
【日時】 令和4年11月22日(火)午後2時から

【場所】 三鷹市役所3階　議場棟　協議会室

（案）

令和4年第4回市議会定例会前の記者会見
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

市では、NPO 法人三鷹ネットワーク大学推進機構と共同設置する三鷹まちづくり総合研究所

を中心に、人と人とのつながりの希薄化やコミュニティ活動の担い手不足などの地域課題を解

決するためのツールとして、「ボランティアポイント」や「地域通貨」の研究に取り組み、導入

に向けた準備を進めてきました。 

このたび、「三鷹市地域ポイント事業」として 12 月１日から試行運用を開始します。事業を

通して、ボランティア活動や地域活動の推進を支援するとともに、コミュニティ及び地域経済

の活性化を図り、地域課題の解決やにぎわいを創出することを目指します。 

なお、令和４・５年度は試行運用期間とし、市民の皆様にとってより魅力的な取り組みとな

るよう評価・検証を行い、令和６年度の本格運用開始を目指します。 
 

２ 事業内容 

(1) ポイントの名称 

みたか地域ポイント 

(2) ポイントの概要 

市が指定する活動やイベント等に参加した場合に、ポイントを付与

します。付与されたポイントは、市が用意する記念品と交換できるほ

か、一部の公共施設における決済に利用することができます（１ポイ

ント当たり１円）。また、令和５年２月からは、利用者同士のポイン

ト交換（あげる・もらう）機能を導入予定です。 

(3) 運用方法 

ア スマートフォン等の専用アプリ（画像上）を使用（デジタル版） 

イ 紙のスタンプカード（画像下）を使用（アナログ版） 

(4) ポイント付与の対象 

ア 市が指定するボランティア活動等 

イ 年度テーマ（令和４年度は「健康増進」「環境保全」）に関するイベントへの参加 

(5) 付与ポイント数（目安） 

コミュニティ活動 

(ボランティア活動) 

５時間以上 500ポイント（円） 

５時間未満 300ポイント（円） 

イベント等の参加 １回 100ポイント（円） 

(6) 今後の予定 

令和５年３月 公式ホームページ開設 

令和５年度  愛称募集 

ポイント付与対象の拡充 

令和６年度  本格運用開始 

市内店舗の参加（予定） 
 

３ 経費（当初予算計上額） 

  【歳出】ボランティアポイント・地域通貨事業費 30,297千円 

  【歳入】都支出金               24,846千円      

１ 「三鷹市地域ポイント事業」の試行運用を開始 

 

【担 当】 企画部企画経営課  電話：0422-29-9031 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

相次ぐ物価上昇が市民生活に影響を及ぼしている中、値上げの品目は、紙おむつや粉ミルク、

文房具、おもちゃなどにも広がっています。三鷹市では、食費などにより特に家計の負担が大

きい子育て世帯の生活を応援するため、18歳以下のお子さんがいる子育て世帯を対象に、所得

制限を設けることなく、市独自の給付金を給付します。 

事業の実施に当たっては、国の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」及び

都の「低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業補助金」を活用します。 

 

２ 対象児童 

令和４年 11月１日時点で三鷹市に住民登録があり、令和５年３月 31日時点で 18歳以下の児

童（平成 16年４月２日～令和４年 11月１日に生まれた児童）29,600人 

 

３ 給付額 

対象児童一人につき１万円 

 

４ 給付対象者 

 (1) 対象児童の保護者等 

 (2) 事情により保護者等と同居していない高校生年齢相当の本人 

 

５ 給付までの流れ 

(1) 市から児童手当、令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給している方 

申請は不要です。11月末に市から通知を送付し、12月下旬に指定口座へ振り込みます。 

(2) 上記(1)以外の方 

   12月初旬に市から申請書を送付します。申請書受付後、順次、指定口座へ振り込みます。 

 

６ 経費（10月 27日臨時会 補正予算計上額） 

【歳出】物価高騰対策子育て応援給付金給付事業費 306,145千円 

【歳入】国庫支出金                    250,890千円 

都支出金                      15,000千円 

２ 三鷹市独自「物価高騰対策子育て応援給付金」の給付 

【担 当】 子ども政策部子育て支援課  電話：0422-29-9675 

補正予算 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

厚生労働省の調査基準では、令和４年４月時点において三鷹市内で待機児童は発生していま

せんが、学童保育所の入所希望者は年々増加傾向にあります。そこで、申込者数が増加してい

る大沢台小学童保育所と北野小学童保育所において、待機児童ゼロの継続に向けて、学童保育

所分室を新たに２施設設置します。 

 

