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第4次三鷹市基本計画第1次改定の「骨格案」に
寄せられた市民のみなさんのご意見について
お知らせします

昨年9月から11月にかけて実施した、「まちづくり懇談会」「広報み
たか特集号アンケート調査」「みたかまちづくりディスカッション」
などで、多くのご意見をいただきました。
主なご意見とそれに対する市の考え方は次のとおりです。

（●ご意見の内容　➡市の考え方）

● 平成28年度に竣工（しゅんこう）予定の新川防災公園・多機能複合施設（仮称）につ
いて、仕事帰りなどでも気軽に立ち寄れるよう、休館日を無くしたり、開館時間
の延長などやその手続きも含め使いやすい施設にしてほしい。
➡ 複合施設のメリットを生かした魅力的で効率的な管理運営体制を構築する中で、
多くの市民が利用しやすいように開館日や開館時間を拡充するとともに、集約す
る施設にばらつきが生じないように施設サービスのあり方について検討します。

● 井口特設グラウンドは、環境、防災、スポーツの面で活用されている場所である
ので、売却しないでほしい。
➡ 井口特設グラウンドは、総合スポーツセンター（仮称）の建設用地として確保し、
事業開始までの間、暫定的にグラウンドとして利用していただきました。新川防
災公園・多機能複合施設（仮称）に総合スポーツセンター（仮称）を集約することや、
市所有資産の売却を求める声もあることから、売却する方針としています。売却
に当たっては、周辺環境との調和や良好な住環境の確保などを十分考慮し、利用
者や近隣のみなさんのご意見も伺いながら進めていきます。

● 三鷹駅前再開発について情報を周知してほしい。また、市民参加や意見を言う場
を設けてほしい。
➡ 今後、再開発に係る各事業について、関係権利者の合意形成などが進み、都市計
画などを定める段階に至りましたら、市ホームページなどでお知らせするととも
に広くご意見を伺っていきます。

● 災害対策を充実し、災害に強いまちづくりを進めてほしい。
➡ 「地域防災計画」の推進の中で、災害時の緊急対応体制の確立や災害情報の提供、
避難所の速やかな開設など、災害時の迅速な対応に向けた取り組みを進めていき
ます。また、各地区で実施している防災訓練の参加者数向上を目指し多様な訓練
を検討していきます。

● 市の交通手段はバスが主要であるため、公共施設に乗り換えずに行けるようにし
てほしい。利便性の向上のため、本数を増やしたり、運行ルートの改善をしてほ
しい。
➡ 「都市再生と連携したみたかバスネットの推進」の中で、現在整備を進めている新
川防災公園・多機能複合施設（仮称）などへのアクセスの向上に向けて、コミュニ
ティバスの運行ルートの見直しなどを進めます。また、路線バスとの連携を強化
しながら、利便性の高い乗り継ぎ方法の検討など、利用環境の改善を行います。

● 地域単位で助け合いなどができるようにしてほしい。また、高齢者が増えている
ため、地域ケアの行政窓口を拡充してほしい。
➡ 「地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展」の中で、地域交流・多世代交流な
ど地域特性に応じた多様な活動の充実を支援します。また、運営体制の充実を含
めた効果的な事業のあり方を関係団体と協議・検討します。

● 小・中一貫教育について、成果の検証と公表を充実してほしい。
➡ 市では、コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教育を行っており、児
童・生徒の学力の向上や不登校児童・生徒数の減少について成果が見られていま
す。今後も引き続き、教育委員会の点検・評価や学校評価・学園評価による検証
を充実するとともに、その取り組み内容、趣旨および成果について広報の充実を
図ります。

● 市民スポーツ・文化活動・健康増進の拠点を充実してほしい。
➡ 新川防災公園・多機能複合施設（仮称）整備事業において、スポーツを取り入れた
健康づくりなどの連携事業による多彩な施策を推進します。

①男女平等参画のための三鷹市行動計画2022
　性別にかかわらず、個人として誰もが尊重され、一
人ひとりの個性と能力が、そのライフスタイルなどに
応じて十分に発揮できる、男女平等参画社会の実現を
目指します。また、配偶者等暴力対策基本計画（仮称）
を包含して策定します。
企画経営課平和・女性・国際化推進係☎内線2115・
45-1271・ kikaku@city.mitaka.tokyo.jp

②地域情報化プラン2022
　情報通信技術（ICT）の活用による安全・安心な生活
環境の実現、より利便性の高い市民サービスの提供、
市民間の豊かな情報交換の実現を目指すなど、ICT環
境の整備を推進します。
情報推進課☎内線2141・ 46-5034・ jouhou

@city.mitaka.tokyo.jp

③環境基本計画2022
　健康で安全に生活できる社会、緑の保全、循環型社
会の形成などの環境目標および各目標の達成度を確
認するための達成指標を設定しています。平成26年
度までの成果や課題を検証するとともに、将来像を見
据え、環境目標や指標の見直しを行い、環境負荷の少
ない持続可能な社会を目指します。
環境政策課☎内線2525・ 45-5291・ kankyo

@city.mitaka.tokyo.jp

④ごみ処理総合計画2022（仮称）
　平成24年に改定した「ごみ処理総合計画2015（改
定）」を見直し、現状における施策の進捗（しんちょく）
状況を踏まえ、新たに数値目標を設定しています。市
民、事業者と連携したごみ減量・資源化に取り組み、
生ごみの水切りの徹底など、より実践的な施策を提示
し、さらなるごみの減量・資源化を推進します。
ごみ対策課☎内線2533・ 45-5291・ gomi@

city.mitaka.tokyo.jp

⑤産業振興計画2022
　企業誘致の推進、商店街の活性化、SOHO支援の充
実、観光振興の推進など「価値創造都市型産業の振興」
を目的としています。改定に当たっては三鷹商工会な
どと協議を行い、この計画の推進により「産業と生活
が共生する都市」の実現を目指します。
生活経済課☎内線2542・ 46-4749・ keizai

