（案）
令和3年第4回市議会定例会前の記者会見

【日時】 令和3年11月22日(月)
【場所】 三鷹市役所3階

議場棟

三鷹市

午後２時から
協議会室
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補正予算

１

新型コロナウイルスワクチン
追加接種（３回目接種）を 12 月から開始

１

事業概要
国から追加接種（３回目接種）に関する方針が示されたことから、12 月より順次追加接種を
開始します。
また、追加接種を円滑に進めるため、実施方針・方法やスケジュール等を定めた「三鷹市新
型コロナウイルスワクチン追加接種（３回目接種）実施計画」を策定しました。

２

追加接種（３回目接種）実施計画の主な内容
(1) 対象者
２回目接種を終了した者のうち、18 歳以上で原則８カ月以上経過した者
(2) 接種券の発送
令和３年 11 月 19 日（金）から順次発送予定
(3) 接種開始時期
令和３年 12 月（医療従事者等：12 月接種対象者約 2,200 人）
(4) 接種見込数
約 140,000 人（２回目接種者のうち、18 歳以上の接種対象者全員）
(5) 接種体制
集団接種と個別接種を組み合わせて実施
集団接種：令和４年２月 10 日から三鷹中央防災公園・元気創造プラザで開始予定
個別接種：令和４年２月１日から市内個別医療機関で開始予定
(6) その他
今後、国の通知や接種状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを図る
〇 現時点でのスケジュール

２回目接種月
３回目接種月（８カ月後）

3・4 月

５月

６月

７月

８月

９月

10 月

11 月

12 月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

接種対象者（約 140,000 人） 約 2,000 人 約 3,000 人 約 11,000 人 約 46,000 人 約 31,000 人 約 22,000 人 約 20,000 人 約 5,000 人
接種券送付

11 月下旬

12 月下旬

接種が可能となる概ね２週間前を目途に月３回程度に分けて発送予定

接 医療従事者・高齢者施設
種
一般接種（65 歳以上）
時
期 一般接種（64 歳以下）

３

経費（11 月 11 日臨時会

補正予算計上額）

【歳入】国庫支出金 310,584 千円（第９号）
【歳出】新型コロナウイルスワクチン接種事業費 310,584 千円（第９号）

【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 4291
１

補正予算

２
１

市税等の「キャッシュレス納付システム」の導入

事業の目的、趣旨、経過など
新型コロナウイルス感染症対策及び市民の利便性向上のため、市税等の納付について、スマ
ートフォンアプリを利用したバーコード読み取りによる「キャッシュレス納付システム」を令
和４年４月から導入するための準備に着手します。
これにより、市税に加えて保育料や学童保育所育成料等もキャッシュレス納付が可能となり、
感染リスクの軽減と市民サービスのさらなる向上を図ります。
市税のキャッシュレス納付については、現在東京都 26 市のうち、三鷹市を除く 14 市が導入
していますが、保育料等のキャッシュレス納付ができるのは５市のみです（令和３年 11 月 19
日現在）。

２

利用できるキャッシュレス納付
PayPay、LINEPay、auPAY、ゆうちょ Pay、PayＢ、J-Ⅽoin、
楽天銀行コンビニ支払サービス

３

キャッシュレス納付が可能となる市税等
・市税、国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料、介護保険料
・学童保育所育成料、学童保育所延長育成料
・利用者負担額（保育料）
、延長保育利用料、保育園給食費
・母子及び父子福祉資金償還金、女性福祉資金償還金