２ 事業内容等 

ア 事業内容 

大沢台小学校、北野小学校の施設を利用して学童保育所分室を設置します。 

イ 定員等 

定員は各分室とも 30人の施設とし、令和５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。 

 

３ 経費（12月定例会 補正予算計上額） 

 【歳出】学童保育所管理関係費 5,728千円 

  【歳入】国庫支出金      1,243千円 

都支出金       2,485千円 

３ 学童保育所の定員拡充に向けた分室の整備 

～待機児童ゼロの継続に向けて～ 

【担 当】 子ども政策部児童青少年課  電話：0422-29-9671 

補正予算 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

令和２年３月に廃止した三鷹市立特別養護老人ホームどんぐり山について、廃止後の同施設を、

市内事業者や在宅生活を望む高齢者とその介護を担う家族を支援する拠点施設「福祉 Labo どん

ぐり山」として整備します。 
 

２ 施設機能 

「福祉 Labo どんぐり山」は、在宅医療・介護の推進のために、企業や大学との協働により進

める「３つの柱」から成るプロジェクトで、各センターは有機的に連携します。 

 (1) 三鷹市在宅医療・介護研究センター＜研究・サービス開発＞ 

ア 企業や大学等との協働による研究プロジェクトの実施 

イ 先進的な研究成果・技術を地域や介護事業者に実装するためのサポート 

(2) 三鷹市介護人財育成センター＜人財育成＞ 

ア 介護人財不足の解消と高齢社会に求められる人財を育成するための各種研修の実施 

イ 介護を行う市民向け研修等による介護人財の裾野拡大や介護事業者の支援 

(3) 三鷹市生活リハビリセンター＜実践・実証／在宅生活支援サービス＞ 

ア 研究センターや人財育成センターの実践・実証の場 

イ 施設や病院から在宅復帰する高齢者等を支援するための介護保険外の独自サービスの提

供（同居家族の宿泊及びトレーニングも可） 
 

３ スケジュール 

  令和４年 10月  施設改修工事開始 

令和４年 12月  「三鷹市福祉 Laboどんぐり山条例」議案市議会提出 

  令和５年 ３月  指定管理者指定議案市議会提出 

  令和５年 12月  リニューアルオープン 
 

４ 現在進行中の主なプレ事業 

(1) 東日本電信電話(株)との協働による「生涯価値」向上のためのサービス開発「My Voice Diary」 

  ア 「My Voice Diary」とは 

日々の出来事を電話で記録すると、記録した内容が日記として製本され、利用者に届けら

れるサービス。市では、このサービスを高齢者の新たな生きがいづくりにつなげるほか、フ

レイルの予見や ACP（アドバンス・ケア・プランニング）への活用可能性を検討しています。 

  イ 実証実験について 

令和４年９月から 16人の高齢者に協力を依頼し、試作品による実証実験を行いました。 

 (2) (株)mediVRとの協定に基づくデジタル機器を活用した福祉施策の推進 

    VR 空間の中でリハビリを行う医療機器「mediVR カグラ」を開発した同社と協定を締結し、

在宅医療・介護に係る最新技術の活用促進に繋げます。 

   【(株)mediVRとの協定締結式開催概要】 

     日 時：令和４年 12月 16日（金）午後２時～３時 

    場 所：三鷹市役所３階 市長公室（三鷹市野崎一丁目１番１号） 

    出席者：原正彦（はら・まさひこ）同社代表取締役社長、河村孝三鷹市長 ほか 

   ※締結式終了後に「mediVRカグラ」のデモ体験を実施予定です。 

４ 「三鷹市福祉 Labo どんぐり山条例」を制定 

【担 当】 健康福祉部高齢者支援課  電話：0422-29-8388 

議案関係 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

令和４年６月に策定した「スマートシティ三鷹（仮称）の実現に向けた基本方針」に基づき、

令和４～５年度には、重点的に取り組むテーマを中心に実証と実装を繰り返しながら、市民サ

ービスと業務効率の向上に取り組むこととしています。このたび、重点テーマとしている「災

害に強く、安全安心なまち」と「子育てしやすい環境」に関する実証実験を行います。 

 

２ 事業内容 

(1) スマートスピーカーを活用した情報伝達 

スマートスピーカーを活用し、災害時における円滑な情報伝達とともに、平時における見

守りサービスとしての有効性について検証します。 

対象者 高齢者など災害時にスマートフォン等で情報を入手しにくい方 

実証内容 【災害時想定】 

防災無線等から提供される地域の災害情報などをプッシュ型で配信

します。 

【平時想定】 

食事や服薬などの確認を、スマートスピーカーが決まった時間に対

象者へ問い掛け、回答状況は家族等が把握できるようにします。また、

音声認識機能により、対象者がインターネットを介して情報を取得で

きるようにします。 

スケジュール 令和４年11月 各家庭への機器設置 

令和４年12月 実証及び利用者アンケート等による効果検証 

 

