

第３部 安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる 

 第３ 住環境の改善  

２ 安全安心のまちづくり 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「防犯・消費者保護」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下

のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

(1) 防犯対策の推進 

・市内の各所に街路灯や防犯カメラの増設を進めるなど、犯罪抑止のための手法を検討す

る。 

・子どもから大人、高齢者まで全世代を網羅できるよう、世代ごとに防犯教育や消費者保護

教育を推進していく必要がある。防犯教育を通じて、犯罪被害は誰しもが遭遇する機会が

あり、決して他人事ではないという意識を市民に持ってもらうなど、防犯意識の向上を目

指したい。 

 

 (2) 消費者保護対策の推進 

・自宅への訪問や電話がきっかけで、詐欺や悪質商法などの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

まれることで被害に遭ってしまうと考えている。こうした被害を防止し、市民一人ひとり

の生活や財産をいかに守れるかを検討する必要がある。 

・悪質商法による被害を防ぐため、訪問業者などを登録制とし、ホワイトリストの作成を検

討する必要がある。 

 

(3) 情報アクセスの改善 

・市民が必要な時に必要な情報を得られるよう、情報アクセスの改善を図る。 

  ・問題が発生したときや、問題が発生しそうなときに、市民がどこへ相談していいのかとい

う情報に簡単にたどりつくことが困難なのではないかという意見があった。 

・犯罪や被害は、24時間、365日発生する可能性があるため、ある程度、人を介した案内以

外で、先端技術を利用したものが必要なのではないかという意見があった。 

 

２ 現状の課題  

防犯の観点では、夜間暗い道が多く、街路灯や防犯カメラの設置が進んでいないことにより、

犯罪発生の懸念が拭えない地域が存在していることが課題として挙げられる。 
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 消費者保護の観点では、訪問販売や電話勧誘販売において悪質業者が存在することにより、

詐欺などの消費者被害が発生していることが課題である。 

情報の観点では、市民が情報を得たいと思っている時に、どこに相談すればよいのか、どこ

の Web サイトにアクセスすればよいのかということがわからず、適切なサポートが受けられて

いないことが課題であると考えている。 

 

３ 課題の解決策  

自分の生命・生活・財産を守るため、犯罪や詐欺、悪質商法などの被害に遭わない方策を考

えることが大切であるとの意識を、市民全体に浸透させる必要があると考える。そのためには、

各々が日ごろから防犯対策や消費者保護対策を万全なものにしていくことが重要である。 

市民一人ひとりが防犯や消費者保護について普段からどの程度意識しているのかなどを確認

するためにまちの声を聴き、提言につなげていく。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

日ごろ防犯活動や消費者活動に関わっている人をはじめ、防犯や消費者保護についてあまり

意識していない人など、幅広い層の市民の声を集めるために、以下の市民参加を実践し、まち

（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) シールアンケートの実施 

   三鷹国際交流フェスティバルにブースを出展し、年齢層を 18歳未満、18歳～64歳、65歳

以上に分けて、警察相談専用電話「#9110」や、消費生活相談ダイヤル「188」の存在を知っ

ているか、また、日ごろから悪質商法や振り込め詐欺などの対策をしているかについて、シ

ールアンケートを実施した。 

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

・三鷹国際交流フェスティバル（9/25）【回答数 101 件】 

＜実施結果＞ 

  知っている割合が比較的に高い層は 18 歳未満であった。学校教育の効果と思われる。し

かし全世代を通じて、全く浸透していないことが明らかな数字であった。 

アンケートの結果から、防犯や消費者被害の対策をしている人が大多数であるものの、い

ざ被害者になったときに相談する窓口を知らない人が多い傾向にあることがわかった。市は

市民に足して、未然防止の情報提供は行っているが、実被害に遭った場合の対応の仕方につ

いてまでは浸透していないと思われる。防犯教育・消費者教育を実施するとともに、相談窓

口をスムーズに案内でき、相談内容を充実させてほしいとのニーズが高いことが確認できた。 

  詳細は資料編参照。 
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(2) ヒアリングの実施 

消費者保護に関して取り組む内容などについて事業者目線での話を聞くため、ヒアリング

を実施した。 

 ＜対象者＞ 

   三鷹商工会 

 ＜実施結果＞ 

   防犯や消費者保護に関して取り組んでいる内容として、事業者として市民と「顔と顔とが

見える関係」を大切にしており、顔見知りになることで見守り協力隊として地域に根ざした

支援が可能になることがわかった。市に市民同士で見守る仕組み作りの支援や、悪質業者を

排除する取組をして欲しいという思いやニーズが高いことが確認できた。一方で、商店街に

出店している事業者が自治を行っており、費用負担や事業継承などの課題があることを認識

できた。 

 

(3) ワークショップの実施（予定） 

令和５（2023）年５月に実施予定 

テーマ「いのち・生活・財産を守る！安全なまちづくりの実施に向けたワークショップ」 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 「市民全員パトロール隊」の創設 

 市民が高齢者や障がい者、子どもを見守り、犯罪など近所や日常での異変に気付いた際に

市や関係先に通知できる仕組みを作る。例えば、市民ボランティアが異変トリアージを判断

できるよう研修を受講し、市民から寄せられる情報の優先順位を付け、市と連携をとること

を考えている。市の負担軽減が図れ、市民の活動は地域ポイントと連動させる。市民のみな

らず、市内の事業者による見守り協力体制を拡張する。市民と市民、市民と関係機関との顔

がみえる関係性を作ることを目標とする。 

 

(2) 情報アクセスの改善 

市民が自分に必要な情報が得られる仕組みや、わからないことや困った時の適切な相談窓

口や対応方法などに ICT 技術といった先端技術を採用しつつ、ワンストップでアクセスでき

る仕組みをつくる。 

 

(3) 市民と事業者に向けた防犯教育・消費者教育の実施 

市民全世代に向けて、事業者をも対象とする、防犯・消費者教育を実施する。市民向けに

は、自由な時間・場所でオンデマンド受講できるコンテンツを構築し、受講と市が現在試行

運用中の地域ポイントを連動させる。事業者向けにはコンプライアンス研修を実施し、受講

した事業者には三鷹市認定マークを授ける。悪質業者排除のため訪問販売業者登録制を採用

する。  
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障がい者福祉・高齢者福祉Ｇ 

健康・医療・ヘルスケアＧ 

安心なまちづくり部会 
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部会  安心なまちづくり部会 

グループ  障がい者福祉・高齢者福祉 

政策テーマ  生まれてから生涯を通じ「切れ目なく」互いに支え合える 三鷹

をつくる 

基本計画体系  第５部 希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 

第１ 地域福祉の推進 

第２ 高齢者福祉の充実 

第３ 障がい者福祉の充実 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

 「障がい者福祉・高齢者福祉」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向

けた以下のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

(1) わかりやすい情報発信 

・福祉に関する情報の中には、似ているが異なった内容が多く、介護分野に関する用 語が

難解でわかりにくい状況となっている。また、縦割りの行政組織単位で情報が構成され、

利用者は必要な情報全てにアクセスすることが困難であることから、市民が求める情報が

リアルタイムで把握できていないと考える。これらを解消するためには、利用者の目線に

立って、わかりやすく情報を発信する必要があると考える。 

・ICT 技術の活用が低調であると考えられることから、民間サービス等と連携した取り組み

を実施する必要があると考える。 

  

(2) 法制度の壁を利用者が感じない利用者目線の徹底 

・縦割り行政を利用者目線で作り替える必要があると考える。 

・市役所業務に関するデジタル改革を実施して、事務手続きに従事する職員を現場にシフト

し、リアルタイムで市民の声を施策に取り込んでいきたい。 

・障がい者と家族双方を支える柔軟な運用を実施するため、障がいを持つ親の支援の充実

や、家族や介護者の休養を目的とした短期入院（レスパイト入院）を充実させたい。 

・医療と介護の接点領域としての ACP（advanced care planning)の普及活動を推進したい。 

   ※ACP とは、将来の変化に備え、将来の医療及びケアについて、本人を主体にその家族や

近しい人、医療ケアチームが繰り返し話し合いを行い、本人による意思決定を支援する

プロセスのこと。 

 

(3) 福祉を支える担い手の育成 

・技術革新による福祉サービスの生産性革命を進め、見守りロボット、ロボットパワース

ーツ等の導入で制度の持続可能性を高めて、障がい者や外国人等の活動や就業への ICT

を活用したサポートを充実させたい。 

・介護サービス等（障がい者支援も同様）の供給サイドを強化するため有限の物的・人的医

療介護資源でニーズを満たすには、既存の福祉関係組織の経営体制強化と抜本的な再編が

必要と考える。 
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・誰もが福祉の担い手であり、福祉の利用者であるという関係性を構築したい。 

・普段地域活動等に参加していない現役就労世代の人たちなど、様々な人に福祉活動に取り

組んでもらうため、誰もが気軽に福祉やボランティア活動に参加できるようにするために

取り組むべきことについて市民の声を聴き、有償も含めてボランティアを活性化する必要

があると考える。 

  

２ 現状の課題  

高齢者・障がい者その他の日常の暮らしで誰かの支援を必要とする人々への対応は、従来は

一義的には家族・親族の責任であり、その家族は地域の中での助け合いの輪の中で暮らしを成

り立たせていた。憲法 25 条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有

する」という理念の実現に向けて福祉の社会化が進み、支援を必要とする人々の暮らしは改善

した。一方で、三つの課題が新たに発生したといえる。 

 

(1) 人口増加のボーナス効果は年金や社会保障制度の充実に寄与したが、高齢化と人口減少が

進む中での財源問題は看過できない状況となっている。この問題は、財源問題だけでなく、

健康な心身をもつ労働者を前提とした社会から、構成員の多くが何らかの不具合を抱えてい

る社会、高齢者の要介護問題は、障がい者が普通の存在となる社会、いわば多様な構成員が

自分のできる範囲で社会に貢献するという社会モデルを本格的には作れていないという問題

につながる。 

 企業の定年は 70 歳を目指して急激に動き始めており、コンビニの高齢者店員も増えてき

ているように見受けられるが、多様な構成員による社会への多様な形で社会参加することに

よって自己実現を図っていくことについて、大胆に進めなければならない状況であるといえ

る。 

 

(2) 福祉サービスの充実は当事者には切実な問題であり、要望は尽きることはない。一方で、

行政サービスの充実は行政の仕組みの複雑化でもあり、その業務負荷を受け止める職員業務

は逼迫し、市民要望に応える体力を失っているという側面も生じている。 

 

(3) 鶏と卵だが、核家族化が進展し、同時に地域のつながりが希薄化する中で、人々が望んだ

長寿社会の実現は、高齢者の単身世帯の孤立問題や子どもから勤労世代まで顕在化する社会

への不適応問題を生んでいる。失われた地域の絆の代償は大きいといえる。 

 

３ 課題の解決策  

市民の声への対応という観点でも、表面化した声への対応も地道に進める必要はあるが、基

本構想・基本計画という意味では、表面化した市民の声をなぞるだけではなく、社会構造の変

化に対応するという、意識下にある構造問題に踏み込むことが必要であると考える。 

 一方で、ワークショップで出された見解は、構造問題に取り組む方向性を端的に示す内容の

短期施策があり、長期施策につながる有効な施策であることから、大きく目指す方向性の長期

施策と、その水先案内人的な短期施策を提言する内容とした。 



68 

 

  

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

市民が日常生活で体験していることや体験を通じて感じていること、日常生活で支援が必要

な場合にそのようなサポートが必要であるかを聴き、市民が「高福祉三鷹」と感じるまちにす

るために必要な支援が何であるのかを確認して政策提案につなげるため、以下の市民参加を実

践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

■【トライアル】福祉についてのアンケート【回答数 55件】 

  ＜対象者＞ 

   マチコエメンバー 

  ＜実施結果＞ 

   主に三鷹市の福祉に関する現状認識を問う内容であったが、生活困窮者、子育て、引きこ

もり等の社会生活への不適応も６割から半数以上が福祉問題と捉えており、高齢者・障がい

者福祉に限らずに制度的な裏付けのない課題についても検討対象としてきたグループの方向

には一定の共感を得たと判断できる。 

また、三鷹市の高福祉の実現は道半ばとの認識が半分を占め、困りごとを解消するための

情報を得る先としても市役所は、家族や SNSに僅差で劣後であった。 

なお、マチコエメンバーへのアンケートでは、市民の声を誤って捉えることのないような

アンケートの作成についての貴重な意見をいただいた。 

  ■市民の声アンケート【回答数 84件】 

＜対象者＞ 

市民（在住、在勤、在学、在活）及び市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・介護フェスタ（11/14～11/18） 

・福祉バザー（11/20） 

・M-マルシェ（11月） 

・町会回覧板 

・市職員へ周知 

・ほのぼのネット 

・シルバー人材センター 

・地域包括支援センター開催のイベント参加者 

・障がい者団体他グループメンバーの人脈への依頼 
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・ネットワーク大学関係者 

＜実施結果＞ 

   福祉領域についての一般市民の意識については、概ねマチコエメンバーと同様の傾向であ

った。 

また、グループの検討方向についての共感を聞くことで、市民の感覚とグループの検討内

容をすり合わせることができ、提案する施策内容についての市民の共感度の違いも踏まえて

今後さらに検討を深めていく材料となった。 

自由記述欄にはマチコエ活動への忌憚ない意見が寄せられ、特に議会との関係についての

懸念がいくつか表明されるとともに、一部にはマチコエ活動やグループの活動への批判的な

意見もあった。 

 

(2) 紙アンケートの実施 

イベント来場者や福祉に関係する事業者、ボランティア等を対象に実施した。 

【回答数 192件】 

＜対象者＞ 

・介護フェスタ来場者 

・福祉バザー来場者 

・傾聴ボランティア 

・うごごっと体操参加者 

・ラジオ体操参加者 

・ワーデン LS会議メンバー 

・ストレッチ体操参加者 

・連雀地域包括センター 健康体操参加者及びスタッフ 

・東部地域包括センター 老い支度参加者及びスタッフ 

・大沢地域包括センター わさび体操参加者 

・障がい者相談センターぽっぷ 来談者及びスタッフ 等 

 ＜実施結果＞ 

   質問は限られるが、webアンケートと同様の視点でグループ議論の参考となった。 

なお、回答者の中で 70 代以上が 54％と他のアンケートと比較して高齢者中心であったが、

三鷹市での暮らしの満足度は２／３以上でその根拠として複数回答で「高齢者が住みやすい

まち」という回答をあげる方が４割を超えた。  

 

 (3) シールアンケートの実施 

イベント等においてブース出展し、困りごとを相談する場所があるか、日々の暮らしで

困りごとを解消するための情報の収集元についてのシールアンケートを実施した。回答件

数はそれぞれ以下のとおりである。 

  ＜対象者＞ 

イベントへの参加者 
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＜出展イベント＞ 

・介護フェスタ【回答数 84件】 

・福祉バザー【回答数 83件】 

・M-マルシェ【回答数 110件】 

  ＜実施結果＞ 

  「あなた自身やご家族は日々の暮らしの中で誰かの支援を必要としていますか?」に対して

「はい」の回答は３割近くに上った。 

「困り事を相談する場所はありますか?」に対して「ある」の回答は７割以上だが、２割以

上が「ない」との回答であった。 

「日々の暮らしの困り事を解消するための情報をどこから得ていますか?(複数回答)」に対

して「家族」、「市役所情報」、「インターネット」が回答として多かった。 

 

(4) ヒアリングの実施 

福祉に関係する事業者や支援団体等を対象に実施した。 

＜実施先＞ 

・認知症活動団体 

・NPOグレースケア 

・精神障碍者団体 

・のぞみメモリークリニック 

・ボランティアセンター 

・インみたか  

・三鷹市介護保険事業者連絡協議会 等 

＜実施結果＞ 

   福祉の現場の困りごとや、市民の力でできることについて知ることができた。 

   また、行政への要望等を把握することができた。 

(5) ワークショップの実施 

令和５（2023）年１月 31日実施 【参加者数 10人】 

テーマ「これからの三鷹市の福祉について語り合う」 

  ＜実施結果＞ 

   政策提案の方向を踏まえて、そこへの一歩をインパクトのある形で実施する案を得ること

ができた。 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

【短期施策】 

(1) わかりやすい情報発信につながる SNS活用  

市民が普段使いできる SNS上に、市民も行政もアクセスできるナレッジベースを構築する。

制度では予定していない困りごとに対しても窓口を設けることで、相談実態を掴み、その後

の行政のあり方を検討する材料にしていく。（渋谷区の事例を参考） 
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   行政職員のナレッジ継承にも役立つ。 

(2) 行政のあり方を利用者目線へ転換していく 

制度の縦割りを一気に崩すことはできないが、制度から市民を見るのではなく、市民の困

りごとから全てを考えるという、利用者目線への転換の象徴事例として、市民相談を丸ごと

受ける「人課」を設置する（行政内部の横断連携強化）。 

 

(3) 福祉の担い手不足への対応 

・介護人材確保 

介護人材派遣業に頼らざるを得ない求人実態を改善するための行政支援を強化する。 

介護事業の付加価値向上策及びコミュニティビジネスとしての民間事業者のプチ企業参入

によるスキマ需要対応。 

  ・ボランティア活性化 

ネットで完結、隙間時間で協力可能、突然の仕事で参加できない場合の対応も心配する必

要が無い等、現役世代ボランティアを受入できる環境を整備する。 

介護職の専門サポートに準じる活動としての有償ボランティアのラインナップを充実させ

る。 

 

