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　現状の社会経済状況、社会保障制度や税財政
制度を前提に、武蔵野市の将来人口推計に基づ
き、平成 57年度までの長期財政シミュレーショ
ンを作成した。なお、公共施設や都市インフラ
の更新費用は、現状と同様の規模・仕様で更新
した場合を想定している。
　歳入については、生産年齢人口の減により市
税は逓減していくと見込む。国庫支出金につい
ても国の財源不足から増は厳しいと見込まれる。
　歳出については、特に高齢者人口の増を背景
に、社会保障費に当たる扶助費や保険給付の増
による国民健康保険事業会計や介護保険事業会
計等への繰出金の増が見込まれる。物件費につ

いても、少なくとも毎年 1億から 2億円程度の
増となることを想定している。公共施設の老朽
化による更新、保全の経費である投資的経費も
市の財政を圧迫する主な要因となっている。
　この財政シミュレーションでは、第六期長期
計画の期間中の平成 38年度までは基金残高は増
えるが、それ以降は減少に転じ、平成 52年度に
は基金がなくなり、最終年度である平成 57 年
度には累積で 369 億円の財源不足となる（図表
14）。
　当面、財政状況は良好と言えるが、長期的に
は財政運営が非常に厳しくなる可能性が高い。
今まで以上に時代の変化に対応した重点施策へ
の資源配分を行い、さらなる経常経費の縮減、
公共施設等総合管理計画＊による公共施設の総量
の縮減等により、持続可能な財政運営を図る。

■ 図表 14　財政シミュレーション（平成 28 ～ 57 年度）
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付表 1

第 2 章 - Ⅱ「調整計画全体に関わる視点」において示した 4 つの基本的な視点は、第 3 章「施策の体系」で示し　　　　　　た 6 つの分野すべてを貫くものであり、基本的な視点と各分野の中で掲げた施策との関係は、以下のとおりとなる。

調整計画全体に関わる視点（第2章-Ⅱ）と施策の　　体系（第3章）における基本施策・施策との関係

基本的な視点 健康・福祉 子ども・教育 文化・市民生活 緑・環境 都市基盤 行・財政

一人ひとりが
尊重される
社会の構築

1-(1)    地域包括ケアシステム（まち
ぐるみの支え合いの仕組み
づくり）の推進

1-(3)    心のバリアフリー事業の推
進

2-(2)    生活支援サービスの充実
2-(5) 生活困窮者への支援
2-(6)    認知症施策の推進
2-(7)    権利を守る取り組みの推進
3-(1)    健康寿命の延伸に向けた施

策
3-(2)    こころの健康づくり
4-(1)    高齢者・障害者の活動支援

の促進

1-(1)    一人ひとりの子ども、それぞれの家
庭への支援

1-(2)    子ども・子育て家庭へのセーフティ
ネットの充実

1-(3)    待機児童対策と多様な保育ニーズ
への対応

3-(2)    豊かな人間性と社会に踏み出す意欲
の育成

4-(1)    子ども自身による意見反映への取り
組み

4-(2)    幼児期の教育の振興
5-(1)    確かな学力と個性の伸長
5-(2)    豊かな人間性や社会性をはぐくむ教

育の推進
5-(5)    特別支援教育・教育相談の充実

2-(1)    一人ひとりが尊重される社会の構築
2-(2)    男女共同参画計画の推進

3-(1)    バリアフリー・ユニバーサルデザインの
まちづくりの推進

6-(1)    計画的な住宅施策の推進
6-(2)    多様な世代・世帯に適応する住環境づ

くり
6-(3)    良好な住環境づくりへの支援

1-(1)    市民参加のあり方の追究
3-(2)    積極的な情報発信と市民ニーズの把握

地域
コミュニティ、
地域活動の
支援と協働

1-(2)    市民が主体となる地域福祉
活動の推進

2-(2)    生活支援サービスの充実（再
掲）

2-(8)    災害時における緊急対応
4-(4)    地域資源とニーズのマッチ

ング

2-(1)    子育て支援団体や関連施設とつなが
る仕組みづくりと情報発信の充実

2-(2)    共助の仕組みづくり
3-(3)    自然体験事業の拡充
3-(4)    地域活動への積極的な参画支援
5-(4)    学校と地域との協働体制の充実

1-(1)    地域のつながりの共有
1-(2)    市民活動の活性化
5-(1)    産業振興計画の推進
5-(2)    商業の活性化
5-(3)    都市型産業の育成
8-(1)    防犯力の向上

