
【日時】 令和3年5月21日(金)　午前10時30分から

【場所】 三鷹市役所3階　議場棟　協議会室

（案）

令和3年第２回市議会定例会前の記者会見

三鷹市



水野泰孝医師が「三鷹市感染症対策アドバイザー」に就任

デリバリー三鷹の学生スタッフが市内を巡り、
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「三鷹駅前地区再開発事業コンセプトブック」が完成
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建築家の隈研吾氏が三鷹市の「都市デザインアドバイザー（仮称）」に



【添付資料】

1 　令和３年第２回市議会定例会提出議案概要

2 　令和３年度一般会計補正予算案総括表
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１ 事業の目的 

新型コロナウイルス感染症の影響により社会・経済活動の停滞が懸念される中、行政として

感染症対策を徹底しながら、関係機関・団体等と連携して、まちの活性化に向けて取り組んで

いくことが必要です。 

三鷹市では、これまでの感染症対策を再点検するため、複数のメディアに出演され、感染症

対策に対する的確なコメントで知られる、感染症対策の専門家である水野泰孝医師の協力を得

て、４月 24 日・25 日に市内公共施設や飲食店計 8 カ所を訪問しました。その様子は、専門家

の視点による感染症対策のポイントとして動画に取りまとめ、５月 14日から YouTubeに公開し

ています（下記参照）。 

同感染症は、国内での感染拡大から 1 年以上が経過し、対策の中に潜むリスクや実は効果が

低い対策など、時間の経過とともに様々なことが分かってきています。そこで三鷹市では、今

後、市が実施する様々な取り組みの中で、専門家から適宜、指導・助言を受けられるよう新た

に「三鷹市感染症対策アドバイザー」を設置しました。 

 

２ 三鷹市感染症対策アドバイザー 

グローバルヘルスケアクリニック院長 水野 泰孝（みずの・やすたか）医師 

（日本感染症学会評議員。日本感染症学会指導医・専門医の認定資格等を保有） 

委嘱日：５月 15日 

 

３ 配信中の動画 

 ・タイトル：「水野泰孝医師に聞く感染症対策のアップデート」 

 ・訪問箇所：三鷹図書館（本館）、市立あけぼの保育園、東多世代交流センター、三鷹市芸術文

化センター、連雀コミュニティ・センター、三鷹駅前市政窓口、パブ レイ、季寄

せ蕎麦「柏や」 

 ・YouTube「三鷹市公式動画チャンネル」で５月 14日から配信中 

 

 

 

 

 

 

４ 専門家（水野泰孝医師）の助言を踏まえた対策の強化 

 ・非接触型検温機器の設置 ・自動水栓への交換 ・アクリル板の高さ変更 

 ・ＣＯ₂センサー・サーキュレーターの設置 ・消毒液の増設 

 

５ 経費（当初予算） 

  既定予算、流用、予備費充当により予算措置する。 

１ 水野泰孝医師が「三鷹市感染症対策アドバイザー」に就任 

【担 当】 企画部企画経営課・健康福祉部健康推進課  電話：0422-45-1151内線 2102 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

  飲食店における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を徹底するため、市内の飲食店へ

啓発品やマスク、アルコール消毒液を配布しています。 

  メッセージカードとマスク、アルコール消毒液の配布は、「デリバリー三鷹」の配達の仕組み

を活用しています。配達スタッフは収入が減少するなどした学生が担っており、市内の飲食店

に対し「デリバリー三鷹」の周知を図る機会となっています。 

 

２ 事業内容 

４月 29日から配布を開始しましたが、緊急事態宣言を受け休業中の店舗も多いため、６月以

降も引き続き配布を行う予定です。 

 市内飲食店への配布は、デリバリー三鷹の学生スタッフ約 30人が担っています。 

(1) 配布対象 

市内の全飲食店、約 400店舗 

 (2) 配布物 

・不織布マスク（個包装）50枚（お客様のマスクが食事中に汚れたなどの理由で、替えのマ

スクが必要になった場合にお渡しする目的で配布しています。） 

・メッセージカード 100枚 

・手指用アルコール消毒液１ℓ１本 

・ステッカー５枚 

   

【メッセージカード・ステッカーイメージ】 

 

 

３ 経費（当初予算・予備費充当） 

【歳出】飲食店等感染防止対策事業費  2,503千円 

２ デリバリー三鷹の学生スタッフが市内を巡り、 

感染拡大防止対策グッズを配布 
 

【担 当】 生活環境部生活経済課    電話：0422-45-1151内線 2501 

【マスク・アルコール・メッセージカード写真】 
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１ 事業概要 