 【長期施策】 

  市役所・市民が一体となって行政事務デジタル化を推進し、行政は現場志向、アウトリーチ

機能に大きく舵を切る。  

身近な地域でのお互い様の関係づくりが市民主体の行動として進展するように支援、特に地 

域の人材育成の支援が行政の役割になると考える。そういった役割を果たすには、国の施策の

執行という立場だけでは無く、現場に出向いて、アウトリーチ機能を行政の中核に据え、現場

からの発想に転換する必要がある。 

職員の増員＝税金アップではなく、市役所の職員配置を現場にシフトできるように行政事務

のデジタル化を進める。 

その結果、以下の施策の実行が可能となる。 

 (1) 地縁の現代的再生による人のつながりの復活を行政の役割に据える 

ほのぼのネット、シルバー人材センターの地区会、町会・自治会活動の活性化も含

め、地縁の再生に取り組むプレーヤーが自立的に活動できる環境づくりを行政の重要な

役割に転換する。そのことによって、地縁を構成する一人一人の住民がボランティアと

いう言葉も使わない日々の暮らしの中で、ちょっとした気持ちや声かけ活動などを自然

と行い、地域のつながりが生まれるような動きを揺るぎないものにしていく。 

 

 (2) 健康福祉総合条例の改正過程を通じて市民意識の変革を目指す 

   福祉領域の行政施策について市民がオーナーシップを持っているという状況を生み出 

すために、健康福祉総合条例の改正を掲げ、そのプロセスで市民参加を実質的に実現す

るように取り組む。 
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部会  安心なまちづくり部会 

グループ  健康・医療・ヘルスケアグループ 

政策テーマ  三鷹に関わるすべての人が健幸（※）になれるまちの実現 

※健幸＝単に健康でいられるだけでなく、幸福感を感じられる状態 

基本計画体系  第５部 希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる 

第５ 健康づくりの推進 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「健康・医療・ヘルスケア」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向け

た以下のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

身体の健康が、すべての活動の土台となることは理解できる。しかし、それだけで人生を幸

福にするか疑問に思う声があった。身体の健康と精神の幸福を充足させる活動が求められてい

る。そして、市民の健幸のためには、地域で偏見なく安心して暮らせる社会づくりが必要であ

ると考えられる。そのための行政の支援とはどのようなものかを検討することを政策テーマと

した。 

 

２ 現状の課題 

 (1) 情報のわかりやすさ 

  ・三鷹市の情報を探すときに、どこに必要な情報があるのか、誰に相談すれば良いのかわか

りにくい。 

  ・市民へ向けた情報の発信・共有に課題があると感じており、市民に知られずに十分に利用

されていない事業があるのではないかと推測した。そのような事業の成果をどのように検

証し、評価しているのか疑問に思われた。 

 

 (2) 健康維持・推進のための支援 

  ・スポーツなど健康のためになる活動を続けるための動機づけが難しい人、運動そのものが

苦手な子どもたちへの支援が必要。 

  ・新型コロナのような感染症の流行への対策。 

  ・健康寿命の増進、心の健康と自殺予防、ヤングケアラーへの対応が必要。 

 

(3) 健康・美容・医療・介護費に関する市民の理解促進と市の支援 

 ・市民が主体的に健康管理を行えるように医療・健康情報へのアクセスの平易化。 

・疾患に寄り添いつつ、同じ目線に立った専門家からの支援。 

・医療・介護の費用の負担が大きい。貧困への支援。 

・身体・精神障がい者への偏見がない社会であるための啓蒙。 

・要支援者が地域で安心して生活できるための支援。 

・若い世代にも関心のある健幸、美容をテーマにした取り組み。 
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 (4) 多世代交流のための場所、つながる仕組み作り 

 ・人とのつながりがなく、孤立することでの健幸への影響。 

・同じ悩み、疾患を持つ者同士での交流と、異なる疾患・障がいを知り、その人とつなが

りを持つ場の提供。 

・市民同士で市民目線の健康についての情報交換・共有が出来る場の提供。 

 

３ 課題の解決策  

(1) 市の情報が、市民にとって、探しやすく、わかりやすいものであるようにする。どこに相

談に行けばいいか困っている人を支援する人やシステム（コンシェルジュのような）が求め

られている。 

 (2) 健康維持・推進のため活動が、長続きしない人、忙しくて時間が取れない人、経済的な理

由で困難な人向けの支援。 

(3) 各世代のニーズに応じた健幸・美容関連の講座の開催、市と市民が協力して医療・介護費

を抑えていくしくみづくり。 

(4) 地域での人とのつながりをこれからの時代に合った方法で支援する。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

市民がどんな時に幸福であると感じられるのか、その土台として行っている健康活動は何か

を聴き、重点的に掘り下げていく分野を確認することと、市民の健幸のために不足している

支援が何であるのか、声を拾い上げて提言につなげるために以下の市民参加の実践を行い、

まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

① 【トライアル】健康と運動についてのアンケート【回答数 55件】 

  ＜対象者＞ 

    マチコエメンバー 

  ＜実施結果＞ 

一般向けのアンケートの前に、どのようなアンケート形式が良いのかアドバイスを受ける

ことも兼ねて、健康と運動にテーマに絞って展開した。 

「強度の低い運動・あえて体を動かす活動」、「食事への配慮」、「生活習慣への配慮」、「体

重や血圧などの測定」をしている人が、それぞれ 60％以上で多かった。 

一方で、健康維持のための活動が困難な人の理由として、「勤労・学業で疲れているから」

が 43％で多かった。 

継続的に運動を行えている理由としては、「体力を維持することで病気になることを予防

したい」が 77.3％と他を大きく引き離して比率が高かった。運動クラブに所属している人に

理由を問うと、「心身の不調を感じるようになり、少しでも機能を向上させたいと思った」
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が 33.3％で多く、運動を行う動機が病気になることへの不安であることが分かった。スポー

ツイベントへの参加の理由は「友人に誘われたから」が 36％であった。また、どのようなイ

ベントであれば参加したいかとの問いには強度低めのいつでも、誰でも気軽に参加できる、

地域のつながりが出来るイベントを求める声があった。 

詳細は【資料編】○マチコエ協議会員向け 健康と運動・スポーツアンケートを参照。 

  ② 一般市民向けアンケート【回答数 139件】 

＜対象者＞ 

    市民（在住、在勤、在学、在活）及び市職員 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・M-マルシェ（11月） 

・町会回覧板 

・市職員へ周知 

＜実施結果＞ 

市民の幸福につながる価値観を知るために、あなたの人生において何を大切にしているか

を質問した。その大切なことを実感するためには心身の健康が必要であるので、健康のため

の活動の実践状況とうまくいっていない困りごとを聞いた。また、市の健康関連の情報やサ

ービスがどの程度知られているかを調査するためでもあった。 

市民が人生において大切にしているものという問いには、「自由な時間と暮らし」、「趣味、

友人との交流」、「家族やペットと過ごす時間」が50％以上で多かった。また、健幸のために

継続的に行っていることでは、「あえて体を使う日常活動」、「食事への配慮」、「家族、友人、

地域との関係を保つ」が50％以上で、人のつながりを大事にしている人が多いことがわかっ

た。一方、健幸への問題として、「運動や健康法が長続きしないこと」、「新型コロナなどの

感染拡大が心配」との回答が多かった。また、三鷹市の施設は、 元気創造プラザを半数近

くが利用していたが、一方で、どの施設も「利用したことがない」も39％と高かった。メデ

ィアでは、 「広報みたか」（42％）と「三鷹市のホームページ」（34％）の利用が多く、「利

用したことがない」は 42％であった。三鷹市のイベント では、「各種ワクチン接種」（45％）、

「健診・検診」（30％）の参加が多いが、「参加したことがない」は 39％であった。 

回答期間は令和４（2022）年 10月 25日～令和５（2023）年 1月 16日、三鷹市民 139件。

40・50歳代の回答が最も多く 53％と過半数を占めた。 

詳細は【資料編】〇市民・市職員向け 市民の健幸についてのアンケートを参照。 

  ③ 保育園・幼稚園向けアンケート【回答数 760件】 

 ＜対象者＞ 

   保育園・幼稚園の先生及び保護者 

 ＜実施結果＞ 

   回答数内訳：保育園の先生 54 件、保育園の保護者 601 件、幼稚園の先生７件、幼稚園の

保護者 98件 
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一般市民向けのアンケートでは、子育て世代の声が少なかったため、子育て世代の保護者

と、子どもの養育にたずさわる人たちに、上記「２ 課題」につながる状況を知るための質

問を行った。 

    保育園保護者からの回答が多く、子を持つ20代～30代の世代の声を集めることが出来た。

人生において大切にしていることとして、「家族・ペットと過ごす時間」が 85％と高く、心

身の健康のためにしていることとして「食事への配慮」が 50％という結果が出ている。健幸

を保つために困っていることとして、「運動・健康法が長続きしないこと」がここでも 41％

と最も高い数値であった。利用している情報メディアとしては、「広報みたか」（54％）、「三

鷹市のホームページ」（43％）が高い数値であった。ここで特記すべきは「みたかきっずナ

ビ」が 23.7％となっていること。「利用したことがない」が 28％と一般市民の比率よりも低

い数値になっており、若い世代の情報への関心の高さを窺わせた。 

    詳細は【資料編】〇保育園・幼稚園の保護者・先生向け 市民の健幸についてのアンケー

トを参照。 

 

(2) ヒアリングの実施 

 ＜対象者＞ 

  ・三鷹駅周辺住民協議会 

  ・新川中原住民協議会 

  ・三鷹市井の頭地区住民協議会 

  ＜実施結果＞ 

  地域の人たちとつながる健康関連の活動を行っている人に、現場の状況を教えてもらうた

めに行った。三鷹駅周辺住民協議会から２人、新川中原住民協議会から２人、三鷹市井の頭

地区住民協議会から２人の方がそれぞれ参加した。 

   健康づくりとして、三鷹市基本計画に沿って指定されているイベントがあり、それを開催

することが規則となっている。体操、料理教室、健康講座などが行われている。市と住民協

議会との意見交換会が定期的に行われているので情報共有は出来ている。防災等の他のイベ

ントよりも参加人数は少ないが、募集人数を満たしているイベントが多い。担い手の負担が

大きく、料理教室は食材・調味料の買い込み、支払い、準備、片付け、清掃の後、布巾の洗

濯などを行わないといけない。担い手の世代交代が必要との認識であるが、若い世代がそも

そもコミュニティセンターを利用していないため、スムーズな世代交代のための素地がない。

参加者の年齢層が高くなっており、身体機能の低下により歩いてコミュニティセンターまで

来られない人たちがいる。参加したくとも移動の手段がないために参加することが難しい人

のために移動の補助を行政にお願いしたいとの声が聴かれた。 

   詳細は【資料編】〇住民協議会へのヒアリング 地域の健康づくりについてを参照。 

 

５ 政策提案 

上記の「課題」や「市民参加の実践」の結果を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 三鷹市が行っている健康事業に関する情報発信の改善と実施している健康事業の費      

用対効果の見える化 



76 

 

行政サービスを受け手である市民が知り利用しやすいものにするために、わかりやすい情

報発信への改善（例：三鷹市のホームページや市報、市民便利帳の内容を受け手目線のもの

へとアップデートすること、LINE等の市民に身近な民間企業との提携によるプッシュ型ツー

ルを導入することなど）を提案したい。三鷹にある運動・スポーツ団体へのアクセスを円滑

に行うための情報の整理を行って欲しい。 

同時に対人や紙媒体での情報提供を求める市民もいるため、安心して相談できる人が地域に

いるなど、多様な情報提供のあり方を求める。 

実施した事業の数値目標と実際に達成された数値を公表して頂くことで、健全な事業財政

運営を保持しつつ、市民の健康に寄与する事業へと常に改善していく組織であることを求め

る。 

 

(2) 地域コミュニティ各所の地域性に根差した健康維持・増進支援 

時代の変化や地域性に沿ったサービス支援体制を維持できるように、地域でどのような支

援が求められているのか市が把握できるシステム作りを求める。 

７つの住民協議会が市民のための健康支援を行っているため、そこでの活動内容と実施結

果、市民の健康状況を市が共有し、時代の変化によるニーズの変化や地域性に沿った支援が

即時的に行われるような仕組みを構築する。 

各地域コミュニティ同士の連携を推進し、市民にとって最適な健康支援体制を整えていく。 

市民の健康不安を直接聞いている民生・児童委員や保健師等から得られる現場の声を拾い

上げることで、行政として市民の健康不安を緩和するための実効性ある支援を実践する仕組

みを構築して欲しい。 

 

(3) 市民の健康づくりにおける自助、共助を促進するためのイベント運営、ツール作成 

健康・医療に関わるイベント、講座等に参加した市民同士がつながりを持ち、同じ悩みを

持つ人との交流を持てる機会や自分と異なった病気・障害を知る機会を提供する。そこから

新たなコミュニティが創生されることを期待したい。 

ゲーム性のあるツールを使用することで健康づくりを楽しいと思える工夫や地域ポイント

を活用したインセンティブにより、市民が健康づくりを継続出来る仕組みを提供する。 

一人では継続が難しい日常的な健康活動をコミュニティで、他者との交流を含めて行うこ

とで継続性を保持しつつ、身体の健康保持のみならず、三鷹で生活することの安心感が得ら

れるような支援を行う。 
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児童・子育て支援Ｇ 

学校・教育Ｇ 

保育園・幼稚園Ｇ 

多世代交流Ｇ 

子どもが輝くまちづくり部会 
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部会 子どもが輝くまちづくり部会 

グループ 児童・子育て支援グループ 

政策テーマ 「核家族でも子育てしやすい街、三鷹」 

基本計画体系 第６部 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 

 第２ 子育て支援の充実 

  

１ 政策テーマとした背景・理由  

「児童・子育て支援」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下

のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

 (1) 現状の子育て支援策について、個人が自分の地域の自分にあったサービスを「探しに行く」

「探しきれない」状態 

  ・（東児童館でのヒアリングの際も痛感したが）施設利用者は三鷹市以外の人も含め「近隣

のリピーター」に限られている。（近いので来館してチラシで詳細を知って、また訪れる

形） 

  ・市のホームページや子育てハンドブックには概要は載っているが、今やっているイベン

ト・サービスなどはそこに問い合わせるか行ってみるしかないのは、多忙な子育て世代・

ネット世代には不便に感じる。 

 

 (2) 子育てでの困りごとに、フレキシブルに（今すぐ、ちょっとだけ）対応・解決してくれる

存在が身近にいない。そのため「ワンオペ」「自分達でなんとか」が続いている子育て家族

が多いのではないか。また、母親への負担が大きいことも課題。 

  ・三鷹の核家族率は９割近く。そのほとんどが都心に勤務するのに三鷹に住み、近隣に親族

がいない状況がほとんど。電話などで相談できても、他地域に住む祖父母世代は現役でサ

ポートは難しい人がほとんどと聞く。（←ヒアリングでも同じ状況） 

  ・市の子育てサービスが提供されている施設は少なく、枠も少ない。利用できる人は自宅か

ら近い人で予約ができる人のみ。しかし、突発的なことが多いのが子育てなので、その際

は、どこも頼れず母親がなんとか対応してしまうことの連続になっている（←ヒアリング

でも同じ状況） 

  ・家庭内でも子育ては母親がメインということが通例になっている。中には夫のリモート会

議の妨げになるからと、母子で日中居場所を求めて転々としているというケースも散見さ

れている。父も子育てする、社会もそれを支える、という意識がやはり薄いのが気になる。 

 

 (3) 地域の公民館・空き家といった施設が活用しきれていないのではないか 

  ・子どもを連れて寄れる近所という意味でも、子育てコミュニティを作りやすいという点で

も「小学校の学区」は単位として考えやすい。 

  ・地区公会堂はほぼどの小学校区にもあるがあまり使われていないと聞く。（乳幼児を遊ば

せられる畳の部屋、簡易なキッチンなど申し分ない） 

  ・空き家を提供してもらいそれを活用することはできないか。 
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  ・地域で何か人のためになることをしたいシニア世代は多いので、その人たちの手や知恵を

借りられないか。 

 

２ 現状の課題  

グループにおける話し合いでは、子どもが急に体調を崩したときや、小学４年生になったと

きの子どもの預け先・子どもが安心して過ごせる場作りも課題であると捉えた。 

また、サービスが用意してあったとしても、情報が必要な人に届いているかという点も重要

であると考え、以上の点を課題と捉え、解決できるような提言を考えていく。 

また、社会全体で子育てをすすめる上でも、家庭内での「パパ」の意識向上は必要と考えら

れる。そのための啓発活動も必須と考える。 

  

３ 課題の解決策  

 ・情報が必要な人に届くようにする。 

 ・子育てする親も子ども達も安心できる気軽に頼れる、地域ごと（歩いて立ち寄れる：小学区

規模）の居場所を作る。 

 ・「子育て手帳（仮）」の作成と啓発活動を行う。 

 

４ 市民参加の実践  

政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

児童・子育て支援グループが設定した政策テーマ「地域の中で核家族でも育児がしやすい環

境」について、グループでの話し合いや、市民参加の実践から得られた意見・アイデア等を基

に、育児がしやすい環境とはどのようなものかを分析し、政策提案につなげていく。 

市民参加の実践にあたっては、今三鷹で行われているサービスに必要と思う改善点、実現し

てほしい状態について確認し、アイデアを求めた。また、必要とする子育てのサービスを知る

ためにどのような方法が良いか、親も子どもも気軽に頼れる居場所はどのような居場所かアイ

デアを求めた。 

 

 実施内容 

 (1) 子どもの本音インタビューの実施（保育園・幼稚園グループと合同実施） 

夏ボラ（ボランティアセンター主催）のボランティアの取組として登録し、インタビュー

に答えてくれる小・中学生を募集して実施した。 

小学生対象：令和４（2022）年８月 24日【参加者数 ３人】 

中学生対象：令和４（2022）年８月４日【参加者数 １人】 

＜実施結果＞ 

 ※分析中 
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(2) 乳幼児保護者対面アンケートの実施 

東多世代交流センターで開催された親子ひろばの利用者（保護者）に対面でアンケートを

実施した。 

 令和４（2022）年９月 21日【参加者数 17人】 

 令和４（2022）年９月 24日【参加者数 12人】 

 令和４（2022）年９月 27日【参加者数 11人】 

＜実施結果＞ 

 ※分析中 

 

(3) Webアンケートの実施 

保育園・幼稚園の保護者を対象に Webアンケートを実施した。【回答数 697件】 

 ＜回答内訳＞ 

保育園の保護者【回答数 599件】 

幼稚園の保護者【回答数  98件】 

 ＜実施結果＞ 

  ※分析中 

 