 
 
 
 
 

1-(1)    総合的な環境啓発の推進
1-(2)    良好な環境の整備に向けた市民活動との

連携
2-(1)    エネルギー消費のスマート化
3-(1)    市民の共有財産である緑の保護・育成
3-(2)    緑の保全と創出
3-(3)    緑と水のネットワークの推進
4-(2)    ごみ減量及びごみ処理経費の軽減

1-(1)    参加に基づく計画的なまちづくりの展開
1-(2)    まちづくりに関する情報の共有化と支援

制度の充実
6-(3)    良好な住環境づくりへの支援（再掲）

1-(1)    市民参加のあり方の追究（再掲）

魅力ある
都市文化の
醸成と発信

4-(1)    高齢者・障害者の活動支援
の促進（再掲）

3-(2)    豊かな人間性と社会に踏み出す意欲
の育成（再掲）

5-(2)    豊かな人間性や社会性をはぐくむ教
育の推進（再掲）

3-(1)    文化振興に関する方針の策定
3-(2)    文化施設の再整備
3-(3)    東京オリンピック・パラリンピック

を見据えた文化交流の促進
3-(4)    魅力ある都市文化の発信と都市観

光の推進
4-(3)    図書館サービスの充実
4-(4)    歴史文化の継承と創造
5-(1)    産業振興計画の推進（再掲）
5-(2)    商業の活性化（再掲）
5-(3)    都市型産業の育成（再掲）
5-(5)    都市農業の振興と農地の保全

 
 
 
 
 

1-(1)    総合的な環境啓発の推進（再掲）
1-(2)    良好な環境の整備に向けた市民活動との

連携（再掲）
3-(1)    市民の共有財産である緑の保護・育成（再

掲）
3-(3)    緑と水のネットワークの推進（再掲）
5-(2)    魅力ある景観の形成

1-(4)    調和のとれた都市景観の形成
3-(2)    歩いて楽しいまちづくりの推進
7-(1)    吉祥寺駅周辺
7-(2) 三鷹駅周辺
7-(3)    武蔵境駅周辺

1-(1)    市民参加のあり方の追究（再掲）
1-(3)    市政運営に関する基本的なルールの体系

化
4-(1)    総合的・計画的な公共施設等マネジメン

トの推進

分野・市域の
枠を超えた
事業の連携

2-(1)    在宅生活を継続するための
目標の共有化

2-(2)    生活支援サービスの充実（再
掲）

2-(3)    保健・医療・介護・福祉の
連携の推進

2-(4)    医療の機能分化への対応
2-(5)    生活困窮者への支援（再掲）
2-(8)    災害時における緊急対応（再

掲）
3-(3)    感染症発生への対策
4-(3)    介護・看護人材の確保
5-(1)    福祉サービスの再編

1-(1)    一人ひとりの子ども、それぞれの家
庭への支援（再掲）

1-(2)    子ども・子育て家庭へのセーフティ
ネットの充実（再掲）

5-(8)    安全な教育環境づくりと計画的な学
校整備・改築の推進

1-(2)    市民活動の活性化（再掲）
3-(1)    文化振興に関する方針の策定（再掲）
4-(1)    生涯学習機会の拡充
5-(5)    都市産業の振興と農地の保全（再掲）
7-(1)    防災態勢の強化
7-(2)    災害に備えたまちづくり
7-(3)    災害復興の検討
7-(4)    住宅の耐震化の促進
8-(2)    新しい危機への態勢の整備
8-(3)    消費生活の安定と向上

 
 
 
 
 
 

1-(1)    総合的な環境啓発の推進（再掲）
1-(2)    良好な環境の整備に向けた市民活動との

連携（再掲）
2-(1)    エネルギー消費のスマート化（再掲）
2-(2)    公共施設におけるエネルギー施策の展

開
3-(1)    市民の共有財産である緑の保護・育成（再掲）
3-(3)    緑と水のネットワークの推進（再掲）
4-(1)    新武蔵野クリーンセンター（仮称）への