４

経費（令和４年度債務負担行為補正）
【歳出】市税等収納代行業務委託料 9,588 千円（補正後）

キャッシュレス納付の操作イメージ

【担

当】 市民部納税課

電話：0422-45-1151 内線 2301
２

補正予算

３ 待機児童解消に向けた学童保育所分室・定期利用保育施設の新設
１

学童保育所分室の整備
(1) 事業の目的、趣旨、経過など
市内で増加傾向にある学童保育所の入所希望者のうち、特に、にしみたか学園第二小学校
と井口小学校、三鷹の森学園第五小学校、東三鷹学園中原小学校で待機児童数が多くなって
いるため、令和４年４月の受入開始に向けた対策として、学童保育所分室を新たに３施設設
置します。
(2) 事業内容等
ア 事業内容
第二小学校、井口小学校の待機児童対策として、第二中学校の一室を活用して学童保育所
分室を設置します。また、第五小学校、中原小学校の待機児童対策として、それぞれ第五小
学校、中原小学校の一室を利用して学童保育所分室を設置します。なお、第二小学校、井口
小学校の学童保育所は、呼称を「にしみたか学園学童保育所分室」とします。
イ 定員等
定員は各分室とも 30 人の施設とし、令和４年４月１日に開設します。管理運営について
は、それぞれの学童保育所の分室として一体的に管理・運営を行います。

２

定期利用保育施設の開設
(1) 事業の目的、趣旨、経過など
保育園の待機児童の解消を図るため、令和３年３月まで認証保育所として使用していた施
設を活用し、定期利用保育施設を整備します。
(2) 事業内容等
ア 事業内容
認可保育園等を申し込み、入所できなかった１、２歳児を対象に、一定期間預かる定期利
用保育事業を実施し、受け皿の確保を図ります。
イ 施設概要

３

所在地：下連雀四丁目６番７号

定員：１歳 10 人、２歳 10 人、合計 20 人（予定）

開設日：令和４年２月（予定）

運営：民間保育会社に運営を委託

経費（12 月定例会

補正予算計上額）

(1) 学童保育所分室の整備
【歳出】14,405 千円
(2) 定期利用保育施設の整備
【歳出】17,814 千円 【歳入】3,405 千円（内訳：都支出金 2,205 千円、利用料 1,200 千円）

【担

当】 子ども政策部児童青少年課

電話：0422-45-1151 内線 2710

子ども政策部子ども育成課

電話：0422-45-1151 内線 2701
３

補正予算

４

１

地域・子どもの居場所づくりと担い手の創出
|～「みんなの居場所」創出プロジェクト～

事業の目的、趣旨、経過など
学校を核とした地域づくりである「スクール・コミュニティ」の創造を加速する学校のあり方
として、地域の共有地「コモンズ」としての学校への移行を目指し、具体的には、時間帯によっ
て学校施設を機能転換する「学校３部制」の導入に取り組みます。これにより、地域・子どもの
多様で豊かな学び場・遊び場、居場所づくりを進めます。

２

事業内容
令和３年度は、次の取り組みを実施します。
(1) 普通教室の機能転換
第六小学校の３教室のロッカーをシャッター付きのものに入れ替え、学校教室を放課後等
の時間に子どもの居場所として活用できる施設として機能転換を図り、子どもたちが価値あ
る活動や体験ができる多様で豊かな「新しい放課後」の創造に取り組みます。
(2) 放課後プログラム事業の拡充
「みたかジュニアビレッジ事業」として、第四中学校において、農業を題材とし、地域の人
財が運営や指導を担い、生徒が農業体験を通じて収穫物の商品開発、販売、さらには収支を含
む活動報告を行う事業に６月から取り組んでいます。今回の補正予算では、内容を拡充し、市
内イベントに出店し、収穫物を加工した商品を販売するほか、事業報告会を開催し、放課後プ
ログラムとしての成果発表の場を提供するなど事業の充実を図ります。
(3) 地域子どもクラブの利用における安全性の確保
子どもの入退室をメールで保護者にお知らせするシステムを導入するなど、子どもの安全と
保護者の安心確保に向けた取り組みを進めます。