(2) VR（仮想空間）を活用したイベント等の開催 

一定の匿名性が確保できる VR の特性を活かし、対面に近い感覚で、気軽に相談やコミュ

ニケーションが可能となる環境整備に向けた実証実験を行います。 

対象者 

 

ア 子ども発達支援センターを利用している児童の保護者等 

イ 子どもの発達に不安を抱えている保護者等 

実証内容 子ども発達支援センターの一部の事業について、VRを活用した説明

会や相談会を開催します。 

ア 子ども発達支援センターの事業説明会 

イ 就学に向けた制度説明会（放課後等デイサービスなど） 

スケジュール 令和４年10月 小規模サロンの試行運用 

令和５年２月 制度説明会、相談等の実施 

 

３ 経費（当初予算計上額） 

【歳出】 スマートシティ推進関係費 9,214千円 

【歳入】 都支出金         3,342千円 

諸収入          3,117千円 

５ 「スマートシティ三鷹」の実現に向けた実証実験を開始 

【担 当】 企画部情報推進課  電話：0422-29-9038 
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１ 事業目的、趣旨、経過など 

  三鷹市では、ウクライナから避難し、市内に転入された方たちを地域で受け入れ、支えるこ

とを目的として、(公財)三鷹国際交流協会（MISHOP）との協働により、きめ細かな支援に取り

組んできました。令和４年度上半期は、市民のウクライナへの理解を深めることをコンセプト

に多様なイベントを実施しました。また、日本語習得支援として、日常生活で最低限必要な言

語習得を主とした「日本語スターター講座」や定例的に実施している「日本語教室」、「子ども

教室」など、ボランティアによる講座や教室を MISHOPで継続的に実施しています。 

支援開始から半年以上が経過し、これまでの支援活動が軌道に乗る中で、下半期では「お互

いの文化の理解から繋がる交流」をテーマに、避難者が地域の人と繋がり、同じ地域に住む仲

間として暮らしていけるよう、支援活動の内容を「避難者への寄り添い」から「繋がりや交流

の創出」へと転換します。引き続き、MISHOPと連携しながら、避難者が日本文化に触れ、三鷹

市を知っていただく場を提供するとともに、市民のウクライナ文化への理解を深める交流イベ

ントや講座を実施していきます。 

 

２ 事業内容 

(1) ウクライナ避難者向け（日本語習得支援のさらなる展開） 

時期 概 要 

12月 避難者を含む日本語の学習者同士が交流を深める会 

１月 本格的な茶室での茶道体験、日本のおもてなしを体験する教室 

２月 日本の家庭料理を紹介し、食材や味わいなどの言葉を学ぶ教室 

未定 三鷹市内の名所をバスで回り、地名や三鷹の文化を学ぶツアー 

 

(2) ウクライナ文化への理解を深める交流イベント・講座 

時期 概 要 

１月以降 ウクライナのことばと文化の講座（全 10回） 

２月以降 

ウクライナにちなんだ映画の上映会 

ウクライナ民謡とダンスのイベント（杏林大学との共催） 

ウクライナの歴史、文化などの理解講座（全２回） 

 

 

６ ウクライナ特別企画 

～お互いの文化の理解から繋がる交流～ 

【担 当】 企画部企画経営課  電話：0422-43-7812 
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１ 事業の目的、趣旨、経過など 

「星空の街・あおぞらの街」全国大会は、大気環境の保全に対する意識を高めること、郷土

の環境を活かした地域おこしの推進に役立てることを目的に、平成元年度から全国各地で毎年

開催され、令和４年度は三鷹市で 10月 22日（土）・23日（日）に開催しました。 

 

２ 事業内容 

(1) 大会プログラム 

  大会参加人数 246人（配信による参加人数 64人を含む合計人数） 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 10月 22日（土） 