(4) ワークショップの実施 

３～５歳の子どもを子育て中の保護者を対象にワークショップを実施した。 

令和５（2023）年２月 19日【参加者数 ８人】 

令和５（2023）年２月 21日【参加者数 ８人】 

テーマ「子育てファミリーのホンネを聴かせて」 

 ＜実施結果＞ 

  ※分析中 

 

５ 政策提案  

現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 各小学校区に１か所の子育て地域ステーションの設置 

【実現したい機能】 

  ・乳児から小学生ぐらいまでの子どもとその親が気軽に徒歩などで立ち寄れる居場所（親子

ときょうだいを含めて年代の縛りなく一緒に過ごせる・遊べる）となる。 

  ・地域や市の子育て・生活情報がここでほぼ入手できて、相談したり・助け合ったりするこ

ともできる。 

  ・地域の子育て世代同士、サポーターとの「出会い・つながりの場」となる。 

【設置に向けた提案】 

  ・建物は地区公会堂・古民家などを再活用する。 

  ・市はインフラの確保、情報の提供、活動補助金の提供を担い、運営については、地域の人

や利用者によるコミュニティ・サークル活動などで担うことを想定する。 
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(2) SNS などで三鷹の子育て情報を交換ができる状態を作る 

【実現したい機能】 

  ・市が情報を流す、みてもらうだけでなく市民が口コミを投稿できる。 

  ・市民の生の声・情報が行き交い、現場・当事者のニーズ（まちの声）が吸い上げられるこ

とができる（市もそこから直接「まちの声」を得てスピーディーに施策に生かすことがで

きる）。 

  ・市が介在しなくとも情報が共有されることで、市民の中で相互解決することも出てくる。 

  ・「市がコーディネーターになり、市民同士が情報を交換し合う」形 

【設置に向けた提案】 

  ・市は適切なサイト構築ができる業者を選定する。 

  ・その後の普及・運営について専門家・市民とともにあたる。 

 

(3) 「子育て手帳（仮）」の作成と啓発活動（SDGs目標５※関連） 

【実現したい機能】 

  ・「子育て手帳（仮）」の機能・・・子育て（育児・家事）は家族みんなで、地域や社会の力

ももらってするもの、という意識作りに繋がる冊子・サイト 

【設置に向けた提案】 

  ・市は適切なサイト構築ができる業者を選定する。 

  ・市は三鷹版の制作や啓発活動を行う。オリジナルでなくとも、他の都道府県市町村の事例

を参考・模倣・視察から早期に着手する。 

※SDGs 目標５…ジェンダー平等を実現しよう 
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部会 子どもが輝くまちづくり部会 

グループ 学校・教育グループ 

政策テーマ 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 

基本計画体系 第６部 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 

第３ 魅力ある教育の推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

 「学校・教育」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のよう

な意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

 (1) 多様な子どものやりたいことやニーズに応え、子どもに体験させてあげられることが大切

である 

  ・海外で行われているギフテッド教育等への非対応など、まだまだ、日本は画一化を教育と

して行っているのでないかなどの意見が多くでた。 

  ・また、コロナ禍での ICTの活用をはじめ、科学技術や世界情勢などが目まぐるしく変化す

ることへの対応が求められるなど、教育にも変化が求められているのではないかとの多く

意見が見られたため。 

 

 (2) 子どもの教育に家庭と学校以外の大人が関わる機会を多くすることで、子どもにとってよ

り良い育ちにつながるのではないか 

  ・共働き家庭の増加や、国際化、子どもの貧困化など、学校や家庭だけで対応しきれない状

況が顕在化されてきている。学校三部制等が話題になってきているが、今まで関わってい

ただいている地域の方々に加え、地域の企業や、塾や、習い事教室などにも協力をしてい

ただき、あらためて、学校を利活用することを検討すべきであるという意見がでたため。 

 

２ 現状の課題 

グループにおける話し合いでは、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

ラムが足りない、子どもたちが安心して過ごせる居場所が足りない、先生方の負担が過重であ

る、という意見が出ており、この点を課題と捉え、解決できるような提言を考えていく。 

 

３ 課題の解決策 

  学校だけにとどまらず、地域の力や専門家の参入を増やして、新しい形の教育コンテンツ・

カリキュラムや、新たな子どもの居場所、先生方の負担を軽減する仕組みが創生できないか。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 
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目的 

  子どもの夢を育み実現させる新しい学校・教育を実現できるかを考え、政策提案できるよう

に、子どもたちにどのようなニーズがあるのか、地域や専門家にどのようなリソースがあるの

か、調査して、マッチングしたい。 

 

 実施内容 

 (1) 紙アンケートの実施 

  ① 国際交流フェスティバルにブース出展し、来場者（子ども・大人）からシール投票で回

答を得た。 

   令和４（2022）年９月 25日【回答数 203件】 

  ＜実施結果＞ 

   ※分析中 

  ② 鷹南野外映画祭にブース出展し、来場者（子ども）から対面アンケートで回答を得た。 

   令和４（2022）年 10 月 29日【回答数 105件】 

  ＜実施結果＞ 

   ※分析中 

 

 (2) Webアンケートの実施 

  ① 未就学児～大人（年齢制限なし）を対象に Webアンケートを実施した。 

  ＜チラシ配布＞ 

   国際交流フェスティバル（9/25） 

   環境キッズフェスタ 2022 

   M-マルシェ（11月） 

   市職員へ周知 

＜回答内訳＞ 2023/1/14 時点 

市内在住の未就学児            【回答数  8件】 

市内在住または在学の小学生        【回答数 45件】 

市内在住または在学の中学生        【回答数  4件】 

市内在住または在学の高校生        【回答数  1件】 

上記以外で市内在住・在学・在勤・在活の方 【回答数 94件】 

その他                  【回答数 12件】 

＜実施結果＞ 

 ※分析中 

  ② 保育園・幼稚園の保護者・先生を対象に Webアンケートを実施した。 

＜回答内訳＞ 

   保育園の先生  【回答数  44件】 

 保育園の保護者 【回答数 593件】 

 幼稚園の先生  【回答数   7件】 

 幼稚園の保護者 【回答数  95件】 
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＜実施結果＞ 

 ※分析中 

  ③ 小学校・中学校の児童・生徒・保護者・先生を対象に Webアンケートを実施した。 

＜回答内訳＞ 

 ※集計中 

 

＜実施結果＞ 

 ※分析予定 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

 (1) 子どもたちに多様な興味の種を提供する 

   現状の一般の方からのアンケートをみると、「子どもたちにいろいろな体験をさせる」「子

ども達の声をきく」という意見が多く見受けられるため、産学官で、協働して、みたかっ子

に興味を植え付ける。 

 【具体的な案】 

・地域の企業や団体と協力して、子どもたちに興味をもたせる授業の題材を供給する。 

・また、タブレットやパソコンの活用により多様な教材の共有化、宿題や提出物のデジタル

化をすすめて、最終的には、AI活用や、ロボットの活用についても検討していく。 

・地域の企業、団体、行政が必要としている人材や、今抱えている課題などを子どもたちと

共有することで、子どもたちに、多様な興味の種を植える。 

 

 (2) 様々な境遇の子どもたちに対して、様々な大人たちのモデルを示す 

   グローバル化、少子高齢化、境遇の多様化に対応できるよう、信頼の種を植えさせるため

の地域ぐるみの活動を促進する。 

 【具体的な案】 

・具体的には、従来の PTA、親父会、青少年対策地区委員会、交通安全対策地区委員会など

の他に、地域の企業人や民生・児童委員、住民協議会の方、農家の方、習い事の先生、大

学生など、多様な大人の輝いている姿を見てもらって、将来に希望をもってほしい、多く

の大人が子どもたちに関わってくれているんだという安心感や信頼を育ててほしい。 

・そのために、たとえばキャリア教育で地域の方々の協力を得たり、現在市としても導入を

検討している学校三部制の二部で地域のお年寄りが特技を教えたり、学校で地域イベント

を行って児童・生徒が参加するなど、地域に開かれた学校を実現し、また地域行事に児

童・生徒が積極的に参加したり、地域に子どもたちの居場所を作るなど、仕組み作りをし

たい。 
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 (3) 子どもの育つ環境整備に地域や専門家が参画する 

   貧困や不登校、しつけの問題、保護者との連携など、子どもの育つ環境の整備に、教員以

外の地域人財や各種専門家が責任をもって参画できる仕組み作りをする。これにより教員

が、教育活動や教材作成、研究などに専念できるよう、学校を取り巻く環境と学校を支える

文化を整える。 
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部会 子どもが輝くまちづくり部会 

グループ 保育園・幼稚園グループ 

政策テーマ 子どもがまんなか！子どもが主役の”子どもの森”をつくろう 

 ※グループが考える「子どもの森」 

 ・子どもたちが創造力、想像力、生きる力を育む体験・冒険の場 

 ・子どもに携わる人たちが、より子どもと向き合うための学び・交

流の場 

 ・子どもの学び・体験の情報ネットワーク 

基本計画体系 第６部 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 

 第２ 子育て支援の充実 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

  「保育園・幼稚園」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以 下

のような意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

・子どもを取り巻く状況にも変化があり、さまざまな問題（いじめ・不登校など）や事件（児

童虐待や自殺など）も伝えられる。 

・子どもがのびやかに成長できるには何が必要で、また何が失われてきたかを考える中で、子

どもが自由で主体性を発揮できる場所、さまざまな体験や体感、さまざまな人との出会い・

交流を通じて、自ら成長できるような環境をつくることが必要ではないかと考えた。 

・一方、子どもの保育や教育に携わる先生たちや大人・子育ての当事者である親たちが、子ど

もに向き合う学びを受けたり、子どもと交流したり子育て支援を受けたりすることも大切で

はないかと考えた。 

・子どもがのびやかに、自由で主体性を発揮できる場所として、また先生たちや大人・親たち

も子どもに向き合える場所として、私たちは「子どもの森」をつくりたいと考えている。 

 

２ 現状の課題 

  さまざまな状況がある中で、子どもが体験や体感をもとにして自ら成長する機会が減ってき

ている。 

  一方、子どもの保育・教育に携わる先生たちは日常の業務が忙しく、子どもの環境の変化な

どにきめ細かく対応できる十分な時間、余裕がないとも言われる。また子育ての当事者である

親たちも周囲に支え手となる人に恵まれず、孤立化した中で育児に追われている現実もあると

の指摘もある。 

  子どもの考え方（価値観）と大人の考え方（価値観）の違いにより、子どもが主体性を持て

る環境が限られている。 

 

３ 課題の解決策 

・子どもたちが創造力、想像力、生きる力を育む体験・冒険ができるようにする。インクルー

シブ教育で、誰も取りこぼさない”子どもが主役”となるようにする。 
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・子どもに携わる人たちが、より子どもに向き合う学び・交流ができるようにする。子どもに

向き合う人たちが学び合い、成長できる、また先生や保護者に限らずすべての子どもを取り

巻く大人たちがお互いに交流できるようにする。 

・子どもの学び・体験の情報ネットワークをつくるようにする。市内のイベント等の情報に簡

単に気軽にアクセスでき、子ども自ら情報を取りにいき、参加できるようにする。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  子ども達にとって「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」をアンケート等により確認することで、子どもが住みたい三鷹とはどのようなマチか

を知り、政策提案につなげていく。 

 

 実施内容 

 (1) 子どもの本音インタビューの実施（児童・子育て支援グループと合同実施） 

夏ボラ（ボランティアセンター主催）のボランティアの取組として登録し、インタビュー

に答えてくれる小・中学生を募集して実施した。 

小学生対象：令和４（2022）年８月 24日【参加者数 ３人】 

中学生対象：令和４（2022）年８月４日【参加者数 １人】 

＜実施結果＞ 

 小・中学生にインタビューした結果としては、子どもがのびのびできる子ども専用図書館

（小学生）や、友だちと勉強できる自習室（中学生）など、自宅でも学校でもない「第三の

居場所」を求めていることが分かった。ジブリ美術館以外に他地域の友だちを案内できると

ころがない、という声も聞かれた。 

 

(2) Webアンケートの実施 

保育園・幼稚園の保護者・先生を対象に Webアンケートを実施した。【回答数 760件】 

 ＜回答内訳＞ 

保育園の保護者【回答数 601件】 

幼稚園の保護者【回答数  98件】 

保育園の先生 【回答数  54件】 

幼稚園の先生 【回答数   7件】 

  ＜実施結果＞ 

   保育園・幼稚園の保護者や先生へのアンケートの結果では、まず保護者では、子どもが

「体験」することへの理解が多かった。どろんこ・水遊び、アスレチック、絵本、工作、

歌・音楽・踊りなどから、地域の高齢者との触れ合い、外国人・障害のある子との交流にい

たるまで幅広い。 
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   一方、少し子育てから離れられる場所、子育てで息が詰まったとき休息できる場所を、と

いう声もいくつか見られ、子育ての現状が垣間見えた。そのほかの自由記述では、三鷹市の

全員で子どもたちを守っていきたい、市内全域を対象にして、という意見がある一方、園長

先生が変わると運営方針が変わるから他園との交流が必要、子育て支援は専業主婦世帯をイ

メージしてつくられていないかなど、特徴的な意見もあった。 

    それに対して先生の声では、少人数だったら特別な配慮なしでもできるのに一クラスの人

数が多すぎる、保育士同士の交流を、子育て支援には”子育て力向上”という支援も必要な

ど、参考となる意見もあった。 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、子どもや子どもに携わる方々のための拠点について、

次の３つの項目を取り込んだ形で作りたい。愛称は「子どもの森」。 

(1) 子どもたちが創造力、想像力、生きる力を育む体験・冒険ができる場をつくる 

  ・インクルーシブ教育、誰も取りこぼさない”子どもが主役”の場とする。 

 

(2) 子どもに携わる人たちが、より子どもに向き合うための学び・交流の場をつくる 

  ・子どもに向き合う人たちが、学び合い、成長できる場とする。 

  ・先生や保護者に限らず、全ての子どもを取り巻く大人たちがお互いに交流できる場とす

る。 

 

(3) 子どもの学び・体験の情報ネットワークをつくる 

  ・市内のイベント等の情報に簡単に気軽にアクセスでき、子ども自ら情報を取りにいき、参

加できるようにする。 
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部会 子どもが輝くまちづくり部会 

グループ 多世代交流グループ 

政策テーマ 高齢者から若者まで交流できるしくみ 

基本計画体系 第６部 いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる 

 第２ 子育て支援の充実 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

  「多世代交流」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のよう

な意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

 ・多世代交流に関しては様々な活動が今も市内に存在する。 

 ・しかし、どこで何をしているのか、あまり知られていないのが現状では？ 

 ・高齢者も関わり合いたい。一方で子どもからみて参加する動機は？ 

 ・子ども同士のつながり、世代を超えたつながりを生むには？ 

 

２ 現状の課題 

・三鷹市の多世代交流は同じ敷地にあった児童館と生涯学習の一体化（多世代交流センター）

と、施設から入ったこともあり手探りでやってきており、高齢者と子どもたち以外のレイヤ

ーの結びつきはあまりしてきていない。 

・多世代交流の取り組みは自治体によってまちまちであり、ロールモデルも明確ではない（令

和３（2021）年 12月のマチコエ座談会（参加者：マチコエメンバーと市職員）での説明か

ら）。 

・子育て世帯は地域に知人が少なく、公的な支援や施設を知らない。学校以外に他の世帯と会

うこともない。 

 

３ 課題の解決策 

・このグループでの目的を、「子どもと親世代（と先生・保育士さんたち）を中心とした、多

世代とのつながり」を基本イメージとして、求められていることを検討する。 

・現在、市内には、多世代交流センターの他にも、多世代交流を目的として団体や活動が存在

する（目的ではなくでも、その役割を果たしている団体も存在する。）。 

・これらの施設の取り組みや課題をもとに、行政として実施できるサポートや、ナレッジの共

有をはかる。 

・これらによって、施設（ハード）のみに拠らない、ソフトでのサポートを充実させ、地域で

の課題に沿った、多世代交流の取り組みが市内全域で振興していくようにする（地域のつな

がりの再構築を、市がソフト面で支える）。 
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図：子どもと親世代を中心とした多世代のつながりイメージ図 

 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市内の施設・団体へのヒアリングを行った。 

 目的 

  公共の施設にとらわれず、実際の多世代交流団体へのヒアリングによる、現状と求められて

いるものの把握する。 

 

 実施内容 

 (1) ヒアリング 

   以下の設問を中心にヒアリングを実施した。 

   Q1:あなたの思う「多世代交流」とはなんですか？ 

   Q2:それは「だれ」と「だれ」を結ぶものですか？ 

   Q3:そのために三鷹市に「ある」もの、「ない」ものはなんですか？ 

  ＜対象＞ 

   ①東多世代交流センター（職員）（令和４（2022年）５月 31日） 

   ②生涯学習センター（利用者）（令和４（2022）年７月 15日） 

   ③ほのぼのネット（三鷹市社会福祉協議会）（令和４（2022）年７月 28日） 

   ④井の頭一丁目町会（令和４（2022）年９月 11日） 

   ⑤だんだん・ばあ（令和４（2022）年９月 26日） 
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   ※①・③・④・⑤の詳細は資料編に掲載した。 

  ＜実施結果＞ 

   各施設・団体ごとに状況は異なるが、主な回答は以下のとおりである。 

  ・Q1については、「ななめの関係作り」「子どもの学習支援、居場所作り」「属性に拘らず交

流できる場を作ること」「多世代交流事業」「ボランティアのマッチング」「ネットワーク

のハブ」といった回答であった。 

  ・Q2については、「子どもと、大人、お兄さん・お姉さん、いろんな人がつながること」

「子どもの生きやすさの最適化」「子どもが地域とつながればいい」といった子どもを中

心とした回答が多かった。 

  ・Q3の「三鷹市に『ある』もの」については、以下のような回答があった。 

   ・助成金（7万円までは全額補助で、上限 10万円） 

   ・地域の自治会、民生委員、農家など、さまざまな協力者 

   ・地域コミュニティ（町会・自治会） 

  ・Q3の「三鷹市に『ない』もの」については、以下のような回答があった。 

   ・行政との関係 

   ・つながる仕組み 

   ・交流を作りだすコーディネーター 

   ・交流を始めたい人に対するオフィシャルなサポート 

 