令和３年５月 20日（木）から開始した新型コロナウイルスのワクチン接種に向けて、三鷹市

では「広報みたか」や市ホームページ等で情報発信を行ってきましたが、６月以降、会話ツー

ルのチャットボットを活用し、知りたい情報を、知りたいときに、会話形式で回答できるサー

ビスを導入します。 

 

２ サービス内容 

(1) 運用開始日 

６月１日（火）午前９時 

(2) 利用方法 

① 市ホームページの重要なお知らせ「新型コロナワクチン接種に関するお知らせ」にアクセ

スします。 

URL：https://www.city.mitaka.lg.jp/c_anzen/090/090417.html 

② 画面右下に表示されるアイコンをクリックします。 

③ 会話画面が開かれるので、ワクチン接種に関する質問を入力します。 

④ 質問に対する回答が表示されます。 

(3) 運用時間 

24時間 365日（メンテナンス時を除く） 

(4) 対応言語 

日本語 

 

３ 経費（当初予算計上額） 

【歳出】新型コロナウイルスワクチン接種事業費  217千円 

 

３ ワクチン接種チャットボットを導入 

|～場所や時間を選ばない問い合わせに対応～| 

 

【担 当】 健康福祉部三鷹市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部事務局 

  電話：0422-45-1151内線 4200 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

三鷹市では、“百年の森”構想と“子どもの森（仮称）”について多くの方に知っていただけ

るよう、冊子「“百年の森”のまちづくり（三鷹駅前再開発事業コンセプトブック）」を３月に

作成しました。この冊子では、“子どもの森（仮称）”を中心とした三鷹駅前地区の今後のまち

づくりのコンセプトである“百年の森”の構想や駅前再開発事業の概要等についてまとめてい

ます。 

三鷹市では、市全体を緑あふれるまちとするために、この冊子で次の３つの段階を踏みなが

ら、まちづくりを進めていく考え方を示しています。 

フェーズ１ “子どもの森（仮称）”をつくる 

フェーズ２ 三鷹駅前地区の緑をだんだん増やしていく 

フェーズ３ 緑をつないで市全体を「緑のまち」にする 

なお、本冊子は、この考え方を多くの方に知っていただけるよう、イラストを多く使用し、

できるだけ分かりやすいものとして作成しています。 

また、“子どもの森（仮称）”については、令和元年度に「広報みたか」や「第４次三鷹市基

本計画（第２次改定）」等でイメージコンセプトを公表し、地権者をはじめ、多くの市民から多

様なご意見をいただきました。冊子では、いただいたアイデアや市がこれまで検討してきた内

容を例示し、イメージコンセプトや寄せられたご意見についても紹介しています。 

 

２ 事業の背景 

三鷹駅前地区は、市の玄関口にふさわしい安全で快適な都市空間の創出と防災空間の確保、

交通機能の充実や商業の中心としての活性化が期待されています。市は、平成 28年度に、三鷹

駅前地区のまちづくりに関する基本的な方向を示す「三鷹駅前地区再開発基本計画 2022」を策

定しており、本計画の中で三鷹駅前南口中央通り東地区再開発事業を重点事業に位置付けてい

ます。 

三鷹駅南口中央通り東地区再開発事業では、「三鷹らしい、魅力・活力のある駅前、全市民が

行きたくなるような駅前空間」の創出を目指し、駅前が活性化の拠点として多くの市民が集ま

り、特に、子どもの笑顔と夢であふれる楽しい空間となるよう、“子どもの森（仮称）”の実現

に向けた検討を進めています。なお、本再開発事業については、早期事業化に向け、令和３年

度に地権者からの意見を反映した市の方針（事業区域、施設機能、施設配置等を示すもの）と

して、「三鷹駅前再開発に関する基本プラン（仮称）」を策定し、令和５年度の都市計画決定を

目指します。 

 

３ 今後の予定など 

冊子は５月 20日から市のホームページに掲載しているほか、図書館、市政窓口、各コミュニ

ティ・センターなどの公共施設で入手することができます。今後はこの冊子を、意見をいただ

くためのツールとして活用し、引き続き駅前再開発事業の検討を進めていきます。 

 

 

 

４ 「三鷹駅前地区再開発事業コンセプトブック」が完成 

|～“子どもの森（仮称）”からはじまる“百年の森”のまちづくり～ 

 

 

 

【担 当】 都市再生部再開発課  電話：0422-45-1151内線 2401 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