時間 内 容 場 所 人数 

13:30 
歓迎アトラクション 

・武蔵野シンフォニック・ブラス・オーケストラ 

三鷹市公会堂光のホール 182人 

14:00 

式典・挨拶・表彰式 

・環境大臣賞 

（団体賞）三鷹ネットワーク大学推進機構 

（個人賞）広松 由希子 氏 

・全国協議会会長賞 

（団体賞）松江星の会 （個人賞）兵頭 健一 氏 

15:10 

星空報告会 

・国立天文台三鷹 定例観望会 

・星空案内人 星のソムリエみたか 

・日本宇宙少年団分団サイエンスキッズみたか 

15:55 

記念講演 

・鹿児島大学理学部／天の川銀河研究センター 

教授・理学博士 半田 利弘 氏 

17:00 次期開催地報告 

17:05 閉会挨拶 

17:45 
歓迎レセプション（関係者のみ） 

・講演：国立天文台上席教授 渡部 潤一 氏 

三鷹市公会堂さんさん館 

３階多目的会議室Ａ・Ｂ 
50人 

19:30 
星空観望会（関係者のみ） 

・国立天文台天文情報センター長 山岡 均 氏 
国立天文台 43人 

令和４年 10月 23日（日） 

時間 内 容（視察場所） 人数 

9:00 
エクスカーション（関係者のみ） 

・三鷹市星と森と絵本の家 ～ 三鷹の森ジブリ美術館 ～ 天文・科学情報スペース 
20人 

令和４年 10月 22日（土）～11月２日（水） 

内 容 人数 

10/22(土)実施 星空報告会・記念講演のライブ配信・録画配信 64人 

７ 「星空の街・あおぞらの街」全国大会の開催報告及び 

今後の取り組みについて 



８ 

 

(2) 主催等 

  主催：環境省、東京都、「星空の街・あおぞらの街」全国協議会 

  主管：三鷹市 

  協力：自然科学研究機構国立天文台 

(3) 大会テーマ 

   「100年後の地球 ～今、私たちにできること～」 

(4) 出席者 

高円宮妃殿下、環境大臣、東京都知事、東京都議会議長、環境省水・大気環境局長、 

関東地方環境事務所長、東京都環境局長、岡山県井原市長、福井県大野市長、 

自然科学研究機構長、国立天文台長、三鷹市議会議長、三鷹市長、加入地方公共団体 など 

 

３ 大会後の取り組み 

  全国大会を通じて醸成した、大気環境保全意識の高揚や、郷土の環境を活かした地域おこし

を推進するという精神を受け継ぎ、さらなる環境施策に取り組みます。 

【取り組みの方向性】 

「2050年二酸化炭素実質排出ゼロ」を目指し、2050年ゼロカーボンシティ表明 

  １ 「2050年二酸化炭素実質排出ゼロ」を位置付けた市の計画 

「三鷹市地球温暖化対策実行計画（第４期計画）」の第１次改定及び進捗管理 

２ 市全域における温室効果ガス削減の取り組み 

(1) 助成制度等 

・新エネルギー・省エネルギー設備設置助成制度の見直し及び拡充 

・防災エコタウン開発奨励事業の見直し、「住宅・建築物」への温暖化対策設備の設置に

対する事業者への奨励 

・中小企業等産業活性化に伴うグリーン（カーボンニュートラルへの対応）化への支援 

・緑化による熱環境の改善（屋内の温度上昇抑制など）を通じた省エネ化 

・環境活動事業助成制度の推進 

(2) 顕彰制度等 

・環境基金を活用した顕彰制度（環境活動表彰、環境ポスター表彰）の推進 

・環境啓発・学習事業（環境展、環境連続講座、省エネルギー講座など）の推進 

・食品ロス削減などによるごみの減量、ごみの分別収集による焼却処理の減少 

３ 市の事務及び事業における温室効果ガス削減の取り組み 

(1) 各事業等 

・公共施設の太陽光発電導入可能性調査の実施 

・環境に配慮した小型ＥＶ車両を利用したコミュニティバスの運行、公用車のＥＶ化 

・電気の二酸化炭素排出係数を重視した電力調達契約 

・姉妹都市・友好市町村など地域外との連携によるカーボンオフセット 

・特定の地域における屋外照明などによる光害の防止 

   (2) 市職員による環境活動の推進 

・市独自の環境マネジメントシステムの運用 

  

【担 当】 生活環境部環境政策課  電話：0422-29-9612 



 

９ 

 

 

 

 

 

１ 事業の目的、趣旨、経過など 

「Poki（ポキ）」は平成 13（2001）年 10 月の「三鷹の森ジブリ美術館」の開館を記念して、

三鷹市地域の文化的・経済的発展に寄与することを目的とし、スタジオジブリの宮崎駿監督に

よって描かれた三鷹のキャラクターです。 

４コマまんがを通じて Poki というキャラクターに新しい物語を与え、多くの人に親しんで

もらい、その魅力を広めていくための取り組みとして、「Poki4 コマまんがコンテスト」を開

催しました。「一般部門」と「ジュニア部門（15 歳以下）」に合計 496 作品が寄せられ、審

査員による選考の結果、最優秀賞(各部門１作品)、優秀賞(各部門４作品)、入選(ジュニア部

門５作品、一般部門６作品)、佳作(ジュニア部門 12 作品、一般部門 14 作品)を決定しました。 

 