図：ヒアリングの議事録から作成したテキストマイニング 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や施設・団体へのヒアリングを踏まえ、「三鷹市において、地域のつながりの再

構築を、市がソフト面で支える取り組みを行いたい。」と考え、グループとして以下の提案を

行う。 
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 (1) 既存の団体・新設団体に対し、市への相談窓口として「多世代交流コンシェルジュ」を設

置する。 

  ・「共助」の精神をもって多世代の交流を行おうとする市民へのサポートを積極的に情宣

し、支援することで、市内での多世代交流の取り組みが自然発生していくようにしてはど

うか。 

 

 (2) ナレッジを集約して、適宜参照・利用可能にする。 

  ・現在、市政や民間にそれぞれ存在する、取り組みのナレッジをオンライン・オフラインで

利用可能にする（例えば助成金の申請方法・施設の利用方法・規約の作り方など。）。オン

ラインも凝った独自のものではなく、既存の SNSなどを活用して敷居を低くし、利用しや

すい形とするのはどうか。 

 

 (3) 多世代交流の目的を、「三鷹に生まれた子どもたちを地域全体で育て、成長した子どもた

ちが三鷹を子育ての場所として選んでくれる」こととして事業の選定を行う。 

  ・成長した子ども達の記憶に残るのは立派な建物ではく、学校や自然といった日々の生活の

場であり人とのつながり。ハードのみに頼らない、ソフトにおける取り組みを推進し、子

ども達が自分達の子育ての場として三鷹を選ぶことを最終的なゴールとして、各種取り組

みを選別し進めていくのはどうか。 
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生涯学習Ｇ 

スポーツＧ 

芸術Ｇ 

文化・歴史Ｇ 

心ゆたかなまちづくり部会 
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部会  心ゆたかなまちづくり部会 

グループ  生涯学習グループ 

政策テーマ  市民と産学との連携による三鷹ならではの生涯学習 

基本計画体系  第７部 創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる 

第１ 生涯学習の推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

  人生 100 年時代において、健康とともに重要となるのは、多様な生き方を実現するための

「学習」であると考えた。DX(Digital Transformation)によりビジネスプロセスが変革し、こ

れまでの Workは AIやロボットが肩代わりしてくれる時代を迎える。Workに自己実現を求め、

社会的な地位や高収入を求める価値観は、時代とともに衰退してくる。多様なワークライフバ

ランスが提言される中、COVID-19を契機にワークライフシフトが一気に加速してきている。 

  また、既に若者は生活と仕事を両立させた働き方をし始めている。仕事中心の競争する生き

方をやめて、充実した Life を過ごすには、地域や人とのつながりが重要と考えた。 

  そこで、大人はワークライフバランスを子供たちに伝えるために、子供たちは新しい生き方

でこれからの長い人生を充実させるために、「学習」をとおした、世代間と地域の二つのつな

がりが必要であるとの活論から、上記の政策テーマにたどり着いた。 

 (1) 学びがつなぐコミュニティ作り 

・独学も学習であるが、学んだことを共有したり、持っている知識や技術を伝えたりするこ

とは、教える側、教えられる側、双方にとっての学習となり、そこにつながりが生まれる。 

・子供たちに対しては、地域の社会活動から学習を始めるのが良く、きっかけと流れは大人

が作り、自分たちで運営していくのが望ましい。 

・文化・歴史があり、自然も多く、農業も盛んな三鷹において、市民の三鷹への愛着心は深

いと考える。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が可能である。 

 

(2) 学習コンテンツの拡充 

・学習意欲の高い人だけでなく、誰もが学習を始めやすいよう幅広く充実した学習コンテン

ツを用意することが必要だと考える。 

・学習の目的、希望する形式、期間、費用など、求める学習形態は人により異なる。学習を

選択するうえで、全てのカリキュラムが分かりやすく一覧化されることが望ましい。 

・三鷹市民であることを誇りに思う、三鷹に関する講座を充実すべきと考える。 

 

(3) 情報発信の強化 

・誰でも学習する意欲は持っている。しかしながら、学生や働き盛り世代ほど、学習する時

間を確保するのは難しい。後押ししてくれる情報発信がきっかけとなる。 

・情報へのアクセスしやすさと、充実したコンテンツの情報発信が重要である。 
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２ 現状の課題 

 ・多様なワークライフバランスを支えるために必要となる学習の仕組みはできていない。 

 ・生涯学習に関する三鷹市民の認知度は低いと考える。市民が求める学習を把握し、求める学

習を効果的に情報発信することが必要である。 

 

３ 課題の解決策 

  将来的なワークライフバランスを支える学習の下地作りが必要である。特にこれからの将来

を担う子供たちには、地域活動から始めるのが良い。大人から子供たちへの伝達は、世代間の

交流につながると考える 

  また、充実した学習コンテンツと的確な情報発信を行うことで学習するきっかけ作りが学習

を展開していくうえで重要となるのではないか。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  三鷹市民の学習意欲や学習を阻害している要因を確認することで、学習を始めやすい環境整

備への提言につなげるために、以下の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 

 実施内容 

 (1) Webアンケートの実施 

  ①【トライアル】生涯学習に関するアンケート【回答数 22件】 

  ＜対象者＞ 

   マチコエメンバー 

  ②生涯学習に関するアンケート第１弾【回答数 89 件】 

  ＜対象者＞ 

   市民及び市職員 

  ＜チラシ配布、実施場所＞ 

・天文・科学情報スペース 

・三鷹市美術ギャラリー 

・星と森と絵本の家 

・生涯学習センター 

・M-マルシェ（11月） 

  ③生涯学習に関するアンケート第２弾【回答数 43 件】（２月末時点） 

  ＜対象者＞ 

   市民及び市職員 

  ＜チラシ配布、実施場所＞ 

 ・市職員への周知 
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 ④小中学校へのアンケート 

 ＜対象者＞ 

  小中学校の児童、生徒、保護者、教師 

 ＜実施結果＞ 

 ※集計・分析中 

 

(2) シールアンケートの実施 

  生涯学習センターフェスティバルおよび M-マルシェにおいてブース出展をし、シールアン

ケートを実施した。 

  ＜実施結果＞ 

  ・生涯学習センターフェスティバル【回答数 157件】 

  ・M-マルシェ（11月）【回答数 213件】 

 

 (3) ワークショップの実施 

   「みんなが学べるまち「みたか」～一人で学ぶ？みんなで学ぶ？～」をテーマに令和５年

（2023）１月 26日および１月 28日に実施した。【参加者数 14名（両日合計）】 

  ＜実施結果＞ 

  ※分析中 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

 (1) 学びがつなぐコミュニティ作り 

   市民が求める、または、興味のある学習テーマを抽出し、それを教えられる人をコー 

  ディネーターがマッチングし、学習の場を立ち上げる仕組みを構築する。 

  ・コーディネーターの必要性 

市民の求める学習と、それを教えられる市民をマッチングし、学習として立ち上げるコー

ディネーターが必要となる。学習コーディネーターとしては、社会教育士が適任である。 

・三鷹を題材とした学習テーマ 

三鷹の文化・歴史、自然、農業など三鷹には次世代につなげるべき学習テーマは多い。市

民の誰もが興味があるため、きっかけの学習として最適である。 

・小中学生向け学習 

多様な生き方でこれから長く生きていく、小中学生向けに学校の教育とは別に学習の場を

提供する。家庭、学校以外の場を持ち、市民（大人）間の交流を持つことはこれからの人

生に役立つと考える。 

 

 (2) 三鷹市の学習講座の体系化と一覧化 

三鷹では各種の学習講座が開催されている。三鷹ネットワーク大学や生涯学習センターの

名前は知っているが具体的な講座内容の認知度は低い。全ての講座を受講者目線で体系化し
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一覧化することが重要である。三鷹ネットワーク大学や生涯学習センターに加え、三鷹まち

ゼミなどの民間開催も加える。 

 

 (3) 三鷹市の学習講座の情報発信 

 現状の講座は学習意欲の強い人向けで構成されている。市民全体に広げるためには、各種

媒体での発信が重要である。三鷹市ホームページを入口とし、各種ソーシャルメディアを介

した情報発信は、現在学習してない人へのきっかけとなる。 
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部会  心ゆたかなまちづくり部会 

グループ  スポーツグループ 

政策テーマ  誰もがスポーツに親しみ、スポーツで盛り上がり、スポーツがしやす

いまち三鷹 

基本計画体系  第７部 創造性とゆたかさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる 

第２ 市民スポーツ活動の推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

「スポーツ」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のような

意見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

(1) スポーツをはじめる動機づけと継続の支援 

・健康のために運動をしたいと思っていても「きっかけがない」「続かない」「ハードルが高

い」と感じている人が多くいるのではないかという意見が出た。学生時代は授業やクラブ

活動などで積極的にスポーツに取り組んでいた人も、大人になるとスポーツに取り組む時

間の確保が難しくなり、運動不足になりがちである。一度途切れてしまった運動習慣を見

直すことは難しいと考える。 

・SUBARU総合スポーツセンターやコミュニティセンターなど三鷹市民なら気軽に利用できる

施設が整備されており、様々なスポーツ教室やスポーツ体験会が開催されている。しかし、

それらのイベントの開催情報は必ずしも三鷹市民に届いていない。また、イベント開催の

情報を得ても「ハードルが高そう」「初心者なので不安」などの理由で尻込みしてしまい

がちなのではないだろうか。心理的なハードルを乗り越えて参加しても継続して習慣化さ

せるのはさらにハードルが高いと考える。 

・誰もが気軽にスポーツをはじめられ、継続できるようなまちづくりができれば、三鷹市民

の生活が今よりも心ゆたかなものになり、ひいては健康増進につながるのではないかと考

え、誰もが気軽にスポーツに親しめるまちを目指し取り組むことにした。 

 

(2) 三鷹が盛り上がるスポーツイベント 

・スポーツの力で三鷹市全体が一体となってもっと盛り上げたい、という意見が出た。みた

かスポーツフェスティバルや三鷹市民駅伝大会のような市主催のスポーツイベントは開催

されているが、三鷹市民にとって参加の機会は限られているのが現状である。子どもも大

人も気軽に参加できるスポーツイベントが日常的に開催されれば、今よりもっと三鷹市に

活気が出るはずである。 

・三鷹市は近隣の調布市、府中市と比較してプロスポーツチームや選手との交流機会が少な

いという意見が出た。調布市にはサッカーの FC 東京のホームスタジアムである味の素ス

タジアムがあり、府中はバスケの B.LEAGUE のアルバルク東京のホームタウンである。FC

東京は三鷹市もスポンサー自治体として名を連ねているものの、市民にとってその恩恵は

実感しにくいのが現状である。三鷹市には大型スタジアムはなく、メジャースポーツのプ

ロスポーツのホームタウンでもない。しかし 2021 年に開催された東京オリンピック・パ
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ラリンピックでは三鷹にゆかりのある選手が参加し大いに活躍した。三鷹にゆかりのある

選手と市民との交流機会が生まれることで、スポーツへの親近感が湧きスポーツ人口が増

加につながるのではないだろうか。また、三鷹市は昔から卓球が盛んだったり、ママさん

バレーの発祥の地であったり歴史的にもスポーツとの関係は深い土地柄でもある。 

・三鷹市民が日常的にスポーツイベントに参加したり、三鷹市にゆかりのあるプロスポーツ

を市民が一体となって応援したりすることで、生活に活力が生まれるのではないかと考え

スポーツで盛り上がれるまちを目指し取り組むことにした。 

 

(3) ITを活用したスポーツ施設の使いやすさ改善 

・三鷹市には SUBARU 総合スポーツセンターや大沢総合グラウンドなどスポーツ施設は充実

しているが使い勝手は良いとは言えないという意見が出た。例えば、予約時には現地で紙

書類の記入を求められることが多い。施設利用の予約争奪戦は激しく、利用枠は既存団体

に優遇されているように感じることも多く、新規設立団体が予約するのが困難である。キ

ャンセルポリシーも曖昧で、予約をあきらめた時間帯に施設に行ってみると、誰も使用し

ていない、後になって予約キャンセルされていたことを知りがっかりすることも少なくな

い。 

  一方で三鷹市では学校３部制がすでにはじまっている。学校施設のナイター開放により、

市民が利用できる施設の数、時間帯は拡大している。しかし利用ルールは学校ごとに別々

に定められており、統一されていないのが現状である。 

・三鷹市には 1,000 を超えるスポーツ団体が登録されている。しかし、それらの団体が新メ

ンバー募集やイベント開催のお知らせなどの情報を発信する手段は限られている。例えば

三鷹市に新たに転入した人がスポーツ団体の情報をどうやって得たらいいのかわからない。

一方で 1,000 の団体の中には施設予約時に団体名だけ利用し、活動実態の伴わない団体も

あり施設利用の不公平さに拍車をかけているという実態もある。スポーツ施設の予約を現

状の紙手続きからオンラインに移行できれば、手続きの簡素化を図ることができ、公平さ

も確保できるのではないか。また、スポーツの Web プラットフォームを整備することがで

きれば、スポーツ団体の情報の一元管理や情報発信にも活用できそうである。ITによって

施設利用のハードルが下がり団体情報の発信が活発になれば、より多くの三鷹市民が気軽

にスポーツに親しむことができるのではないかと考え、スポーツしやすいまちを目指しこ

とをテーマとして取り組むことにした。 

 

以上のような意見・アイデアにより、スポーツグループでは「誰もがスポーツに親しみ、ス

ポーツで盛り上がり、スポーツしやすいまち三鷹」を政策テーマとして掲げて取り組むことに

した。 

 

２ 現状の課題 

政策テーマについて、３つの観点で現状の課題をディスカッションした。 

(1) スポーツをはじめる動機づけと継続の支援 

 ・健康増進のため運動の必要性はわかってはいるけど、はじめるには腰が重い。 
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・特に大人になってからは運動習慣を見直すのが大変。 

・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。 

・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。 

・SUBARU総合スポーツセンター、大沢総合グラウンドはライト層には利用ハードルが高い。 

・SUBARU総合スポーツセンターを訪れるきっかけがない。 

・SUBARU総合スポーツセンターで何ができるのかわからない。 

・「タッタカくん！ウオーク＆ラン」アプリの知名度が低い。 

 

(2) 三鷹が盛り上がるスポーツイベント 

・三鷹市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。 

・予約なしで気軽に参加できるイベントが少ない。 

・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。 

・三鷹が一体となり熱くなって応援できるプロスポーツチームがない。 

・プロ選手と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。 

 

(3) ITを活用したスポーツ施設の使いやすさ改善 

・紙手続きが多くて手続きがオンライン化されていない 

・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 

・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 

・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） 

・スポーツ団体の登録手続きが煩雑 

・スポーツ団体が情報を発信するプラットフォームがない 

・学校３部制が効果的に利用されていない 

 

３ 課題の解決策 

それぞれの課題の解決策についてディスカッションを実施した。 

(1) スポーツをはじめる動機づけと継続の支援 

運動習慣のない人に向けて動機づけと継続の支援のため、スマホアプリ、初心者でも参加

しやすいスポーツ体験、自然と身体を動かしたくなるようなまちづくりのデザインを組み合

わせたアイデアを提案したい。ウォーキングは誰もが気軽にはじめることができる運動だが、

近年ではウォーキングを支援するスマホアプリが数多くリリースされている。「ポケモン GO」、

「ピクミンブルーム」などのゲーム感覚でウォーキングを楽しめるもの、「aruku&（あるく

と）」などの歩いた分だけ地域ポイントなどの報酬がもらえるもの、「みんチャレ」のような

仲間と励まし合いながら習慣化させるものなど、様々なタイプのアプリの利用が広がってい

る。三鷹市でも「タッタカくん！ウオーク＆ラン」という公式アプリが運用されている。
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「楽しみながら」、「報酬がもらえる」、「励まし合う仲間がいる」ことは個人の運動への動機

づけや継続への支援のための重要な要素であると考えており、そのため三鷹市に合ったアプ

リの活用体験を提案したい。 

また、ウォーキングだけではなく他のスポーツにも触れてもらう機会を増やすため、スポ

ーツ体験会への参加ハードルをさげたい。例えばモルックやボッチャなどのマイナースポー

ツ、パラスポーツの体験会は、多くの参加者が初心者としてスタートするため参加ハードル

が低いのではないだろうか。 

また、１試合の中で 500 歩しか歩いてはいけない 500 歩サッカーなどの「ゆるスポーツ」

も考案されている。このようなスポーツは従来のスポーツと比較して簡単な動きで楽しむこ

とができるのが特徴である。怪我のリスクも低く、多世代交流、障がい者交流にも寄与でき

るのではないだろうか。 

また、行動経済学にナッジの「仕掛け学」という考え方が知られている。ナッジは「人々

を強制することなく、望ましい行動に誘導するような仕組み」と定義されている。例えば階

段に「ここまで登ると○○カロリー消費！」というステッカーを貼ることで、人々にエスカ

レータではなく階段の利用を促すことができる。このようにまちにちょっとしたデザインの

工夫を取り入れることによって、日常的に三鷹市民の健康志向を高め、身体を動かす機会を

増やすことができるのではないかと考えている。 

 