３

経費（予算計上額）
【歳出】既定予算

3,860千円、補正予算

9,447千円

計

13,307千円

【歳入】既定予算
０千円、補正予算 13,307千円
計 13,307千円
内訳：都支出金（子供・長寿・居場所区市町村包括補助金） 13,307千円

子供・長寿・居場所区市町村包括補助金（歳入）について
【担 当】 企画部企画経営課
電話：0422-45-1151内線2101
普通教室の機能転換、放課後プログラム事業の拡充、スクール・コミュニティの推進について
【担 当】 教育部教育政策推進室
電話：0422-45-1151内線3202
地域子どもクラブの利用における安全性の確保について
【担 当】 子ども政策部児童青少年課
電話：0422-45-1151内線2710
４

議案関係

５

「吉村昭書斎（仮称）」の整備を進めています
|～故・吉村昭氏が執筆活動を行っていた書斎を移築整備～

１

事業の目的、趣旨、経過など
故・吉村昭氏は長年三鷹市に在住し、歴史小説作家として、徹底した史実調査に基づく記録
小説を数多く世に送り出しました。三鷹市ゆかりの文学者である同氏を顕彰するため、執筆活
動を行っていた書斎を移設・再現するとともに、展示機能を付加することで、吉村昭顕彰事業
の発信の場として整備します。
移築整備設計業務の委託に当たっては、公募型プロポーザル方式により事業者を選定し、契
約を締結しました。令和５年度中の開館に向けて、令和４年度にかけて設計業務を実施します。

２

事業内容
(1) 設計業務委託に係る公募型プロポーザルの実施
「吉村昭書斎（仮称）移築整備設計業務に係る候補者選定委員会」を設置し、一次審査（書
類）及び二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング）を経て、提案内容及び見積金額の
審査を点数化して評価を行い、候補者を選定しました。
・応募受付期間：令和３年５月24日～７月20日
・応募事業者数：14者
(2) 契約内容
・件名：吉村昭書斎（仮称）移築整備基本・実施設計業務
・契約相手方：株式会社ＳＡＬＨＡＵＳ（サルハウス）
（千代田区神田猿楽町一丁目２番１号新日貿ビル４Ｆ）
・履行期間：令和３年10月５日～令和４年８月31日
(3) スケジュール
令和３年10月～令和４年８月

基本・実施設計

令和４年度後半～令和５年度前半 移築整備工事
令和５年度後半
開館
(4) クラウドファンディングの活用
市内外からより多くの共感を得られるよう、令和３年度中にクラウドファンディングを行
う予定です。
３

移築整備予定地等
「吉村昭書斎（仮称）
」の移築整備先として、現在の「井の頭第２駐輪場」（三鷹市井の頭三
丁目３番17号）を予定地としています。
予定地である井の頭第２駐輪場については、令和４年３月末に、井の頭公園駅周辺における
自転車の必要収納台数を確保しながら、井の頭第１駐輪場へ統合することとしています。この
統合を含む「三鷹市自転車の安全で適正な利用に関する条例の一部を改正する条例」について
は、令和３年第４回三鷹市議会定例会に議案を提出しています。

【担

当】 スポーツと文化部芸術文化課

電話：0422-45-1151 内線 2901
５

６

「Machikoe（マチコエ）
」が本格的に活動をスタート

１ 参加と協働拠点施設のオープン
市民参加の活動場所及び三鷹駅前再開発の拠点として新たに整備した施設が、11 月９日（火）
にオープンしました。400 人の市民ボランティアで構成される「三鷹市市民参加でまちづくり
協議会」（愛称「Machikoe」）の活動や様々な市民活動を行う場所として、多くの市民の皆さん
に幅広く利用いただけるような施設を目指します。
本施設は Wi-Fi 環境を整備しているため、市民参加の取り組みでは、施設とオンライン（Zoom）
を繋いだハイブリットの会議・ワークショップの実施などの活用を行います。また、市役所機
能の分散ネットワーク化の検証として、職員のフリーアドレス・リモートワークの実施など、
様々な事業に展開できるような実証にも取り組みます。
なお、11 月 11 日（木）には、三鷹市と Zoom、Slack の三者で「デジタルコミュニケーショ
ン推進に関する協定」を締結しており、Machikoe の取り組みにおいても連携・協力を図ります。
◆施設概要
◇所在地