@city.mitaka.tokyo.jp

⑥農業振興計画2022（第2次改定）
　「農のあるまちづくり」を推進するため、「農地の保
全と利用の推進」「魅力ある都市農業の育成」「市民と
農とのふれあいの場の提供」「推進体制の整備」を施策
の柱とし、農業経営者の確保や農業経営の改善などに
関する目標を引き続き掲げます。
生活経済課☎内線3063・ 46-4749・ nogyo

@city.mitaka.tokyo.jp

⑦健康福祉総合計画2022
　高齢者、障がい者、子ども、健康づくりなど6つの
健康福祉分野を総合した計画で、「支え合い」の仕組み
づくりや「地域包括ケアシステム」の構築など、高福祉
のまちづくりを目指して取り組みます。
地域福祉課☎内線2614・ 29-9620・ chiiki@

city.mitaka.tokyo.jp

⑧土地利用総合計画2022
　「高環境・高福祉」「豊かで質の高いまちづくり」に取
り組み、市の将来像である「緑と水の公園都市」を実現
するため、土地利用を基本とした具体的な施策を明ら
かにし、参加と協働のまちづくりを一層推進します。
まちづくり推進課☎内線2811・ 46-4745・

machidukuri@city.mitaka.tokyo.jp

⑨緑と水の基本計画2022
　市の将来像である「緑と水の公園都市」を実現する
ため、「土地利用総合計画2022」「景観づくり計画
2022」と相互に連携・補完し、安全で魅力あふれる公
園づくりや、市民との協働による緑と水のまちづくり
を推進します。
緑と公園課☎内線2833・ 46-4745・ midori

@city.mitaka.tokyo.jp

⑩バリアフリーのまちづくり基本構想2022
　すべての人がいきいきと安心して暮らせるまちを
つくるため、道路や公共施設などのハード面の整備を
進めるとともに、情報のバリアフリー化などのソフト
面も含めたバリアフリーのまちづくりを推進します。
まちづくり推進課☎内線2819・ 46-4745・

machidukuri@city.mitaka.tokyo.jp

⑪交通総合協働計画2022
　市民の暮らしの中で大きな機能を果たしている都
市交通全般について、誰もが安全で安心して快適に移
動できる公共交通環境の整備を進めます。

道路交通課☎内線2883・ 48-0975・ doro@
city.mitaka.tokyo.jp

⑫コミュニティバス事業基本方針に基づく
　第二期見直し計画
　主に三鷹台ルートおよび西部ルートの見直しを行
う計画として、具体的な見直しルートや所要時間など
の整理を行います。新川防災公園・多機能複合施設
（仮称）の開設を控え、コミュニティバスの拠点として
の機能を持たせることでみたかバスネットの推進を
図ります。
道路交通課☎内線2883・ 48-0975・ doro@

city.mitaka.tokyo.jp

⑬教育ビジョン2022
　コミュニティ・スクールを基盤とした小・中一貫教
育の一層の充実・発展を図り、「人間力」「社会力」を兼
ね備えた子どもたちを育成するとともに、地域をつな
ぐ拠点となる学校・学園づくりを推進します。
指導課☎内線3242・ 43-0320・ shido@city.

mitaka.tokyo.jp

⑭教育支援プラン2022
　一人ひとりの教育的ニーズに的確に応える教育支
援、小・中一貫教育の特長を生かした教育支援を、学
校・家庭・地域の力を得て、次代を担うすべての子ど
もたちが心豊かに育つような取り組みを推進します。
学務課☎内線3291・ 49-3924・ gakumu@

city.mitaka.tokyo.jp

⑮生涯学習プラン2022
　「ともに学び、学びを活かし、学びの成果や絆が地
域に受け継がれていく心豊かな社会をつくる」を基本
目標とし、「学びの循環」や人とのつながりを創出する
ことにより、地域全体が発展し、将来に受け継がれて
いく社会の実現を目指します。
生涯学習課☎内線3314・ 45-1167・ shogai

@city.mitaka.tokyo.jp

⑯子ども読書プラン2022
　「子どもが本を手にするしくみ」「読書の楽しさを伝え
るしくみ」の2つを柱として、団体貸出サービス、中・高
校生世代向けサービスなどの充実を図り、子どもの読書
環境の整備と読書活動の支援を推進します。
市立図書館☎43-9151・ 43-0332・ tosho@

city.mitaka.tokyo.jp

　個別計画などの素案に対するみなさんのご意見を、各担当課まで直接または郵送・ファクス・電子メールでお寄せください（7面参照）。

第4次三鷹市基本計画第1次改定と同時にパブリックコメントを行う個別計画（素案）



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005B554653706A196E96005D00270020306B57FA3065304F005D0020005B00276A196E9600270020306B57FA3065304F005D0020005B00276A196E9600270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B67005C0F30D530A130A430EB30B530A430BA005D00270020306B57FA3065304F005D0020753B97624E0A3067306E8868793A3001307E305F306F96FB5B5030E130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C87D4C7531306790014FE13059308B305F3081306E002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B9069305730663044307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A3067306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F3092884C306A308F305A300130D530A130A430EB30B530A430BA306F67005C0F9650306B306A308A307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