(2) 三鷹が盛り上がるスポーツイベント 

・市民がスポーツをより身近なものに感じ、市民が一体となって盛り上がれるようなスポー

ツイベントを提案したい。誰もが気軽に参加できるスポーツイベントの条件として、「定

期的に開催される」、「予約なしで参加できる」、ということが重要なポイントだと考えて

いる。例えば商店街で定期的に開催されている M-マルシェにスポーツ体験コーナーを常設

する。買い物ついでにふらっと参加することができれば、市民がスポーツに触れる接点が

増えスポーツへの興味関心を高めることができる。 

・三鷹市民の一体感を高めるスポーツイベントとして、ギネスチャレンジに挑戦するという

イベントが考えられる。他の自治体でも大勢の市民が「けん玉」や「盆踊り」などのギネ

スチャレンジに挑戦したという事例もある。挑戦の成功・失敗にかかわらず市民が一体と

なって世界記録に挑戦するという貴重な機会を通じて、市民の地元愛を育むことができる。 

・スポーツで地域が盛り上がるためにプロスポーツチームや選手が果たす役割は大きい。市

民と選手との関わり方としては様々な形態が考えられる。三鷹にゆかりのある選手を市民

が一体となって応援する、選手が出場する試合を観戦する、市民がプロスポーツ選手の活

動を支援する、スポーツイベントに選手を招待し選手と市民との交流の機会を作る。この

ような活動を三鷹市が一丸となって取り組むことで、市全体で選手を応援する空気が醸成

される。市民にとってスポーツをより身近に感じられたり、ファン同士のコミュニティが

形成されたり、スポーツをはじめる子どもが増加したり、様々な恩恵が得られると考えて

いる。 
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(3) ITを活用したスポーツ施設の使いやすさ改善 

スポーツ施設予約の不便さ、不公平さ解消のための Web スポーツポータル（以下、Web ポ

ータル）を提案したい。スポーツ施設の利用予約にはいまだに紙書類の手続きが多く、その

ことが利用施設ごとの利用ルールの違いにつながり、手続きの煩雑さ、既存団体の優遇とい

った問題を生んでいる。手続きを Web ポータルでオンライン化することで、予約ルールの一

元化、手続きの簡素化、施設利用の公平性を確保することができると考えられる。 

また、施設ごとの予約情報もリアルタイムで可視化することができ、空き施設の有効利用

にもつながる。加えて、Web ポータルには施設の予約機能のほか、三鷹市登録スポーツ団体

の管理、情報発信への活用も想定する。現状は紙書類での手続きが必要な新規団体登録や団

体情報の更新手続きをオンライン化することにより、手続きが大幅に簡素化できる。 

また、市民が Web ポータルにアクセスして三鷹市登録団体の情報の検索、閲覧や、登録団

体が「新メンバー募集」、「イベント開催のお知らせ」などの積極的に情報発信することも可

能になる。Web ポータルの実現によって三鷹市のスポーツ活動がより活性化されると考えて

いる。 

なお、Web ポータルで扱うコンテンツはスポーツだけにとどまらず、将来的には文化・芸

術・生涯学習分野にまで拡大し、三鷹市のスポーツ文化活動の総合 Web プラットフォームへ

と発展させていくことも想定している。 

また、学校３部制についても利用者、運営者の声を聴き、学校施設が有効活用できるよう

な仕組みを提案したい。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  誰もが気軽にスポーツに親しみ、スポーツで盛り上がり、スポーツがしやすいまち三鷹を目

指すうえで、市民のスポーツに対する現状や望むことを明らかにし、提言につなげるために、

以下の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 実施内容 

 (1) Webアンケートの実施 

  ① スポーツ習慣についてのアンケート→スポーツをはじめる動機づけと継続の支援 

    市民の普段のスポーツ習慣や市内スポーツ関連施設・アプリの利用経験や課題に関して

アンケートを実施した。【回答数 127件】（２月末時点） 

  ② スポーツイベントについてのアンケート→三鷹が盛り上がるスポーツイベント 

    市民のスポーツイベントへの参加経験や興味関心に関してアンケートを実施した。【回

答数 92件】（２月末時点） 

③ スポーツ施設利用に関するアンケート→ITを活用したスポーツ施設の使いやすさ改善 

     市内のスポーツ施設の使いやすさについてアンケートを実施した。【回答数 104 件】

（２月末時点） 
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 ＜対象者＞ 

 三鷹市民（在住、在勤、在学、在活） 

 ＜チラシ配布、実施場所＞ 

 ・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・みたかスポーツフェスティバル 

・M-マルシェ（11月） 

・生涯学習フェスティバル 

・市職員への周知 

＜実施結果＞ 

 ①スポーツ習慣についてのアンケート 

結果の詳細は資料編の三鷹市のスポーツ習慣についてのアンケートに記載 

・普段の運動頻度についての質問では 25%の人がほぼ毎日なんらかの運動をしていると回答し

ており、70%以上の人が週１回以上運動しているとの回答が得られた。一方で「運動頻度が

健康のために十分であると感じているか？」という質問に対しては、合わせて 64%の人が

「全く十分ではない」「あまり十分ではない」と回答している。週に１回以上の運動時間を

確保できている人も多いが、その一方で健康維持のための十分な運動量の確保が難しいと感

じている人が多い実態が明らかになった。 

・十分な運動をするための障壁についての質問では「運動する時間がない」が一番多い理由と

して挙げられていたが、「体を動かすことが億劫」、「昔からスポーツ、運動に苦手意識があ

る」、「スポーツをはじめたいけど腰があがらない」、「どうやって運動したらいいのかわから

ない」などの項目にも多くの声が集まった。運動する環境から遠のいてしまって、健康維持

のための運動量の確保を困難にしている様々な障壁が存在することがうかがえる。 

 

 

 

・やりたいスポーツについての質問では、ひとりで気軽にはじめられる「ウォーキング、ラ

ンニング」、「体操、ヨガ、ストレッチ」は回答者の半数以上の人が興味ありと回答してお

り、その人気の高さがあらためて明らかになった。従来からの人気スポーツである「個人

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

運動する時間がない

道具をそろえたり、ジムに通うお金がない

どこで運動したらいいのかわからない

どうやって運動したらいいのかわからない

スポーツをはじめたいけど腰があがらない

昔からスポーツ、運動に苦手意識がある

体を動かすことが楽しくない

体を動かすことが億劫だ

一緒に運動してくれる仲間がいない

運動して怪我するのが怖い

コロナが心配だ

わからない

その他

十分な運動頻度の確保が難しい理由
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対戦競技」、「チームスポーツ」だけではなく、「ダンス、エアロビクス、ボイクササイズ」、

「アーバンスポーツ」、「フィットネスゲーム」、「パラスポーツ」、「武道」にもそれぞれ

10%近くの人が興味ありと回答しており、幅広いスポーツ体験機会のニーズを示す結果に

なった。 

・運動するモチベーションについての質問では 80%以上の人が「健康のため」と回答し、40%

の人が「ダイエットのため」との回答が得られた。大人になってからの運動は、仲間づく

りや余暇の有効利用よりも健康、ダイエットが目的に占めるウエイトが大きいことがうか

がえる。一方で運動してよかったことについての質問では、「健康状態が改善した」は 50%、

「ダイエットが成功した」は 18%にとどまっている。健康、ダイエットを目的に運動して

いる人は多いがその効果を実感できている人は限られているようである。他にもスポーツ

やっていて良かったこととして「仲間ができた」「日々充実感が得られるようになった」

「ストレスが溜まりにくくなった」にも多数の声が寄せられており、これらの結果を運動

しない人に向けての運動の動機づけに利用できると考えている。 

・SUBARU総合スポーツセンターとコミュニティセンターを使用している理由についての質問

では、「利用料金が安いから」、「家から近いから」に多くの回答が集まった。これらの施

設をあまり使用しない理由としては「家から遠いから」という回答の他に「どんな運動が

できるかわからない」、「手続きが面倒」などにも多くの回答が集まった。「家から近い」

「料金が安い」ことが施設を使用する理由の大部分を占めていること、施設からの情報発

信や、利用手続きの複雑さなどの課題があきらかになった。 

・タッタカくん！ウオーク＆ラン（以下、タッタカくんアプリ）の知名度についての質問で

は実際に使用しているのは 3%にとどまり 70%近くの人はアプリの存在も知らなかったとい

う回答が得られた。アプリの知名度向上が大きな課題である。一方でアプリの概要を知っ

たうえで「アプリを使用してみたいか」という質問については 65%の人が「インストール」

してみたいと興味関心を示している。 

・仕掛け学のようなデザインの工夫によって運動習慣改善に効果があると思うか？という質

問について、７割近くが「とてもそう思う」「そう思う」と回答しており、デザインの工

夫によって運動習慣を改善することへの興味関心、期待の高さがうかがえる。 

 

 ② スポーツイベントについてのアンケート 

結果の詳細は資料編の三鷹市のスポーツイベントについてのアンケートに記載。 

27%

41%

16%

12%
4%

仕掛け学のようなデザインの工夫によって

運動習慣改善に効果があると思うか

とてもそう思う そう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思う思わない
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  ・過去５年間にスポーツイベント参加経験についての質問では、55%が「ある」との回答が

得られた。参加したことのあるスポーツイベントの内訳としては、現地での「スポーツ観

戦」と「スポーツ体験会」は 40%以上の人が参加したことがあり、「地域や会社の運動会」、

「市町村などのスポーツ大会」、「観戦（パブリックビューイング）」は以上 20%の人が参加

したことがあるとの回答が得られた。これらの結果から、多くの三鷹市民とって馴染みの

あるスポーツイベントといえば自ら競技に参加する系のイベントと、観戦する系のイベン

トであることがわかった。一方で「スポーツ選手の講演会」に参加したことがある人は

18%、スポーツボランティア経験のある人は２%にとどまった。 

・過去５年間でスポーツイベントに参加したことにない人に対してその理由について質問し

た。約 30％の人はそもそも「スポーツイベントに興味がない」との回答だが、「何かに参

加したいと思っていたがどんなものをいつやっているか知らなかった」に 39%、「興味のあ

るスポーツイベントがあったが場所や曜日が悪かった」に 22%の回答があった。スポーツ

イベントに興味関心があったが、イベントの開催情報がわからない、時間の制約などの理

由で参加機会が得られていないという実態が明らかになった。 

・「今後三鷹市でスポーツイベントがあったら参加しますか？」の質問では 77%に人が「参加

したい」と回答している。 

・「今後三鷹市で以下のようなスポーツイベントがあったら参加しますか？」との質問では

58%が「予約なしですぐ参加できるイベント」に、41%が「親子参加型イベント」参加した

いと回答しており、「気軽に」、「親子で」参加できるイベントのニーズの高さがうかがえ

る。 

また、「プロ選手・チームと触れ合えるイベント」、「プロ選手・チームの凄技に挑戦する

イベント」、「プロ選手の講演会」には 20%以上の人が参加したいと回答している。これら

のようなプロ選手と交流するタイプのイベントは、現状ではめったに開催されていないと

思われるが、潜在的なニーズが明らかになった。 

 

・「先程の質問のスポーツイベントに参加したい理由はなんですか？」との質問では「熱く

なりたい」「地域の人と仲良くなりたい」「子どもに興味を持って欲しい」「選手を応援し

たい」「アスリートの話を聞いてみたい」など幅広い理由に回答が寄せられた。スポーツ

イベントで地域を盛り上げたい、コミュニティに参加したい、プロ選手との交流機会をも

ちたいなど、本政策テーマでかかげた解決案のニーズを裏付けるものである。 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

地域対抗の大運動会

市区町村等のスポーツ大会

予約なしですぐ参加できるイベント

プロ選手・チームの凄技に挑戦するイベント

プロ選手・チームと触れ合えるイベント

親子参加型イベント

プロ選手の講演会

以下のようなスポーツイベントがあったら参加しますか



108 

 

 

 ③ スポーツ施設利用に関するアンケート 

   結果の詳細は資料編の三鷹市のスポーツ施設の使いやすさについてのアンケートに記載。 

・施設の使いやすさについての質問では「とても使いやすく面倒がない」という回答が半数

占めるものの、同数で「予約しづらい」「面倒」という回答があった。予約しづらい理由

として、予約で施設が借りられない、キャンセルされているかどうかわらない、web で予

約できないが多く、予約方法・しくみがかなり不効率なことがうかがえる。 

・使用が面倒な理由についての質問では、紙に記載、団体が借りる場合に証明書の提示など

の手続きの不効率が問題であることがわかった。手続きをオンラインで進めるための Web

ポータルの必要性が浮き彫りになった。 

 

・スポーツ施設を使用しない人に対してスポーツ施設を使用しない理由を質問したところ、

スポーツ自体をやらないという回答の他に、どこにあるかわからない、やり方がわからな

いという声が多いことがわかった。アピールや使用方法の改善が必要ではないだろうか。 

・今回のアンケートは一般利用者中心のサンプルと予想されるため、おおむね現状の施設利

用に対する課題認識は少ないという結果になった。イベント主催者や団体運営者を主対象

とした場合は、満足度に対してまた異なった回答結果となる可能性がある。 

・システム利用に関しての質問では、各種講座申し込みシステムと施設の利用予約システム

を区別して設問を置く必要があったかもしれない。いずれのシステムについても、告知・

申し込みから支払いまでの UIUX改善の余地は多分にあると予想される。 

・要望についての自由記述からは、サイトの使いにくさ、予約方法のわかりにくさなどにつ

いての声が複数寄せられており、このことからもスポーツ環境における DX が最重要な課

題であることがうかがえる。 

0 5 10 15 20 25 30

スポーツがしたい

スポーツを通じて熱くなりたい

地域の人と仲良くなりたい

子どもにスポーツに興味を持って欲しい

三鷹にゆかりのある選手を応援したい

アスリートの話を聞いてみたい

スポーツイベントに参加したい理由

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

使用する際に紙で記載することが面倒 6

使用する際に団体の証明書の提示が大変 3

使用する際に個人の証明書の提示が大変 0

その他（移動が大変） 1

なぜ使用が面倒か
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・子供のスポーツ環境の改善の要望も多く、特にコロナ渦で身体機能や神経系の向上、スポ

ーツを通したコミュニケーション機会の棄損が懸念されている可能性がある。スポーツを

通した人材育成への影響について専門家を交え議論する必要があるのではないだろうか。 

 

 (2) シールアンケートの実施 

   みたかスポーツフェスティバルにおいてブース出展し、シールアンケートを実施した。問

は以下のとおり【回答数 430件（延べ数）】 

   質問１ あなたがやってみたいスポーツ・競技は？ 

   質問２ どうやってスポーツとかかわりたいですか？ 

   質問３ スポーツ活動をしやすい時間帯は？ 

 ＜実施結果＞ 

 

・全体としては「チームスポーツ」「ひとり、または１対１で行うスポーツ」になどのメジ

ャーなジャンルに人気が集まった。子どもの方が「記録に挑戦するスポーツ」への関心が

高いのは体育やクラブ活動で実際に記録に挑戦する機会が多いためであると考えられる。

大人の方が「ひとり、または１対１で行うスポーツ」への関心が高いのは、大人になって

からは一緒にチームスポーツに取り組む仲間を集めるのが大変だったり、スポーツに取り

組む時間が限られていたりなどの背景がうかがえる。 

 

・全体としては「自分の好きな・得意な競技に参加したい」に一番多くの回答が集まった。

一方で、大人も子供も過半数は自分で競技に参加するよりも観戦、プロ選手との交流、プ

ロ選手のサポートの方に関心が寄せられており、競技に参加する以外のスポーツとの関わ

り方を提示することの必要性が明らかになった。 

また、大人と子供との比較では大人の方が観戦・応援する方に、子供の方が実際に競技に

参加する方への傾向が強くみられた。 
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・全体としては「休日の朝から夕方」、「平日の夕方以降」、「平日の朝から夕方まで」、「休日

の夕方以降」の順番に多くの回答が集まった。この傾向は大人と子どもともに同様である。

この結果より、休日日中のスポーツ施設の有効活用することの重要性が浮き彫りになった。 

 

 (3) ワークショップの実施（予定） 

「自分がスポーツはじめる・続けるためのモチベーションを探して、みんなが健康のため

に気軽にスポーツに親しめる三鷹のまちづくりをしよう（仮）」をテーマとするワークショ

ップを実施予定 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

 (1) アプリやデザインの工夫を活用した運動をはじめるきっかけ作り 

・運動習慣のない人に向けて動機づけと継続の支援のため、スマホアプリを利用することを

提案する。「楽しみながら」、「ご褒美がもらえて」、「励まし合う仲間と」のような日々の

運動体験を提供することで誰もが運動を続けられるようにサポートする。 

・初心者でも参加しやすいスポーツとしてパラスポーツ、マイナースポーツの体験機会の提

供を提案する。これらのスポーツは初心者でも参加ハードルが低く、簡単な動きで楽しむ

ことができるという特徴がある。また怪我のリスクが低く、多世代交流、障がい者交流に

も寄与できる。 

・ナッジの「仕掛け学」を応用し、街にちょっとしたデザインの工夫を取り入れることによ

って、日常的に三鷹市民の健康志向を高め、身体を動かす機会を自然と増やしていけるよ

うな継続的なまちづくり提案する。 

 

(2) スポーツで一体となって盛り上がれるまちづくり 

・市民が一体となって盛り上がれるスポーツイベントの開催を提案する。誰もが気軽に参加

できるスポーツイベントとして、商店街のマルシェにスポーツ体験コーナーを常設化した

り、ギネスチャレンジに大勢の市民が挑戦するという大規模なスポーツイベントを開催す

る。市民生活とスポーツとの接点を増えて、まち全体に活気が生まれる。 
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・三鷹にゆかりのある選手を市民が一体となって応援する、選手が出場する試合を観戦する、

市民がプロスポーツ選手の活動を支援する、スポーツイベントに選手を招待し選手と市民

との交流の機会を作る、このような活動を三鷹市が一丸となって取り組むことを提案する。 

 

 (3) スポーツ施設利用の DX 推進（Webスポーツポータルの導入） 

・スポーツ施設予約の不便さ、不公平さ解消のための DX 推進を提案する。まず Web スポー

ツポータルを開発・導入する。施設の利用に関する手続きをオンライン化することで、予

約ルールの一元化、手続きの簡素化、施設利用の公平性を確保することができる。予約状

況をリアルタイムに可視化することで予約空き時間の有効活用にもつながる。Web ポータ

ルではスポーツイベントの告知や情報発信、三鷹市のスポーツ団体の登録申請、情報発信

の機能も持たせる。Web ポータルは将来的にはスポーツに限定せず、文化、芸術、生涯学

習の情報をシームレスにつなげる総合プラットフォームへと発展させていく。 

・学校３部制によって拡大したスポーツ施設の利用枠を最大限に市民に活用してもらうため

に、ルールの統一化、利用手続きの簡素化（オンライン化）を提案する。 
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部会  心ゆたかなまちづくり部会 