移行
4-(2)    ごみ減量及びごみ処理経費の軽減（再掲）
5-(1)  様々な環境問題への対応
5-(2)    魅力ある景観の形成（再掲）

2-(3)    建築物の適正な維持管理、安全対策の
推進

3-(1)    バリアフリー・ユニバーサルデザインの
まちづくりの推進（再掲）

3-(4)    自転車利用環境の整備と交通ルール・
マナーの啓発

5-(3)    水循環社会の構築
6-(2)    多様な世代・世帯に適応する住環境づ

くり（再掲）
6-(3)    良好な住環境づくりへの支援（再掲）

1-(2)    連携と協働の推進
2-(1)    効率的・効果的な公共サービスの提供
2-(2)    近隣自治体との広域連携の検討
4-(1)    総合的・計画的な公共施設等マネジメン

トの推進（再掲）
5-(2)    健全な財政運営の維持
5-(4)    財政援助出資団体の統合と自立化
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付表 1

第 2 章 - Ⅱ「調整計画全体に関わる視点」において示した 4 つの基本的な視点は、第 3 章「施策の体系」で示し　　　　　　た 6 つの分野すべてを貫くものであり、基本的な視点と各分野の中で掲げた施策との関係は、以下のとおりとなる。

調整計画全体に関わる視点（第2章-Ⅱ）と施策の　　体系（第3章）における基本施策・施策との関係

基本的な視点 健康・福祉 子ども・教育 文化・市民生活 緑・環境 都市基盤 行・財政

一人ひとりが
尊重される
社会の構築

1-(1)    地域包括ケアシステム（まち
ぐるみの支え合いの仕組み
づくり）の推進

1-(3)    心のバリアフリー事業の推
進

2-(2)    生活支援サービスの充実
2-(5) 生活困窮者への支援
2-(6)    認知症施策の推進
2-(7)    権利を守る取り組みの推進
3-(1)    健康寿命の延伸に向けた施

策
3-(2)    こころの健康づくり
4-(1)    高齢者・障害者の活動支援

の促進

1-(1)    一人ひとりの子ども、それぞれの家
庭への支援

1-(2)    子ども・子育て家庭へのセーフティ
ネットの充実

1-(3)    待機児童対策と多様な保育ニーズ
への対応

3-(2)    豊かな人間性と社会に踏み出す意欲
の育成

4-(1)    子ども自身による意見反映への取り
組み

4-(2)    幼児期の教育の振興
5-(1)    確かな学力と個性の伸長
5-(2)    豊かな人間性や社会性をはぐくむ教

育の推進
5-(5)    特別支援教育・教育相談の充実

2-(1)    一人ひとりが尊重される社会の構築
2-(2)    男女共同参画計画の推進

3-(1)    バリアフリー・ユニバーサルデザインの
まちづくりの推進

6-(1)    計画的な住宅施策の推進
6-(2)    多様な世代・世帯に適応する住環境づ

くり
6-(3)    良好な住環境づくりへの支援

1-(1)    市民参加のあり方の追究
3-(2)    積極的な情報発信と市民ニーズの把握

地域
コミュニティ、
地域活動の
支援と協働

1-(2)    市民が主体となる地域福祉
活動の推進

2-(2)    生活支援サービスの充実（再
掲）

2-(8)    災害時における緊急対応
4-(4)    地域資源とニーズのマッチ

ング

2-(1)    子育て支援団体や関連施設とつなが
る仕組みづくりと情報発信の充実

2-(2)    共助の仕組みづくり
3-(3)    自然体験事業の拡充
3-(4)    地域活動への積極的な参画支援
5-(4)    学校と地域との協働体制の充実

1-(1)    地域のつながりの共有
1-(2)    市民活動の活性化
5-(1)    産業振興計画の推進
5-(2)    商業の活性化
5-(3)    都市型産業の育成
8-(1)    防犯力の向上

 
 
 
 
 

1-(1)    総合的な環境啓発の推進
1-(2)    良好な環境の整備に向けた市民活動との

連携
2-(1)    エネルギー消費のスマート化
3-(1)    市民の共有財産である緑の保護・育成
3-(2)    緑の保全と創出
3-(3)    緑と水のネットワークの推進
4-(2)    ごみ減量及びごみ処理経費の軽減