新たな緑の拠点となる三鷹駅前の「子どもの森（仮称）」をはじめ、市内にある様々な緑地・

里・樹林・農地等をつなぎ、緑の連続空間を創出することにより、市全体を「緑のまち」とす

る“百年の森”構想の実現に向け、「都市デザインアドバイザー（仮称）」を設置します。 

アドバイザーには、緑と調和した建築物を設計することで知られ、日本を代表する建築家で

ある隈研吾氏に就任を依頼し、適宜、助言等を得ながら魅力的なまちづくりを進めていきます。 

市内では、高度経済成長期に整備された公共施設や住宅などが更新期を迎えており、新たな

都市空間を創造していく転換期にあります。単純に建替えるのではなく、緑や空地の創出と一

体となった建物整備を行い、緑の街並みを創出するためには、市民及び事業者と「緑の都市空

間」の都市デザインについて、より具体的なイメージを共有することが不可欠です。そこで、

隈研吾氏より、緑を基調とした都市デザインに関する助言等を得ながら、市民及び事業者と「緑

の都市空間」というコンセプトを共有し、地域特性に応じた「エリアマネジメント」を進める

ことで、市が目指す「緑と水の公園都市」を基礎とした魅力的なまちづくりに取り組みます。 

 

２ 事業内容（予定） 

令和３年度は、市が目指す「緑と水の公園都市」や「都市空間デザイン」などをテーマに、

市長と隈研吾氏による対談を実施し、その模様を動画で配信します。また、隈研吾氏からまち

づくりの助言等をいただく予定です。この取り組みは、令和４年度以降のまちづくりにも反映

していきます。 

 

３ スケジュール（予定） 

令和３年７月      都市デザインアドバイザー（仮称）就任 

〃 ８月～10月  市長との対談及びその動画を配信 

その他、適宜助言等をいただく。 

 

４ 隈研吾氏について 

   東京大学大学院建築学専攻を修了後、コロンビア大学客員研究員を

経て、1990年に隈研吾建築都市設計事務所を設立し、現在は東京大学

の特別教授・名誉教授も務めています。これまで数多くの国々で建築

の設計を行い、日本建築学学会賞ほか、国内外で様々な賞を受賞し、

東京オリンピック･パラリンピックのメインスタジアムとなる新国立

競技場の設計を手掛けた世界的に注目される建築家です。三鷹市にお

いては、国際基督教大学(ICU)の体育施設や新校舎を設計しています。 

 

５ 経費（補正予算計上額） 

(1) 【歳出】動画作成委託料   1,864千円 

(2) 【歳出】アドバイザー等謝礼    90千円 

５ 建築家の隈研吾氏が三鷹市の「都市デザインアドバイザー（仮称）」に 

補正予算 

Photo(c)J.C.Carbonne 

【担 当】 都市再生部まちづくり推進課  電話：0422-45-1151内線 2400 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

洪水に備える避難行動の基本は、自宅や自宅周辺地域の浸水リスクを認識し、自らの判断で

早めに避難行動をとることが重要になります。 

令和元年 10 月に台風第 19 号が上陸した際には、市内の野川の水位が高まったことから、市

内初となる避難所を開設し、約 600人の避難者が来所しました。 

これを踏まえ、令和２年度には、市独自に河川カメラ及び水位計を野川に設置し、避難行動

をとる際の参考となる情報を容易に確認できる三鷹市河川防災情報のホームページとあわせて

今年４月 28日から一般公開しています。 

本格的な雨季を迎えるにあたり、継続して河川情報のモニタリングを行い、地域住民の方に

対して適時適切な避難行動を促していきます。 

 

２ 設置した河川カメラ及び水位計の概要 

 (1) 観測地点  三鷹市大沢二丁目 17番 相曽浦橋 

 (2) 観測間隔  10分間隔 

 (3) 電源    ソーラーパネル及びバッテリー 

        （無日照で連続５日間稼働が可能） 

 

３ 三鷹市河川防災情報のホームページについて 

ホームページの表示は、見やすく感覚的に操作でき、必要な情報をいち早く得ることができ

る構成にしたほか、市独自の河川カメラ及び水位計の情報に加えて、東京都が設置している水

位計の情報も表示しています。 

６ 河川モニタリングシステムを野川に導入 

|～画像と水位情報の提供で地域の方の避難行動を促します～| 

 

【担 当】 総務部防災課  電話：0422-45-1151内線 4500 

 
   河川カメラと水位計（相曽浦橋） 

 
三鷹市河川防災情報ホームページ 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

三鷹の森ジブリ美術館（三鷹市立アニメーション美術館）は、世界中の方から愛されるスタ

ジオジブリのアニメーションの世界観を体験できる美術館として、平成 13（2001）年 10 月の

開館以来、多くの来館者に笑顔と感動を届ける運営を続けてきました。しかし、令和２年２月

以降の新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館や入館人数制限により、入館料収入の大幅

な減や大規模修繕を目的とした積立金の臨時とりくずしなど、施設の運営と今後の計画的な維

持保全に大きな影響が生じています。そこで、新たに市内外からのふるさと納税を活用した運

営支援交付金の仕組みを構築し、美術館の持続可能な施設運営を支援します。 

また、三鷹の森ジブリ美術館の開館を記念してスタジオジブリの宮崎駿氏が描いた三鷹のキ

ャラクター「Poki（ポキ）」が、令和３年度に生誕 20 周年を迎えることから、これを契機とし

て、市民生活のさまざまな場面での活用（ポキの活躍）を促進します。 

 