グループ  芸術グループ 

政策テーマ  芸術を介し、多様なコミュニケーションを育むまち三鷹 

基本計画体系  第７部 創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる 

第３ 芸術・文化のまちづくりの推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

  「芸術」というテーマに関するグループの議論の中で、政策提案に向けた以下のような意

見・アイデアが出たことから、上記の政策テーマを決定した。 

普段からあがる市民からの課題意識や思いは市民の関心のあるトピックでしか上がらないた

め、顕在化した課題に対する解決アイデアは出やすいのに対し、直接課題として上がらない分

野では魅力創出のヒントを見落としがちである。芸術分野はまさにこれに該当する。 

 芸術は本来、生活に不可欠であるにもかかわらず、具体的な関心を持っている市民が必ずし

も多くなく、課題として芸術で困っている市民も少ないのが実情である。 

 しかし、芸術が持つ多様な社会問題の解決力は国内外で注目されており、歴史文化や立地、

人口規模等に照らし、三鷹市は芸術分野に関する高いポテンシャルを持っていると考える。市

民の関心と施策の実行は循環構造にあり、この循環を繰り返すことで市民の関心大きくなり、

それに対する魅力的なアクションが増えていく。芸術のように市民の思いが上がりづらいカテ

ゴリにおいては、継続的に小さなアクションを積み重ねることで市民の関心を得てゆくアプロ

ーチが必要である。 

芸術は多岐にわたるが、さしあたり現在の三鷹に欠けている＜アート・コミュニケーション

＞を中心として施策の突破口を開き、芸術をより積極果敢に活用することで心ゆたかなまちづ

くりへ繋げていきたい。 

 

２ 現状の課題 

  芸術分野、とりわけアートにおける三鷹市の課題としては、三鷹の森ジブリ美術館を除くと、

①ハードおよびソフトの面で三鷹市民がアートに親しみ、心をゆたかにすることが必ずしも十

分にできていないこと、②芸術面における三鷹市独自の魅力を発信・創出する点で、なお工夫

と改善の余地があること、③国内外において、まちづくりのみならず学校教育、生涯学習、介

護や福祉などの諸分野で、多様な社会課題の解決にアート・コミュニケーションなどの芸術が

活用されているにもかかわらず、三鷹市ではほとんど活用されていないこと、の３つが挙げら

れる。 

 

３ 課題の解決策 

三鷹市におけるアート・コミュニケーション活性化のため、三鷹駅からアクセスのよい場所

に「芸術交流拠点」を設定し（さしあたりは既存施設を活用するが、将来的には「こどもの森」
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への設置を模索する）、さしあたり５記載の通り、３つの企画を市民参加で実施しつつ、アー

トコミュニケーターを養成し、三鷹を芸術の溢れるまちにする。 

コミュニケーションの重要性が教育を始め他分野でも提唱されているが、具体的な方法につ

いては手探りの状態となっている。比較的取り組みやすい、芸術と三鷹ならではの地域素材を

活用することで、日常の視点を変える一助になると考えられる。 

  なお、以下ではアートを前提とするが、将来的には文学、音楽、演劇その他の分野での人材

発掘を行いながら、ツーリズムの開発も含めて活動範囲を徐々に広げてゆく。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  三鷹市民に「芸術を望む気持ち」があるかどうかをアンケート等により確認し、「芸術を望

む気持ち」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すことで、芸術を介し、

多様なコミュニケーションを育むまち三鷹とはどのようなまちかを知り、政策提案につなげて

いく。 

 

 実施内容 

 (1) ヒアリングの実施 

  ＜対象者＞ 

   アート活動実践者および三鷹市民 

  ① アート・コミュニケーション実践者【対象者 １人】 

  ② ワークショップ参加者【対象者 20人】令和４（2022）年 11月 27日 

三鷹ネットワーク大学の民学産公協働研究事業で実施するワークショップにメンバーも

参加し、ワークショップで出た意見をまちの声として伺った。 

ワークショップのテーマ「アートで対話を楽しもう」 

 

 (2) Webアンケートの実施 

  ＜対象者＞ 

   三鷹市民およびアート活動実践者 

 ① 【トライアル】芸術に関するアンケート【回答 55件】 

マチコエメンバーを対象に実施した。 

  ② 芸術への関心・興味についてのアンケート【回答 138件】 

＜チラシ・ポスターの配布場所等＞ 

・M-マルシェ（11月） 

・市職員への周知 
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 (3) ワークショップの実施（まちづくり補助金事業） 

   「芸術文化を愛する三鷹・武蔵野市民グループ」主催事業のソーシャルアートビューとヘ

ルスツーリズムの学びと実践についてのワークショップにおいて、参加者から声を聴いた。

【参加者数 27人】 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

 (1) VTS・SAVワークショップの実施 

   学校教育やビジネスにおいて近年熱い注目を浴びている対話型鑑賞（VTS：Visual 

Thinking Strategies）のワークショップを定期的に開催して三鷹市に根付かせ、ファシリ

テーターを育成するセミナーも開催しつつ、教育・介護・福祉・ビジネスシーンで展開して

ゆく。例えば、山本有三記念館など可能な限り三鷹ならではの場を会場としたり、(2)のア

ートカードを活用して、可能な限り三鷹らしさを出すワークショップを模索する。可及的早

期にそのための予算措置（使用備品の調達、講師料、開催費用など）も含めた政策化を提案

したい。 

また、市との連携は教育委員会も視野に入れる。VTS が幼年者対象から発展したことを踏

まえ、学校教育・生涯学習の分野で連携するところから始めたいが、アート・コミュニケー

ションは認知症患者、高齢者など弱者へのアプローチにも親和的であり、人材養成を図りつ

つ、将来的には対象を広げてゆく。 

   SAV（ソーシャルアートビュー：Social Art View）とは、視覚障害者の立場に立って VTS

を行う対話型鑑賞で、VTS と同様のやり方で提案する。SAV は多様性の受容と寄り添い、さ

らには SDGs に資する活動であり、高齢者×若者といった介護現場へのアプローチも可能で

ある。 

 

 (2) 三鷹アートカードの製作 

   市民参加により三鷹らしさを表現するアートや名所、写真などを素材としたカードの製作

を提案する。学校教育や上記①のワークショップで活用する。作品募集その他、製作過程に

市民が参加することで、アートに対する三鷹市民の関心を高め、三鷹アートの活性化を図る

ことができる。関心の継続化のためカード作成ワークショップ（2023年版、以降毎年）を実

施し、反応が良ければ、製作したアートカードの販売も視野に入れていく。 

 

 (3) アートコミュニケーター100人養成事業 

   上記(1)、(2)の企画を実施しつつ、取り組みの持続可能性を確保すべく、同時並行で、生

涯学習センター及び関係部署の協力を得ながら、三鷹で活躍できるアートコミュニケーター

を 100人目標で養成する（５か年計画）。 
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部会  心ゆたかなまちづくり部会 

グループ  文化・歴史グループ 

政策テーマ  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～ 

基本計画体系  第７部 創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる 

第３ 芸術・文化のまちづくりの推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

 政策提案に向け、まずグループ内で以下３項目のような文化・歴史事業の現状､課題､解決の

アイデアなどを議論し、「心ゆたかなまちづくり」における「文化・歴史」の役割を考えた。 

心ゆたかに暮らすとは、三鷹をもっと好きになることであり、三鷹の文化・歴史を知ること

が大切な要素であると考察。これらのアイデアを集約し想いを込めた表現として、「郷土にし

ようよ！三鷹」という政策テーマを掲げた。 

 

(1) 市民が主役・愛着と誇りを感じることができる三鷹 

・文化・歴史の発掘・保護を継続して行っていくことが必要である。 

・イベントの実施など､市民が文化・歴史に触れる機会を作っていくことが必要である。 

・世代間ギャップ埋め、文化・歴史を伝承していく市民の人材育成が必要である。 

 

(2) 三鷹まるごと博物館の充実 

・市民が主役の運営 

・三鷹まるごと博物館へ市民一人ひとりからの提言 

 

(3) 三鷹の文化・歴史を学べる環境整備 

・文化・歴史を伝える/学べる仕組みづくりの構築（具体的アイデア例：歴史講座の開催・

歴史解説ボランティアの育成・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・『三鷹文化･歴史検定』・「みたカルタ（文化歴史版）」を市民参加で作成・三鷹

の歴史やゆかり人々に関する人気投票など） 

・文化・歴史の情報を発展性のある IT データベース化し一元管理するとともに、市民がワ

ンストップで利用できるフォーマットによる見える化につなげ、情報発信体制の強化を図

るとともに、情報活用の利便性の向上を図ることが必要である。 

 

２ 現状の課題 

(1) 三鷹市の文化・歴史に関する情報は一定程度収集､保存､整理されているが、それらが市民

にとって容易にアクセスできる環境にはなく、郷土史を学ぶ環境が整っているとは言えない。

本来であれば郷土博物館がその役割を担うのであろうが、三鷹市は郷土博物館（箱もの）を

持たない方針を前提として考えたときに、「三鷹まるごと博物館」がその役割を担うべきで

ある。 
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 (2) 三鷹市の文化・歴史事業は、三鷹市行政の縦割りが背景なのか、市と関連団体、関連団体

間の連携協力体制が不十分なためか、市民からは各々が独自の活動を別個に行っているよう

に見え、個々の実態も全体像も見えにくくなっている。 

   そのため、学びが断片的になっており、三鷹の文化・歴史をもっと知りたいという動機づ

けになるような取り組みが必要である。 

 

 (3) まちの声を聴いた結果、「三鷹まるごと博物館」エコミュージアム構想に対する市民の認

知度は低いのが現状である。また、この構想に関する文化財保護審議会の意見書には、市民

協働による運営が重要であると述べられている。「大沢の里古民家」などで、市民協働の試

みが始まっているが、市民参加
・ ・

のレベルに留まっているのが実情であり、「三鷹まるごと博

物館」には、さらなる市民協働
・ ・

の取り組みが必要である。 

 

３ 課題の解決策 

三鷹の文化・歴史を身近に感じることで、三鷹に愛着と誇りをもつことができ、その結果三

鷹をもっと好きになることができると考える。そのためには、専門家が定める学術的視点だけ

でなく市民が大切に想っているモノやコトなどの三鷹の魅力を守り、発信していくことが重要

だ。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、市民が主体となりそれらを継続

的に守っていく気運を喚起させる工夫の提案につなげたい。 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

 目的 

  三鷹への愛着、文化・歴史に対する意識、文化・歴史にもっと触れるアイデアや三鷹まるご

と博物館に市民が係わるアイデアなど、市民の身近にある文化・歴史やそのエピソードを確認

することにより、誇りと愛着を持てるまち三鷹とはどのようなまちかを知り、政策提案につな

げていく。 

 

 実施内容 

 (1) Webアンケートの実施 

   三鷹の文化･歴史事業「三鷹まるごと博物館」についてのアンケート【回答数 131件】 

  ＜対象者＞ 

  ・三鷹のことをもっと知りたいと思っている皆さん 

  ・市民および市職員 

  ＜チラシ配布、実施場所＞ 

・M-マルシェ(10/23・11/27） 

・太陽系ウォーク観望会(11/4) 
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・生涯学習センターフェスティバル（12/3,4） 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・各コミュニティセンター 

・町会回覧板 

・市職員への周知 

・市内小中学校（アンケートリンクを周知） 

＜実施結果＞ 

①三鷹市の文化･歴史事業に興味関心がりますか？ 

大いにある（32.1%）､どちらかといえばある（43.5%） 合計 75.6% 

②「三鷹まるごと博物館」を知っていますか？ 

名前も知らない（61.1%）､名前を聞いた程度（26.7%） 合計 87.8% 

③「三鷹まるごと博物館」への参加について（複数回答あり） 

イベント･講座に参加（44.3%）､情報フォロー（11.5%）､ 

会員制度あれば登録（11.5%）､イベント･講座運営にかかわりたい（9.9%） 

SNS などで情報発信したい（6.9%）､HP作成に参加したい（2.3%） 

④「三鷹まるごと博物館」の企画･運営について（複数回答あり） 

企画･運営は市民で行う（16.8%）､三鷹市は主体で行う（9.2%） 

三鷹市と市民が共同で行う（61.1%）､わからない（19.8％） 

⑤「三鷹のたから」を市民が選定･運営するとしたら（複数回答あり） 

SNS で継続的に募集（47.3%）､ワークショップで募集（24.4%） 

選定は三鷹市が主体（21.4%）､選定は市民が主体（31.4%） 

選定基準を作成し案内する（29.0%） 

⑥推薦したい「三鷹のたから」は？ （資料編に全件表記） 

全 55件の「三鷹のたから」の回答あり 

⑦三鷹市の文化･歴史事業に対するご意見は？ （資料編に全件表記）全 41件の回答あり 

 

(2) シールアンケートの実施 

   令和４（2022）年 10月 23日に M-マルシェにて路上出展し､通行人に対し､マチコエの認知

度、三鷹の文化歴史に関する関心や興味がある施設などのシールアンケートを実施した。

【回答数 115件】 

＜実施結果＞ 

①あなたのアンケート結果がマチコエの活動を通じて三鷹市への政策提言につながることを

知っていますか？【YES 41/115票(35%) NO 74/115 票(65%)】 

②あなたは三鷹のどのような文化・歴史について興味がありますか？(複数回答可、多い順) 

・三鷹の森ジブリ美術館のような子供が楽しめる施設(94票) 

・国立天文台のような科学が学べる施設(85票) 

・大沢の里(古民家・水車)のような三鷹の昔のくらしがわかる施設(63票) 

・山本有三記念館のような文学者ゆかりの施設(48票) 

 ・掩体壕のような戦争の記録がわかる施設(33票) 
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 ・みたかえるのような博物館的施設(29票) 

 ・鷹場の標石のような文化財的なもの(18票) 

このような結果から、市民自身が考える「三鷹のたから」の観点を認識できた。 

 

(3) インタビュー/ヒアリングの実施 

  令和４（2022）年 12 月３日・４日に行われた生涯学習センターフェスティバルにてブー

ス出展し、生涯学習センターフェスティバル参加者を対象に、三鷹のたから（大切にしたい

モノやコト）に関するインタビュー/ヒアリングを実施した。【回答数 45件】 

＜実施結果＞ 

   多くの賛成意見とともに「三鷹まるごと博物館」の今後に向けた改善点について市民の意

見いただいた。 

・文化･歴史情報の展示は､ビジュアルで動くなど動画を活用し､誰にでもわかりやすい方法が

望ましい。 

 ・情報 PR はマップの無料配布や､歴史の紹介など､もっと幅をひろげ､わかりやすくして欲しい。

「三鷹まるごと博物館マップ」の無料配布をお願いしたい。 

 ・「三鷹まるごと博物館」を推進するための市民協働の運営は､中核となるセンターや全体を俯

瞰できるポストの設置など体系的に整えるべきだ。 

 

(4) ワークショップの実施 

   三鷹の魅力（たから）を語るワークショップを令和４（2022）年 12 月 10 日に実施した。

【参加者数 15人】 

 ＜実施結果＞ 

３グループに分かれ下記２STEPの討議を実施した。 

①『三鷹のたからを発信、次世代につなげていくには？』 

②『ディスカッション①の課題を解決するアイデアは？』 

〔課題（=KeyWord）を解決するアイデアについて〕 

【KeyWord：関心・発信グループ】 

・ライブラリー化や情報発信方法について､プラットフォームをつくり､ネットを活用した情

報や写真集め､学ぶ機会を設けイベントで広げていくなどＷＥＢ上で発展性のあるフォー

マットを活用した展開が必要である。 

・市民全世代が参加できるようなイベント(ポイントウォークラリー・宝探しツアー・語り

部との交流など)を数多く実施してほしい。 

【KeyWord：子ども・若者グループ】 

・「三鷹の街のテーマ」を設け､語り部との交流や地域学習をオオタカの営巣などの現場でも

行う等､市民が学校教育と連携し現場を重視した展開が望ましい。 

・コミセンなどの公共施設や IT 技術(SNS・タブレットなど)を活用して、学びの機会を広げ

る取り組みをしてほしい。 

【KeyWord：人・人財グループ】 
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・三鷹の魅力を伝えられる人へアンバサダーやガイドに委嘱し“語り部”としてデータ化す

る。 

・三鷹の文化・歴史に対する関心を高めるためや“語り部”発掘育成研鑽のため､『みたか

検定』や『みたか学』の制定､『みたか学講座』の定期開催など、市民が意欲をもって協

働できる仕組みづくり重要である。 

  以上はワークショップ参加の市民の皆さんのアイデアであり､文化・歴史グループでは「三

鷹まるごと博物館」を市民が主役で発展させていくアイデアについて、市民の皆さんの意見を

踏まえ、実のある政策提言にまとめていきたいと考える。 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

 (1) 三鷹市の文化・歴史を伝える/学ぶ環境整備（情報発信・仕組みづくり） 

   文化・歴史の情報を、市民がワンストップで利用できるフォーマットによる見える化によ

り情報活用の利便性の向上を図ることが必要である。そのためには、「三鷹まるごと博物館」

が、文化・歴史事業の中核となって関連組織､団体と連携し、まるで郷土博物館があるかの

ごとく、学びを提供するべきと考える。 

 

＜情報発信のアイデア例＞ 

① 三鷹まるごと博物館 HPの充実（ワンストップで利用可能に） 

・文化・歴史イベント（講演会、ワークショップなど）情報の集約 

・学べるコンテンツの充実 

・SNSを活用した情報発信 

・HPを市民と協働で運営 

② 三鷹の文化･歴史に興味をもってもらうための取り組み 

・ビジュアルに訴えるプロジェクションマッピング掲示板の設置など、要所に掲示板の充 

・地形を含めて、太古から現在までの三鷹の成り立ちを学ぶ動画制作 

・広報みたかに文化･歴史をコーナー開設､毎回記事を連載 

・「三鷹歴史かるた」を市民参加で作成 

・「みたか学」講座の継続と定期的開講 

・「みたか検定」の創設 

・「三鷹まるごと博物館マップ」の無償配布･提供 

＜仕組みづくりに対するアイデア例＞ 

・協働市民「文化財市民協力員（仮称）」制度の新設 

・文化財市民協力員（仮称）による、小学校への出前授業 

・三鷹まるごと博物館会員制度の制定 

 