1-(1)    参加に基づく計画的なまちづくりの展開
1-(2)    まちづくりに関する情報の共有化と支援

制度の充実
6-(3)    良好な住環境づくりへの支援（再掲）

1-(1)    市民参加のあり方の追究（再掲）

魅力ある
都市文化の
醸成と発信

4-(1)    高齢者・障害者の活動支援
の促進（再掲）

3-(2)    豊かな人間性と社会に踏み出す意欲
の育成（再掲）

5-(2)    豊かな人間性や社会性をはぐくむ教
育の推進（再掲）

3-(1)    文化振興に関する方針の策定
3-(2)    文化施設の再整備
3-(3)    東京オリンピック・パラリンピック

を見据えた文化交流の促進
3-(4)    魅力ある都市文化の発信と都市観

光の推進
4-(3)    図書館サービスの充実
4-(4)    歴史文化の継承と創造
5-(1)    産業振興計画の推進（再掲）
5-(2)    商業の活性化（再掲）
5-(3)    都市型産業の育成（再掲）
5-(5)    都市農業の振興と農地の保全

 
 
 
 
 

1-(1)    総合的な環境啓発の推進（再掲）
1-(2)    良好な環境の整備に向けた市民活動との

連携（再掲）
3-(1)    市民の共有財産である緑の保護・育成（再

掲）
3-(3)    緑と水のネットワークの推進（再掲）
5-(2)    魅力ある景観の形成

1-(4)    調和のとれた都市景観の形成
3-(2)    歩いて楽しいまちづくりの推進
7-(1)    吉祥寺駅周辺
7-(2) 三鷹駅周辺
7-(3)    武蔵境駅周辺

1-(1)    市民参加のあり方の追究（再掲）
1-(3)    市政運営に関する基本的なルールの体系

化
4-(1)    総合的・計画的な公共施設等マネジメン

トの推進

分野・市域の
枠を超えた
事業の連携

2-(1)    在宅生活を継続するための
目標の共有化

2-(2)    生活支援サービスの充実（再
掲）

2-(3)    保健・医療・介護・福祉の
連携の推進

2-(4)    医療の機能分化への対応
2-(5)    生活困窮者への支援（再掲）
2-(8)    災害時における緊急対応（再

掲）
3-(3)    感染症発生への対策
4-(3)    介護・看護人材の確保
5-(1)    福祉サービスの再編

1-(1)    一人ひとりの子ども、それぞれの家
庭への支援（再掲）

1-(2)    子ども・子育て家庭へのセーフティ
ネットの充実（再掲）

5-(8)    安全な教育環境づくりと計画的な学
校整備・改築の推進

1-(2)    市民活動の活性化（再掲）
3-(1)    文化振興に関する方針の策定（再掲）
4-(1)    生涯学習機会の拡充
5-(5)    都市産業の振興と農地の保全（再掲）
7-(1)    防災態勢の強化
7-(2)    災害に備えたまちづくり
7-(3)    災害復興の検討
7-(4)    住宅の耐震化の促進
8-(2)    新しい危機への態勢の整備
8-(3)    消費生活の安定と向上

 
 
 
 
 
 

1-(1)    総合的な環境啓発の推進（再掲）
1-(2)    良好な環境の整備に向けた市民活動との

連携（再掲）
2-(1)    エネルギー消費のスマート化（再掲）
2-(2)    公共施設におけるエネルギー施策の展

開
3-(1)    市民の共有財産である緑の保護・育成（再掲）
3-(3)    緑と水のネットワークの推進（再掲）
4-(1)    新武蔵野クリーンセンター（仮称）への

移行
4-(2)    ごみ減量及びごみ処理経費の軽減（再掲）
5-(1)  様々な環境問題への対応
5-(2)    魅力ある景観の形成（再掲）

2-(3)    建築物の適正な維持管理、安全対策の
推進

3-(1)    バリアフリー・ユニバーサルデザインの
まちづくりの推進（再掲）

3-(4)    自転車利用環境の整備と交通ルール・
マナーの啓発

5-(3)    水循環社会の構築
6-(2)    多様な世代・世帯に適応する住環境づ

くり（再掲）
6-(3)    良好な住環境づくりへの支援（再掲）

1-(2)    連携と協働の推進
2-(1)    効率的・効果的な公共サービスの提供
2-(2)    近隣自治体との広域連携の検討
4-(1)    総合的・計画的な公共施設等マネジメン

トの推進（再掲）
5-(2)    健全な財政運営の維持
5-(4)    財政援助出資団体の統合と自立化
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付表 2