２ 事業内容 

 (1) ふるさと納税を活用した三鷹の森ジブリ美術館の運営支援 

三鷹の森ジブリ美術館（三鷹市立アニメーション美術館）について、今後の大規模修繕を

見据えて、新たに市内外からのふるさと納税を活用した運営支援交付金の仕組みを構築し、

指定管理者による持続可能な運営を支援します。寄附をいただいた方には、三鷹の森ジブリ

美術館からのお礼のカードをお送りします。 

  ・交付金の対象団体：公益財団法人徳間記念アニメーション文化財団（指定管理者） 

・寄附の目標額：10,000千円 

 (2) 三鷹のキャラクター「Poki（ポキ）」の活用促進 

三鷹の森ジブリ美術館の開館を記念してスタジオジブリの宮崎駿氏が描いた三鷹のキャラ

クター「Poki（ポキ）」の生誕 20 周年を契機として、ホームページからの壁紙や待ち受け画

面のダウンロード、市の広報媒体や啓発品での活用など、市民生活のさまざまな場面での活

用を促進し、改めてポキの魅力を広く発信します。 

 

３ 経費（補正予算計上額） 

 (1) 三鷹の森ジブリ美術館の運営支援 

   【歳入】寄附金      10,000千円 

   【歳出】運営支援交付金  8,340千円 

       事務経費     1,660千円 

 (2) ポキの活用促進 

   【歳出】業務委託料      655千円 

 

 

 

７ ふるさと納税を活用した三鷹の森ジブリ美術館の運営支援と 

三鷹のキャラクター「Poki（ポキ）」の活用促進 
 

三鷹の森ジブリ美術館の運営支援・ポキの活用促進について 

【担 当】 スポーツと文化部芸術文化課  電話：0422-45-1151内線 2901 

ふるさと納税について 

【担 当】 企画部企画経営課       電話：0422-45-1151内線 2110 

 

補正予算 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

一人ひとりの理解状況や能力・適性に合わせた、真に一人ひとりが大切にされる学び（個別

最適化された学び）の実現に向けた取り組みの一つとして、１月に児童・生徒１人１台の学習

用タブレット端末を整備し、授業や端末の持ち帰りによる家庭学習において、学習支援クラウ

ドサービスやドリル型教材の活用を図ってきたところです。 

これらの取り組みに加え、家庭との連携を強化するため、新たに保護者、児童・生徒、教員

が便利に活用できる３種類のアプリを提供し、学習用タブレット端末のさらなる効果的な活用

を進めます。 

 

２ 事業内容 

 (1) 保護者向けのアプリ「保護者連絡帳」の提供 

学校から保護者宛ての連絡や文書などを学習用タブレット端末上で確認できる機能を備え、 

今後、スマートフォンでも利用できるよう準備を進めています。例えば、これまで紙で行っ 

ていた学校から保護者へのアンケートやこれまで連絡帳で行っていた学校への欠席連絡が学 

習用タブレット端末で簡単に行うことができるようになります。また、学校からの「学級だ   

より」などの文書を学習用タブレット端末で確認できるようになります。 

(2) 児童・生徒向けのアプリ「学習帳」の提供 

児童・生徒が自らの学びの状況などを学習用タブレット端末上で確認できる機能を備えて

います。例えば、配信された動画教材などを子どもが活用して学習することができ、その履

歴も確認できるようになります。 

(3) 教員向けのアプリ「ポータブル」の提供 

教員が、児童・生徒の学びの状況などを学習用タブレット端末上で確認できる機能を備え

ています。例えば、授業中の気づきや発言回数、指導の記録ができるようになります。 

 

３ スケジュール 

令和３年５月 ・保護者用アプリでの欠席連絡、健康観察の開始 

 

令和３年度中 

（予定） 

・保護者用アプリでの学校からの連絡内容確認（アンケート

など）、学校からの文書確認（学級だよりなど）の開始 

 

・児童・生徒用アプリでの学習教材の受け渡し、授業理解度

の自己評価、アンケートの開始 

 

・教員用アプリでの児童・生徒の学びの状況の確認の開始 

 

４ 経費 

  本事業は、校務支援システムの事業者（株式会社両備システムズ）と三鷹市教育委員会との 

間で協定を結び、共同で開発しているため、市の費用負担はありません。 

８ 学習用タブレット端末のさらなる効果的な活用 

～家庭との連携強化に向けた３種類のアプリの提供～ 

【担 当】 教育部総務課  電話：0422-45-1151内線 3251 
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