 

 

 



121 

 

 (2) 市民目線での文化・歴史事業のワンストップ運営 

 文化・歴史事業のトータルマネジメントやコンシェルジュ的機能の導入などで文化・歴史

に関わる組織･団体を有機的に結び付け、一つの学びが「もっと三鷹の文化・歴史を知りた

い」という動機づけになるよう運営すべきと考える。 

＜アイデア例＞ 

・地域で自主的に活動しているグループとの連携強化も兼ねた､文化･歴史 

事業を横断的に統括する会議の設定及び進捗状況の見える化 

・「三鷹まるごと博物館」に､トータルマネジメントやコンシェルジュ的機能を付与 

 

 (3) 「三鷹まるごと博物館」市民協働の進化 

 「三鷹まるごと博物館」の概念は、市民を中心におき、市民は単なる参加ではなく、事業

全般（企画・運営）に関わるべきである。また、守り伝えるべき文化・歴史も、市民自らが

発見し登録できるなど、市民のための「三鷹まるごと博物館」ではなく、市民と共に創りあ

げる「三鷹まるごと博物館」を目指すべきと考える。 

＜市民協働のアイデア例＞ 

・「三鷹まるごと博物館市民協力員（仮称）」の認定制度の新設 

・「三鷹まるごと博物館市民協力員（仮称）」と学芸員とによる協働研究 

・市民協働による「三鷹まるごと博物館」HPの運営 

・市民に親しみ深い著名人を館長に任命 

・市民との協働による「みたか学講座」の企画・運営 

・小中学校における郷土史授業の充実―三鷹の文化・歴史に詳しい文化財市民協力員（仮称）

による出前授業 

・語り部のデータベース化とその活用 

＜市民と共に創り上げるアイデア例＞ 

・「三鷹のたから」の継続的な公募、市民との協働による選定 

・歴史的写真の公募、歴史にまつわるエピソードの投稿依頼 

 

 (4) 市民が主役となり､意欲的､継続的に取り組み発展できる文化･歴史事業の仕組みや運営の

検討･構築 

   文化・歴史事業に参加・協働する市民の興味､関心､モチベーション維持の必要条件は､①

「自己研鑽の機会になること」､②「知的な満足感を得られること」､③「人対人のコミュニ

ケーションの刺激があること」､④「適切なインセンティブがあること」と考える。市民が

主役となり事業に関わる中で､新たな三鷹の魅力に気づき､文化的・歴史的価値を学び､地域

に対する認識や地域の人々との交流も深まる。文化・歴史事業を市民協働で進めることで市

民の意識向上につながり、事業の推進役となることで文化・歴史事業の継続・発展に寄与す

ることになる。市民が主役と位置づけ、市民目線での､市民協働の仕組み・枠組みが必要だ

と考える。 

  更に、行政のかかわりはどうあるべきなのか？を､今後､市内成功例や他行政の実施例など

を深掘りしプロセスや要件を整理し提案に結び付けていく。 
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＜アイデア例＞ 

・「文化財市民協力員（仮称）」または「三鷹まるごと博物館市民協力員（仮称）」の認定制

度の新設 

・ボランティアグループの役割、権限、予算措置の見直しと再構築 

・市民によるボランティア活動へのポイント付与の制度化と拡大 
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コミュニティＧ 

人権・男女平等参画Ｇ 

平和・国際交流Ｇ 

ふれあいのまちづくり部会 
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部会  ふれあいのまちづくり部会 

グループ  コミュニティグループ 

政策テーマ  これから地域でつながりたいと思った人が、つながれる仕組みを創る 

基本計画体系  第８部 ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる 

第１ コミュニティの展開と協働のまちづくりの推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

コミュニティグループは、 

  ・既存の地域団体に関わる方 

  ・このマチコエが初めての市民参加による活動の方 

 と立場の違う方と協議を重ねてきた。 

また、グループの協議の場として 

 ・市内に７つあるコミュニティセンター 

 ・三鷹市市民協働センター 

 など既存の地域活動の拠点の現場も見てきた。 

三鷹で新しいことを始めよう、参加しようと思う方がどのくらいこの拠点に来ているのか。 

拠点を市が構えているということ自体、市民にどのくらい知られているのか。 

参加の一歩目はどこからなのか、を深める事の必要性からテーマを設定した。 

 

２ 現状の課題 

（1）これから地域で関わりたいと思った人が、どこで情報を得たらいいのか分からない。 

（2）気軽に立ち寄って、雑談を含めて自由に話し合えるふれあいの場が足りない。 

（3）新たに活動したいと思った人を支える仕組みが足りない。 

（4）既存の活動と関わりたいと思った人とのマッチングがうまくいっていない。 

 

３ 課題の解決策 

既存の地域団体が担っている活動を棚卸し、地域内の他団体と連携について協議 

  ・地域団体に関わりやすい「参加の一歩」を改めて可視化 

   （例：住み始めたばかり、子連れでも参加できるなど） 

  ・可視化した情報がどこでみることが出来るのか情報発信の仕組みづくり 

  ・自分に合うものが何か、相談できる窓口、担当者の発掘・育成 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

コミュニティ活動に関わったことがない方が何を求めているのかをまとめて、既存・これか

らの活動に生かす。 
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実施内容 

(1) シールアンケートの実施 

＜対象者＞ 

イベントへの参加者 

＜出展イベント＞ 

・西部地区住民協議会 令和４(2022)年 10 月 16 日 ミニ・コミュニティ運動会 【回答

数 94件】 

・鷹南野外映画祭 令和４(2022)年 10月 29日 【回答数 86件】 

 

(2) Webアンケートの実施 

  地域のつながりについての意識調査 【回答数 18件】（２月末時点） 

 ＜実施期間＞ 

  令和４(2022)年 12月～実施中 

 ＜対象者＞ 

 市民 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・ワクチン接種会場(元気創造プラザ１F） 

・マイナンバーカードセンター 

・三鷹市内店舗（理容室／美容室や飲食店など） 

・三鷹ネットワーク大学 メーリングリスト 

 

(3) 無作為抽出による座談会（ワークショップ） 

  令和５(2023)年２月５日実施 【参加者数 13名】 

  テーマ「「地域でのつながりやすさ」一緒に考えませんか」 

※マチコエメンバー内で下記を実施 

(1) コミュニティグループ向け webアンケート 令和４(2022)年４月 

(2) マチコエメンバー向け webアンケート 令和４(2022)年６月 

  ⇒(1)、(2)の合計 78件 

実施結果 

順次、分析を進めるが、シールアンケートを実施しての考察は下記の通り。 

・仮説としては、イベントに参加している人は、地域のつながりを求めているがきっかけが

ないのでは、と思って実施。 

・既につながりがある人が参加するイベントだった。特に住民協議会の取り組みでは強く感

じた。 

・鷹南野外映画祭は、会場の視認性が高いこともあり、通りがかりの外国人親子と話すこと

が出来た。潜在的につながりを求めている方に、活動している側がどうアプローチするの

か、既存の取り組みとは違う方法が必要だと感じた。 

 



126 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 既存の活動に関わっている市民 

 ・活動情報（人・モノ・金・イベント・地域の祭り）を知りたい人目線で見せる 

 ・新しい人が参加しやすい環境づくり 

  （開催時間・参加方法・否定されない等） 

 

(2) 三鷹市 

 ・上記を実現するために、活動を支える仕組みを創る 

  仕組みを創る前には、当事者となる市民のコエを反映させる 

 ・既存の情報発信のあり方を整理し、ふれやすい工夫を行う 

 

(3) 市民と行政との協働 

・これから活動しようとする市民を支える仕組みを創出する 

・マチコエ活動後が終わった後も市民と行政の協働によって市民の声を拾える機会を創出す

る 
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部会  ふれあいのまちづくり部会 

グループ  人権・男女平等参画グループ 

政策テーマ  わたしも、あなたも、みんな大切。 

“一人十色のかけがいのない個” を尊重しあう三鷹に 

基本計画体系  第１部 世界に開かれた 平和・人権のまちをつくる 

第２ 平和・人権施策の推進 

第３ 男女平等参画社会の実現 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

・三鷹でさえも生きづらさを感じるわたしやあなたがいるから、その思いをすくい取りたい。 

・今ある市民活動に更に人権の土台を敷いていきたい。人権の視点をもって今ある活動を眺め

られるようになってほしい。人権尊重を柱とした活動を。 

 

２ 現状の課題 

人権は自分事として捉えることが難しく、当事者の声や生きづらさが自身も周囲も気づかな

い現状がある。人権基本条例（仮称）が制定されるが、三鷹市民は「人権」をどのように捉え

られているのだろうか。どうすれば、自分も相手も尊重することができるのだろうか。 

 

３ 課題の解決策 

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 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

人権尊重を柱とした三鷹のまちにしていくため、以下の市民参加を実践し、まち（市民）の

声を聴いた。 

 実施内容 

(1) Webアンケートの実施 

① 人権に関するアンケート【回答数 107件】 

＜対象者＞ 

・マチコエメンバー 

・星マルシェに訪れた市民の方々 

・人権にかかわる活動をされている団体の方々 

・三鷹市民（市報を見た方、道行く方、メンバーの友人知人など 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

・環境キッズフェスタ 2022 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 
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・M-マルシェ（11月） 

・町会回覧板 

・市職員への周知 

② 小・中学校向けアンケート 

小・中学校の保護者・先生・子どもを対象に実施した。 

・小学校（子ども）へのアンケート【回答数】 

・小学校（先生）へのアンケート 【回答数】 

・小学校（保護者）へのアンケート【回答数】 

・中学校（子ども）へのアンケート【回答数】 

・中学校（先生）へのアンケート 【回答数】 

・中学校（保護者）へのアンケート【回答数】 

(2) 人権にかかわっている代表の方々へのヒアリング 

＜ヒアリング実施対象＞ 

・スペースはちのこ（令和４(2022)年６月 19日実施） 

・むうぷ舎中原（令和４(2022)年８月 18日実施） 

・夜まわり三鷹（令和４(2022)年 10月６日実施） 

・三鷹市人権条例を考える市民の会（令和４(2022)年５月 25日以降会に参加） 

(3) ワークショップの実施（まちづくり補助金事業） 

「一人十色をラップで会」主催事業の「ラップのリズムで自分を語ろう体験」において参加

者から声を聴いた。 

・令和５(2023)年１月 21日午前【参加者数 10人】 

・令和５(2023)年２月 18日午前【参加者数 13人】 

・令和５(2023)年２月 18日午後【参加者数 ９人】 

実施結果 

アンケート及びインタビューの結果から、市民は人権に対して認知や一定の関心があり、特

に身近な人がかかわる事柄に関して関心が高いことがわかった。また、人権が侵害されたと感

じた事柄に対しては、家族や友人に相談したり、相談を受けたりして自分達でも解決しようと

努力していることがうかがえた。一方、個別の人権問題に関して、それぞれ特徴的な課題も見

受けられた。市へは、学校や幼児期での人権教育や企業・市職員への教育研修、関連団体同士

や市との連携などへのニーズが高いことが確認できた。 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 「人権侵害」基準の明確化、見える化 

＜提案＞ 

「基本的人権の尊重」が日本国憲法で保障された権利としてあり、その権利を守るために

は、それが侵されているのではということを、自分で自分の状況が気づけるように、チェッ

クリストやチャートなどのようなもので測れるようにしていく。 
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・自分が置かれている状況をしるために：幼児向け、小学校低学年／高学年、中学生向け、

大人向け、等でわかりやすく設定 

・人権問題をしりながら、「自分の人権意識」などをチェックできるアプリ開発 

・人に対して差別を行っていないかのチェックリスト化（アンコンシャスバイアスなどを知

る） 

＜背景・課題＞ 

・人権は、”侵害がなされている”と自分自身が気づくことがなかなかできない。というの

も、侵害されている人が、往々にして社会の中で、貧困や情報弱者など立場的に弱い人で

あったりする。行政の施策は基本、自己申告のため、助けを求めている人にこそ、手が届

かない現状があるのが課題と考える。 

・学校での「いじめ」、職場での「いやがらせ」等の「あいまいな」言葉で、加害状況を覆

い隠すのではなく、それが、人を傷つける犯罪に近い行為であることを被害者、加害者と

もに認知させるための、人権被害の言葉の定義が必要である。 

・人権侵害の対応を曖昧な言葉でくるまない。よく、人権というと「思いやりを持って」、

「優しさで人を思う」という表現のみで締められることがあるが、確かに思いやりは大切

ではあるものの、そのような曖昧な言葉のみでは、人権侵害を解決できない。具体的な人

権侵害の要件などを明確にすべきである。 

 

(2) 人権の 119番―「誰も取り残さない」仕組みづくり 

＜提案＞ 

「誰も取り残さない」を具体的に落とし込み、有機的な施策に結びつける。ワンストップな

総合窓口設置など、関連部署への至急の共有化体制の構築 

・現在ある、官民のサポート事業の横の連帯プラス市民の有志の受け入れ機能 

・弁護士、人権擁護委員等の専門家とともに、「聴く」コミュニケーションなどの研修を受け

た市民などでサポート。 

・コールセンター的な機能として、各セクションの連絡先やマニュアルなども整備 

・外国籍の方に対しては、国際Ｇとの連携もある。 

・国の法的保障ある「同性婚」を進める後押しに、自治体ができるパートナーシップ制度は、

多様な性のあり方や人権が尊重され、未来に希望を持てる街づくりには欠かせない大変重要

な施策で、早急の導入を求めたい（東京都の自治体では、東京都の他、16区市の導入）。 

・LGBTQを理解し差別しないお店に共通の虹のステッカーを配り貼ってもらうなどの対応 

・従来からの施策における時代との整合性の確認、棚卸・リニューアル・統合 

・各施設のワンストップ予約システム（オンライン化などで使い易く） 

・行政の文書、案内板、広報などをわかりやすく。例：元号を使用しなければならないとして

も（）内でよいので西暦表記など、できることからスタート 

＜背景・課題＞ 

子ども、女性、老人、障がい者、ジェンダー、外国人など、三鷹で暮らす人々の「属性」に

よって（三鷹市役所や他公的機関）の各部門の担当が決まっている。属性によって固有の課題
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もあるが、それぞれの中で、貧困、差別等で福祉の網からの漏れるなどが見受けられており、

共通で、かつ、緊急性のある課題もある。 

アンケートの結果からも分かるように、多くの市民は自らの力で解決しようと努力している

ものの、公的支援を求めようとする人、また、そこへ繋げてあげようとする市民が、それらを

優先的・有機的に、迅速に結びつけられる機能と携わる人材育成が望まれている。 

 

(3) 三鷹市民の「自分ごと化」促進 

＜提案＞ 

国の教育にプラスして三鷹市独自の系統だった人権教育の実施（座学、フィールドワーク、

ボランティア体験等） 

・三鷹市市長、市職員も「三鷹市民としての自覚・公としての自覚」をもって、市民に率先し

て、人権の大切さを体感・認識し、市民と共同して人権教育・人材育成に携わってもらいた

い。 

・小・中学校での三鷹市独自の系統だった人権教育（ハンドブック、フィールドワーク等）を

行う。人権は、日本国憲法で「基本的人権として保障されていること」及び「国民は不断の

努力によって、これを保持しなければならない」ことを理解・推進できる人に育てる。 

・国立天文台の敷地での利用の方法として、東京都の特別支援学校を誘致することによって小

学校でのインクルーシブ教育の一環として人権教育に活かす。羽沢小学校、大沢小学校など

でのモデル校とリンクして実施。 

・「こころのモヤモヤを吐き出す体験」など、学校や放課後、タウンミーティングなどあらゆ

る場で実施 

・市内小学生、中学生を中心とした、若者ボランティア部活育成・参加の仕組みづくり（包括

的性教育、子どもの貧困、いじめ、ヤングケアラー、母子・父子家庭、老々介護、障がい者

との交流・サポート） 

・アンケートでも見えてきた、身近ではない人権問題への啓発（犯罪加害者等の人権、婚外子

や無国籍の人の人権、ホームレスの人権、アイヌの人々の人権、同和問題等）。 

・「思いやりを持って／優しさで人を思う」などの曖昧な言葉でくるまず、「いじめなどの防

止」「相手の気持ちになってみる体験」などを積極的に行う。 

・安全で安心して暮らせることが人権尊重としては基本的なことであるが、いざ戦争になると

一番なおざりになるのが人権である。戦争のない平和を積極的に推進していく三鷹市の姿勢

を世界に発信するためにも、人間の愚かさや残酷さ、戦争の現実を淡々と描く、自国の視点

を超えたアジア中心の「越境歴史博物館」を誘致し、アウシュビッツのように平和を愛し、

守りたい人々が世界から訪れ、学べる場を提供する。日本人は「臭い物に蓋をする」ことが

良いとされるが、先進諸国の観光客は「負の学び」をとても重要としている。訪問先に京都

と共にヒロシマを上げる人が多く、このような施設があることで、三鷹市も真の国際化を目

指す市となると思われる。 

 

(4) 人権基本条例制定の内容と制定後の評価制度の導入・・・三鷹市の魂とするために 

＜制定時に盛り込むべきと考える内容提案＞ 
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・不当な差別その他の人の人権問題を解消するための体制の整備 