施策体系図

基本施策 施策 事業 担当課

１　 支え合いの気持ちを
　　つむぐ

(1) 地域包括ケアシステム（まち
ぐるみの支え合いの仕組みづく
り）の推進

地域包括ケアシステム（まちぐるみの支え合い
の仕組みづくり）の推進 地域支援課・高齢者支援課

(2) 市民が主体となる地域福祉活
動の推進

介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合
事業）の実施 高齢者支援課

いきいきサロン事業の実施 高齢者支援課

ボランティア学習・福祉学習の推進 地域支援課

テンミリオンハウス事業の拡充 高齢者支援課

移送サービス（レモンキャブ事業）の推進 高齢者支援課

(3) 心のバリアフリー事業の推進 心のバリアフリーの推進 障害者福祉課

２　 誰もが地域で安心して
暮らしつづけられる仕
組みづくりの推進

(1) 在宅生活を継続するための目
標の共有化 地域ケア会議の活用による多職種連携の強化 高齢者支援課

(2) 生活支援サービスの充実 地域による見守り体制の強化 地域支援課・高齢者支援課・
障害者福祉課

在宅生活を支援するサービスの充実 高齢者支援課・障害者福祉課

家族介護支援事業の充実 高齢者支援課

相談機能のネットワークの強化 障害者福祉課

地域療育相談室ハビットを中心とした地域療育
支援体制の充実 障害者福祉課

放課後対策の充実 障害者福祉課

(3) 保健・医療・介護・福祉の連
携の推進 在宅医療・介護連携推進事業の実施 地域支援課・高齢者支援課・

障害者福祉課・健康課

(4) 医療の機能分化への対応 医療の機能分化への対応 健康課

(5) 生活困窮者への支援 生活困窮者への支援 生活福祉課

(6) 認知症施策の推進 認知症高齢者施策の充実 高齢者支援課

(7) 権利を守る取り組みの推進 権利擁護事業・成年後見制度の利用の促進 地域支援課・高齢者支援課・
障害者福祉課

虐待防止への取り組みの推進 高齢者支援課・障害者福祉課

障害者差別解消への取り組みの充実 障害者福祉課

(8) 災害時における緊急対応 安否確認及び避難支援体制づくりの推進 防災課・地域支援課・高齢者
支援課・障害者福祉課

施策体系図【Ⅰ 健康・福祉】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

３　 誰もがいつまでも健康
な生活を送るための健
康づくりの推進

(1) 健康寿命の延伸に向けた施策 健康づくり事業の充実 高齢者支援課・健康課

がん予防の推進 健康課

生活習慣病予防の推進 健康課

食育の推進 高齢者支援課・健康課

高齢者の介護予防・健康づくりの推進 高齢者支援課・健康課

(2) こころの健康づくり こころの健康づくり 障害者福祉課・健康課

(3) 感染症発生への対策 感染症発生への対策 健康課

４　 誰もが地域でいきいきと輝
けるステージづくり

(1) 高齢者・障害者の活動支援の
促進 キャリア活用による社会貢献活動の推進 地域支援課

地域支え合いポイント制度（仮称）の試行 地域支援課

引きこもりサポート事業の充実 障害者福祉課

余暇活動の充実 障害者福祉課

(2) 高齢者・障害者の雇用・就労
支援 シルバー人材センターへの支援 高齢者支援課

関係機関・民間事業者との連携による高年齢者
雇用の推進 地域支援課・高齢者支援課

市内事業者への障害者雇用に関する啓発の推進 障害者福祉課

(3) 介護・看護人材の確保 ケアリンピック武蔵野の開催 高齢者支援課

福祉人材の確保と育成 地域支援課

(4) 地域資源とニーズのマッチング 生活支援サービスの整備とコーディネート機能
の充実 高齢者支援課

５　 住み慣れた地域での生
活を継続するための基
盤整備

(1) 福祉サービスの再編 福祉サービス再編の検討 障害者福祉課

重度の障害のある人に対する施設整備と支援の
あり方の検討 障害者福祉課

第三者評価受審の勧奨 高齢者支援課・障害者福祉課

介護保険制度の適切な運営 高齢者支援課

（公財）武蔵野市福祉公社と（社福）武蔵野市民
社会福祉協議会との統合の準備

企画調整課・地域支援課・
高齢者支援課

バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー化・
ユニバーサルデザイン化の推進 地域支援課

(2) くぬぎ園の跡地利用 くぬぎ園の跡地利用 高齢者支援課・障害者福祉課

(3) 特別養護老人ホームの市内整備 地域包括ケア推進機能を併設した特別養護老人
ホームの整備 高齢者支援課

(4) 市有地活用などによる福祉イ
ンフラ整備事業の検討

市有地活用による福祉インフラ整備事業の創設
検討 企画調整課・高齢者支援課
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施策体系図
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　　つむぐ