三鷹市下連雀三丁目 33 番３号アールヴェール三鷹中央通り２階
（三鷹駅南口より徒歩４分）

◇延床面積 182.66 ㎡（会議スペース 90 ㎡程度、事務スペース 20 ㎡程度）
◇開館時間 火～土曜日 午前９時～午後８時 30 分（日・月曜日、祝日休館）
◇定員
30 人
◇設備等

会議スペース、授乳室、多機能トイレ、車いす昇降機、フリーWi-Fi 等

＜外観＞

＜内観（会議スペース）＞

２ 今後の Machikoe の活動
Machikoe では、メンバーが、市民の想いやアイデアを施策に反映させる立案者として、また、
地域の課題解決のためのサポーターとして、新しい市民参加の取り組みを展開します。
10 月 23 日（土）に設立総会を開催し、市の基本構想・基本計画の概要や Machikoe の体制・
今後のスケジュールを確認し、本格的な活動をスタートしました。
11 月以降は、部会（７つの部会、24 のテーマ別グループ）ごとの会合を月２回程度開催し、
今後の部会運営や研究テーマについて、グループワーク（ワークショップ）による議論を実施
します。

【担 当】 企画部企画経営課

電話：0422-45-1151 内線 2107
６

７

１

「三鷹教育フォーラム 2021」開催報告
|～完全オンライン開催により全国に発信～|

三鷹教育フォーラム 2021 について
令和３年11月６日（土）
、
「コミュニティ・スクールから始まるスクール・コミュニティの創
造」をメインテーマに、
「三鷹教育フォーラム2021」を開催しました。
なお、本事業はコロナ禍で１年延期しており、今年度の開催に当たっては、新型コロナウイ
ルス感染症対策等を踏まえ完全オンラインにより実施しました。
※全国に向けた発信の機会とするため「全国コミュニティ・スクール研究大会」
「地域とともに
ある学校づくり推進フォーラム」との同時開催としました。

２

当日の様子について
午前中の第１部では全体会を、午後の第２部では分科会を、全面オンラインで開催しました。
(1) 全体会
YouTubeライブによる配信を行い、三鷹のこれからの教育について「コミュニティ・スクー
ルからスクール・コミュニティへの挑戦」と題し、貝ノ瀨教育長より報告しました。
続いて行われた基調講演では、東京大学教授・慶應義塾大学教授の鈴木寛氏より、
Society5.0時代、予測困難な時代に求められる人財育成などについて、そして、これまでの
コミュニティ・スクール（ＣＳ）の取組をＣＳ1.0とするなら、これからはコミュニティ・ス
クール2.0時代（ＣＳ2.0）として、ＣＳの質的充実と進化について示唆に富んだ貴重なお話
をいただくとともに、先に発表した三鷹市が目指すこれからの教育について高い評価をいた
だきました。
(2) 分科会
Zoomウェビナーによる配信を行い、前半の分科会では、市内３学園（にしみたか学園、三
鷹の森学園、鷹南学園）を含む12の学校、学園、教育委員会が４分科会に分かれ、それぞれ
のテーマに沿った実践事例を動画で発表し、発表後には、専門家から助言をいただきました。
また、後半の分科会では、市内の４学園（連雀学園、三鷹中央学園、東三鷹学園、おおさ
わ学園）のＣＳ委員による熟議の取り組みの動画を発表し、文部科学省のＣＳマイスターか
ら、各学園のＣＳ委員会会長、学園長との対談を交えながら助言をいただきました。

３

参加者数等
1,410件、1,746人（事前申込人数）
※当日配信した動画等は、文部科学省YouTubeチャンネル及び全国コミュニティ・スクール連
絡協議会ホームページで後日公開する予定です。

【担

当】 教育部教育政策推進室

電話：0422-45-1151 内線 3202
７