・禁止規定 

・第三者機関の設置 

・第三者機関による救済手続き 

・勧告、命令、氏名公表 

・差別事象があった場合に市が批判声明を出す制度 

・差別についての実態調査 

・第三者機関による市への勧告の権限 

＜制定後の評価制度の導入の提案＞ 

アクションプラン制定→チェック体制→市民協働・評価（オンブズマン制度）→年次達成度

の発表等、市の政策の見える化。 

・男女平等参画活動もこの一環として取り入れる 

・―人権審議会などの設置。専門家、当事者、ケア団体代表や一般市民も参加。様々な視点で

の審議、評価・提言 

 ・従来からの施策の棚卸・リニューアル・統合・協力体制強化 

 ・市民活動などの新陳代謝・活性化（若い人・一般市民の参加の活性化） 

＜背景・課題＞ 

人権侵害問題の多くは、社会構造の中で生じてきており、社会として解決していくことが必

要である。私たち日本国民は、世界人権宣言、人権に関する諸条約及び日本国憲法の理念の下

に生活をしているにも関わらず、新聞、TVで取り上げられる差別事件が起きている。また、つ

い最近も国連人権委員会から数々の勧告が出ている。ここ数年に制定された地方自治体の「人

権条例」は、2016年に制定された「ヘイトスピーチ解消法」の付帯決議に盛り込まれた地方公

共団体の責務への期待を受け止めた条例作りに努力している。海で遮断された国で育まれた共

同体の文化は、理屈でわかっていても同調圧力が強く、差別が起こりやすい。また人間の生来

持っている「自己承認欲求」からも「差別」意識は、免れにくく、SNS 上の被害が生まれる。

だからこそ、「差別禁止」に対する項目を具体的に盛り込む、先駆的な三鷹市人権基本条例制

定を望む。 

また、時代の変化、人々の意識の変化、また、条例や規則などが形骸化されないように、市

民自らが「自分ごと化」として条例を育てていくため関与できる制度が必要である。 
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部会  ふれあいのまちづくり部会 

グループ  平和・国際交流グループ 

政策テーマ  多文化共生・ぬくもりの街 三鷹 

基本計画体系  第１部 世界に開かれた 平和・人権のまちをつくる 

第１ 国際化の推進 

第２ 平和・人権施策の推進 

 

１ 政策テーマとした背景・理由 

 従来から三鷹市が力を入れて取り組んでいる外国籍市民等の受入れについて、海外をベース

に持つ彼らの目線を大切にしながら、よりきめ細かく対応を充実させていく。 

併せて、平和を希求する我々市民が、長期的かつ広い視野を心掛けて、多文化間相互理解の

場の更なる創出を目指していく。その際、外国人をよりよく受入れることに加えて、三鷹市の

魅力をベースに市民が発信していく方向性も大事にすることで、相互理解の質的向上や対象

者・参加者の裾野の広がりにつなげていく。 

 

２ 現状の課題 

(1) 外国籍市民等との国際交流 

① 様々な外国籍市民等にとって、学ぶ機会は十分手の届くところにあるか。また、彼らに

接する機会が、一般市民にとって、遠すぎるものにはなってはいないか。 

② 平和について自ら考えると共に、世代を超えて伝え残していくことがおろそかになって

はいないか。また、平和の尊さを伝え、その学びを促進する一助となることができないか。 

 

(2) 海外への情報発信 

① 中期計画における国際化推進の主要事業として、「市民の国際理解意識」及び「多文化

共生」が言及されてはいるが、次の二つの視点はしっかり踏まえられ、また、それらをよ

り有効にする工夫がなされているか。 

  ・「10年 20年後を担う今の子供たちにとって」の視点、 

  ・「市民からの発信」の視点 

② 海外から見て魅力的な「三鷹市の特徴」として、特に注目すべきものは何か。 

  また、それらは長期的視点に立った具体的施策に落とし込まれているか。 

 

(3) 外国籍市民等への支援 

～外国籍市民等への支援を念頭に～ 

① 情報の伝達や共有に関して「市民一般」を対象とした場合と同等に「外国籍市民等」に

対しても、十分な配慮が行き届いたものになっているか。 

② 「市役所内の各部署各職員」にとっても、伝達や共有に不十分な点はないか。 

更に「市からの発信内容がどう受けとめられているか」、内容によっては「市民等の心

に響くものになっているか」という点まで意識されているか。 



135 

 

 

３ 課題の解決策 

(1) 外国籍市民等との国際交流 

～共助するコミュニティの形成/ブラッシュアップを念頭に～ 

① 外国籍市民等にとっても、また、一般市民にとっても、多文化間共生がより具体的で身

近なものになる為の場を提供していく。 

② 平和の文化醸成を促進する。 

 

(2) 海外への情報発信 

～次世代につながる長期的視点と、市民の力強い発信や海外との相互交流による三鷹らしい

特徴を発揮した国際交流の実現を念頭に～ 

① 年齢や国籍を問わず、多様なコエを継続的に丁寧に汲み取り、そのコエを４年毎のロー

リングのタイミングをとらえて長期ビジョンに反映させていく。 

② 具体化の端緒としては、市として注力しているオリパラホストタウン事業における「レ

ガシー創造」の深化に着目する。 

③ 長期的視点に立って、海外への発信や相互交流に基づく発展的推進をじっくりと検討す

る。なお、その方向付けに当たっては、「国際姉妹都市構想の可能性」等幾つかの具体的

テーマを設定し、継続的議論を促す。 

 

(3) 外国籍市民等への支援 

～外国籍市民等への必要十分な支援提供を念頭に～ 

① 外国籍市民等支援のレベルアップの為に、ワンストップ相談センターを設けるなり、或

いは、ソフト面での改善を実施することにより、ワンストップサービスを提供できるよう

にする。 

② 市の情報共有・情報伝達に関して、次の点から基礎的点検/見直を行う。 

   ・縦組織を補完する横串組織または横串機能 

   ・平和/国際交流へのウエイト付け再考と臨機応変な人的配置を促進する構造改善の検討 

(参考：ダイバーシティー課の検討) 

 

４ 市民参加の実践 

  政策提案に向けて、市民参加の実践（まちの声を聴く活動）を行い、市民等から様々な意見

やアイデアを求めた。 

目的 

20 年、30 年後の未来のために今をみつめるため、親子、子ども、学生といった未来の担い

手の視点や三鷹で働いている外国人の視点など、多様な人たちから多様な意見を聞くために、

以下の市民参加を実践し、まち（市民）の声を聴いた。 

 

 実施内容 

(1) シールアンケートの実施 
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  ９月 27 日に行われた三鷹国際交流フェスティバルにおいて、日本人、外国人向けの国際

交流に関するシールアンケート＆インタビューを実施した。 

 ＜対象者＞ 

  イベントへの参加者（日本人・外国人） 

＜出展イベント＞ 

 三鷹国際交流フェスティバル 令和４年(2022)９月 27日 【回答数 153件】 

 

(2) Webアンケートの実施 

① 平和・国際交流に関するアンケート【回答 160 件】 

外国人を含めた市民を対象に実施した。 

＜チラシ配布、実施場所＞ 

  ・鷹南野外映画祭 

・環境キッズフェスタ 2022 

・三鷹市図書館（分館含む５館） 

・MISHOP 

・国際基督教大学 

・アジアアフリカ語学院 

・三鷹市役所 

・M-マルシェ（11月） 

・町会回覧板 

・市職員への周知 

② 小・中学校向けアンケート 

小・中学校の保護者・先生・子どもを対象に実施した。 

・小学校（子ども）へのアンケート【回答数】 

・小学校（先生）へのアンケート 【回答数】 

・小学校（保護者）へのアンケート【回答数】 

・中学校（子ども）へのアンケート【回答数】 

・中学校（先生）へのアンケート 【回答数】 

・中学校（保護者）へのアンケート【回答数】 

 

(3) タウンミーティングの実施 

様々な場所で多様な対象者に声を聴いた。 

・国際結婚者向け【参加者数 ５人】 @Machikoe（令和４(2022)年３月６日） 

・日本人市民向け【参加者数 ３人】 @井の頭１丁目 日曜カフェ（令和４(2022)年５月 29

日） 

・留学生向け【参加者数 ７人】 @Machikoe（令和４(2022)年６月 24日） 

・商業者向け【参加者数 ３人】 @インド料理 ネパール料理 DEVI（令和４(2022)年 11月

27日） 
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(4) ワークショップの実施 

令和５年５月実施予定 

実施結果 

現在、実施中のものが終わり次第、分析を実施予定。 

 

 

５ 政策提案 

  現状の課題や「まちの声」を踏まえ、グループとして以下の提案を行う。 

(1) 身近で文化や言葉を学べる機会の拡充・多文化間相互理解を幅広く進められる場の創出 

  ＜目的＞ 

  外国籍市民等が身近で日本文化や言葉を学ぶ機会や日本人の市民が身近に国際交流に参画で

きる場を更に増やすことで相互理解が深まり、共助するコミュニティが形成されることを目指

す。 

＜内容＞ 

多種多様な形で、下記に例示するような場の設定を検討する。 

・MISHOP のフェスティバルのような年単位のイベントはあるが、国籍を問わず市民同士の交

流や継続的なつながりを創出する機会は必ずしも多くない。MISHOP の活動の大きな方向性

や財源を改めて見直し、市民同士が身近に学び合い、継続的に交流できる場をつくる。 

・交通の便のよい場所に、市またはこれに準ずる NPO などが経営する複数の「文化交流カフ

ェ」を設置し、外国人をターゲットに、ゆるい形の日本語学習や文化交流、困りごと相談

の場等を提供する。原則として市の予算で運営し、軽い飲料や、ボランティア提供のお国

料理などをほぼ無償に近い価格で提供する。 

＜効果＞ 

共助コミュニティが形成されることによって、外国籍市民等が身近で日本文化や言葉を学ぶ

機会や日本人の市民が身近に国際交流に参画できる場が増え、平和の文化が醸成される。 

 

(2) 次世代につながる三鷹らしさを発揮した海外への情報発信・相互交流 

＜目的＞ 

 次世代につながる長期的視点に立ち、市民の力強い発信や、海外との相互交流など三鷹らしい

特徴を発揮した国際交流を推進する。 

＜内容＞ 

・海外からの人・スポーツ・文化の受入れに加えて、海外への発信や相互交流に幅を広げるこ

とにより、より多くの三鷹市民にとって、海外に眼を向ける機会の拡大につなげる。 

・より具体的には、共有する方向付けのシンボルとして「国際姉妹都市構想」の可能性を検討

し、その検討経過や結果を踏まえながらローリングのタイミングに合わせて可能性を判断し、

状況次第では具体的な実現に向けてのトライアルを実施する。更にそのトライアルを活用し

て、海外への発信や相互交流の幅を広げ、三鷹らしさを追及する。 
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   なお、「三鷹らしさ」には様々なアプローチがあると考えられるが、特定分野において世界

的にアピールしうる主要例として次の３点を挙げる。 

① 市民参加のまちづくり：50年前にドイツに学んだ。今では立場が変わって、イエメンや

アフリカ諸国などにむしろ三鷹から発信する機会に恵まれるようになっている 

② 世界に通じる文化的資産：ジブリ美術館に代表されるアニメ文化 

③ 同上：国立天文台三鷹キャンパス：ハワイにすばる望遠鏡を持ち、また、チリのアルマ

望遠鏡については東アジアを代表してその建設・運用窓口となるなど世界規模で活動して

いる。 

＜懸念及び対策として取組む工夫＞ 

① 懸念 

20 万人都市の予算規模を踏まえ、「国際姉妹都市構想」の検討をするに当たり、過大な予

算にならないようにする必要がある。 

② 対策として取組むべき工夫 

海外発信希望者に派遣等の海外アクセスを可能にさせるに当たっては、限度があるのは自

明であり、三鷹市独自の基準を設けて、対象者の「絞込み」、「選考」を行う。 

但し、単なる学力基準の選考を行うのではなく、レガシー方針の趣旨を十分に踏まえて、

「ボランティアマインド」・「障がい者理解等に関する幅広い研究や学習への支援」、「児童養

護施設(朝陽学園)対象の海外体験（福祉部門との連携）」等に絞り込み、その中で必要に応

じて選考を実施することとする。 

なお、チリつながりであることから、同国のアルマ望遠鏡に関する事項もきちんと盛り込

み、長期的な関係構築の中での運営に繋げることが望ましいと考える。 

幅広い可能性の中から、上記に例述する様な方法で、三鷹市の特徴が発揮される絞り込み

をすることにより、海外とのアクセスにおいて、コスト高が懸念される派遣という形を含め

ても、一定のコストの範囲に収まるように工夫する。 

IT技術を活用することにより、リモートによる交流と直接の交流を組み合わせ、大幅なコ

スト削減と活動対象の拡大の両立につなげる。 

＜効果＞ 

長期的視点に立って国際交流を積み重ねることにより、市民の国際的知見を高め、広く世界各

地との相互理解や認識を深めることにつながる。 

 

 

(3) 外国籍市民等への必要十分な支援の提供 

＜目的＞ 

外国籍市民等への必要十分な支援の提供をすることで、安心・安全な生活ができるようになる。 

＜内容＞ 

 ① 外国籍市民支援の為のワンストップ相談センター、或いは、ワンストップサービスの提供 

 ② 市からの情報伝達や情報共有に関して次のポイントを点検し、「縦社会偏重傾向」が見ら

れるようであれば組織面での改善を図る。 
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・「外国籍市民等」に対しても、「市民一般」を対象とした場合と同等な、ないしは、相応の

配慮が行き届いた「伝達・共有」になっていること。 

  ・「市役所内の各部署各職員」にとっても、「伝達・共有」に過不足がないこと。 

・「伝達・共有」から更に一歩進めて、市からの発信内容が市民にどう受けとめられ、市民

等の心に響くものになっているかまで、可能な限り把握すること。 

・平和/国際交流へのウエイト付けの再考（行政ニーズ増加への対応）の必要性 

・臨機応変な人的配置を促進する構造改善の必要性（参考：ダイバーシティー課の検討） 

＜説明及び留意事項＞ 

 ① 留学生の声を直接聞いてみると、「市の情報が必ずしも十分には彼らに届いていない」、

「住居選びで外国人ゆえに拒否される」など、外国人であることによる不便や困りごとは三

鷹で暮らすに当たり切実である。また、市役所職員や公的な施設で対応する人たちが、外国

人住民への対応に慣れているとも限らない。 

   海外に広く門戸を開き、ぬくもりを感じてもらうことを目指すに当たっては、多言語情報

提供を突破口にしながらそこに留まることなく、「一元的に情報集約が可能なワンストップ

相談センター体制」（多文化共生センター？）の構築、或いは、「市役所内の情報共有化がな

されたワンストップ相談サービス」の提供が急務であると考える。その際、サービスの提供

内容についても SNS での発信や既存の国や東京都等の有用なサービスへのリンクも必須とな

ろう。 

また、市役所職員等に対して、外国人住民対応のための研修の実施や、MISHOP等の外部機

関を含めた市役所内のデータ整備(外国人相談統計等)も併せて必要と考えられる。加えて、

住民にとって身近な自治組織(コミュニティセンター等)との連携も、きめ細かい対応の充実

に大きな力になりうると思われる。 

 ② 組織面での改善として「横串組織ないしは横串機能」の導入検討を次の２種類の業務につ

いて行う。 

  ａ 長期的視点の必要性と幅の広い複数部署との関係性を持つ為、横串が有効と考えられる

政策業務（業務例：企画、国際化等） 

  ｂ 日常の業務に於いて、大方の個別部署毎での発生頻度は高くないが、一方で様々な部署

で発生する可能性があり、かつ高い専門性がその部署で要求される業務（業務例：広報、

ＤＸ等（当該業務については、部署間横断的な立場から個別部署をサポートする機能が

期待される。また、各種調整により要員総数としては増やさないことが望ましい。）） 

＜効果＞ 

 ① 限られた予算の中で、外国籍市民に対する「ぬくもりある街」となっていく為の基礎をし

っかりさせること、具体的には、次の点が期待できる。 

  ・市が外国籍市民に提供するサービスの認知度の低さの改善 

  ・一元的な相談体制による利便性の飛躍的向上 

 ②  直接的な具体例として、以下の効果が期待される。 

・外国籍市民から受けた「要望、困りごと、不満等の過去３年間の件数」について企画経営

課に尋ねたところ、各年とも件数はゼロとのことであった。一方 MISHOP によれば、相談

件数は把握していないものの、日常的に相談の多い内容はある程度把握しているとのこと
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であった。大枠を設計する企画経営課と日々の実務を担当する(外部組織の)MISHOPの間で、

国際交流に関わる横串機能を工夫することで、両者間のギャップ解消が期待される（企画、

国際化…ａタイプの業務）。 

・オリパラホストタウン事業においては、来日選手/関係者と市民の間で、多くのかかわり

が生じており、市の広報誌等でも伝えられているところである。但し、その内容は事実の

記載や記録の域を出ていない場合が多いと感じられる。スポーツ推進課の担当者から話を

聞く限り、そこにたくさんの感動のエピソードが隠れていることに気付かされた。 

せっかくのこの感動は、納税者である市民にももっと広く伝えられることが望まれるとこ

ろである。予算の制約もあろうが、横串機能の視点から、専門的業務ノウハウ（広報）を

複数の部署に適時的確に活用しやすくすることにより、市民に対するよりよい行政サービ

スに繋がることが期待できる（広報…ｂタイプの業務）。 

・ウクライナ避難民の受入れについて、三鷹市が全国でもトップクラスの受入れ対応をした

ことは、三鷹市民としても誇らしいことである。担当した、企画部及び MISHOPの対応は、

大いに賞賛されるべきものと思われる。但し、本件に関わる三鷹市の広報活動は、個人的

には接する機会が極めて少なかったという印象である。実際、三鷹市によるウクライナ避

難民受入れについて初めて知ったのは NHKニュースを通じてであった。 

本件についても納税者である市民への広報について、積極的に行われてよいと考えられる

し、寧ろ納税者に対する義務でもあると思われる（保険や税金の特別免除も避難民には税

金を財源に実施している、広報…ｂタイプの業務）。 

・上記のオリパラ及びウクライナに関する二例については、前者を担当したスポーツ推進課

にしても、後者を担当した企画部にしても、部署のカバー領域を精一杯広げる形で、前者

におけるホストタウン事業としての「チリ文化紹介」や「チリとの交流」、また、後者に

おける人道支援活動を扱う中で、「広報」まで十分にカバーする余力はなかったとしても

やむを得ない側面があったと考えられる。その意味でも、横串組織が機能して、適時的確

な調整のなされることが望まれるところである。 