２ 募集詳細 

募集した４コマまんがは、Poki が登場する、応募者本人が制作した未発表のオリジナルで、

日本語を使用した作品です。 

(1) 応募資格   

プロ、アマ、住所、年齢等を問わない（ジュニア部門は 15歳以下） 

(2) 応募条件  

三鷹のキャラクターPokiを使った４コマまんが 

(3) 応募期間  

７月 15日（金）～９月 30日（金） 

 (4) 応募作品数 

   496作品（ジュニア部門 264作品、一般部門 232作品） 

(5) 審査員 

  林家木久蔵（落語家・ふるさと三鷹応援団）、小坂タイチ（イラストレーター）、現代洋

子（漫画家）、西岡純一（スタジオジブリ 広報・学芸担当スーパーバイザー）、三鷹市ス

ポーツと文化部長 

(6) 主催 

Poki４コマまんがコンテスト実行委員会 

 

３ 審査結果 

(1) 最優秀賞 

ジュニア部門 ペンネーム：ゆなこっぺさん(三鷹市在住８歳) 

作品名 「三たかのキウイは、おいしいな」 

一般部門     ペンネーム：きりさん(三鷹市在住) 

作品名「大きくなったら」 

※最優秀賞、優秀賞、入選、佳作の 47 作品については、12 月４日(日)から（株）まちづくり

三鷹の特設サイト（https://www.mitaka.ne.jp/poki/contest/）に掲載します。また、「広

報みたか」12月 18日発行号に最優秀賞、優秀賞の 10作品を掲載する予定です。 

※表彰式は 12月 11日（日）午前 10時から三鷹産業プラザ 701・702会議室で行います。 

 

８ 審査結果発表！「Poki4 コマまんがコンテスト」 

【担 当】 スポーツと文化部芸術文化課  電話：0422-29-9861 

https://www.mitaka.ne.jp/poki/contest/
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ⓒMuseo d’Arte Ghibli 

 

 

 

 

 

１ 三鷹の森ジブリ美術館をめぐる状況 

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、令和２年から続く新型コロナ

ウイルスの影響による臨時休館や入館者数の制限等により収入が大幅に減少しました。三鷹市

ではこれを補うべく、令和３年３月に運営支援を目的とした交付金を交付しましたが、運営継

続のためには積立金から３億 5,000万円を取り崩さざるを得ませんでした。 

この積立金は、将来想定される施設の大規模修繕に向けての大切な原資であり、これを数年

かけて復元することが、施設の運営と今後の計画的な維持保全にとっての最重要課題となって

います。 

 

２ 寄付募集詳細 

三鷹の森ジブリ美術館の持続可能な施設運営を支援するため、昨年度に引き続き、ふるさと

納税の制度を活用した寄付の募集を開始しています。昨年７月から今年１月にかけて行った前

回の寄付募集では、国内外のファン約６千人から５千万円近い寄付が集まりました。また、寄

付をいただいた皆さんからは、継続的な支援を望む声が多く寄せられました。今回も寄付額の

全額がふるさと納税の対象となります。 

(1) 募集期間 

令和４年 10月 11日～12月 31日（受付中） 

(2) 目標金額 

3,000万円（国内 2,000万円、海外 1,000万円） 

※令和４年 11月 20日現在の寄付額 1,223,155円。 

(3) 寄付金額 

  １口 5,000円以上 

(4) 寄付方法 

ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス（ガバメントクラウド 

ファンディング）」のページ（https://www.furusato-tax.jp/gcf/1931）で寄付を募集して

います。なお、海外の方向けに、英語でも説明文を掲載しています。 

※返礼品は設定していませんが、三鷹の森ジブリ美術館からのお礼のカードをお送りしてい

ます 

※寄付は、市が本件に要した経費を控除のうえ、三鷹の森ジブリ美術館を管理運営する公益

財団法人徳間記念アニメーション文化財団へ交付金として交付します。 

 

９ 三鷹の森ジブリ美術館の未来のために 

「ふるさと納税」による寄付を受け付けています 

ジブリ美術館について 

【担 当】 スポーツと文化部芸術文化課  電話：0422-29-9861 

ふるさと納税について 

【担 当】 企画部企画経営課  電話：0422-29-9031 

https://www.furusato-tax.jp/gcf/1931
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