(1) 地域包括ケアシステム（まち
ぐるみの支え合いの仕組みづく
り）の推進
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(2) 市民が主体となる地域福祉活
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介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合
事業）の実施 高齢者支援課

いきいきサロン事業の実施 高齢者支援課

ボランティア学習・福祉学習の推進 地域支援課
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(3) 心のバリアフリー事業の推進 心のバリアフリーの推進 障害者福祉課

２　 誰もが地域で安心して
暮らしつづけられる仕
組みづくりの推進

(1) 在宅生活を継続するための目
標の共有化 地域ケア会議の活用による多職種連携の強化 高齢者支援課

(2) 生活支援サービスの充実 地域による見守り体制の強化 地域支援課・高齢者支援課・
障害者福祉課

在宅生活を支援するサービスの充実 高齢者支援課・障害者福祉課

家族介護支援事業の充実 高齢者支援課

相談機能のネットワークの強化 障害者福祉課

地域療育相談室ハビットを中心とした地域療育
支援体制の充実 障害者福祉課

放課後対策の充実 障害者福祉課

(3) 保健・医療・介護・福祉の連
携の推進 在宅医療・介護連携推進事業の実施 地域支援課・高齢者支援課・
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(4) 医療の機能分化への対応 医療の機能分化への対応 健康課

(5) 生活困窮者への支援 生活困窮者への支援 生活福祉課
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関係機関・民間事業者との連携による高年齢者
雇用の推進 地域支援課・高齢者支援課

市内事業者への障害者雇用に関する啓発の推進 障害者福祉課

(3) 介護・看護人材の確保 ケアリンピック武蔵野の開催 高齢者支援課

福祉人材の確保と育成 地域支援課

(4) 地域資源とニーズのマッチング 生活支援サービスの整備とコーディネート機能
の充実 高齢者支援課
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基本施策 施策 事業 担当課

１　 子ども自身の育ちと子
育て家庭への総合的支
援

(1) 一人ひとりの子ども、それぞ
れの家庭への支援 家庭の教育力を高める学習機会の提供 子ども政策課

子育てに対する意識改革に向けた啓発の推進 子ども政策課

障害児等支援を必要とする子どもへの支援 子ども政策課

子育て家庭への経済的支援の実施 子ども家庭支援センター

(2) 子ども・子育て家庭へのセー
フティネットの充実 児童虐待等を含む養育困難家庭への支援の強化 子ども家庭支援センター

配偶者等暴力被害者支援の強化 子ども家庭支援センター

専門性と対応力の向上 子ども家庭支援センター

ひとり親家庭の自立に向けた支援の充実 子ども家庭支援センター

生活困窮家庭の子どもに対する支援
生活福祉課・子ども政策課・
子ども家庭支援センター・児
童青少年課・教育支援課

(3) 待機児童対策と多様な保育ニー
ズへの対応 待機児童解消施策の推進 子ども育成課

小規模保育事業等と保育所等との連携体制の確
立 子ども育成課

多様な就労形態に対応した保育事業の展開 子ども育成課

保育の質向上のための取り組み 子ども育成課

新武蔵野方式による公立保育園の設置・運営主
体変更の検証等 子ども育成課

保育に関する費用負担とサービス利用のあり方
の検討 子ども育成課

２　 地域社会全体の連携に
よる子ども・子育て支
援の充実

(1) 子育て支援団体や関連施設と
つながる仕組みづくりと情報発
信の充実

地域子育て支援機能の充実 子ども政策課

子育て支援情報発信の充実 子ども政策課

子育て支援ネットワークの連携の推進 子ども政策課

(2) 共助の仕組みづくり 訪問型支援事業の推進 子ども政策課

ひろば事業の推進（NPO や地域団体との連携） 子ども政策課

子育て自主グループや支援者の育成 子ども政策課

防犯体制の強化 子ども政策課

施策体系図【Ⅱ 子ども・教育】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

３　 青少年の成長・自立へ
の支援

(1) 小学生の放課後施策の充実 地域子ども館あそべえの充実 児童青少年課

学童クラブ事業の充実 児童青少年課

地域子ども館あそべえと学童クラブの連携の推
進 児童青少年課

(2) 豊かな人間性と社会に踏み出
す意欲の育成

社会性や創造力を育成するための学習講座の提
供 児童青少年課

若者サポート事業 児童青少年課

(3) 自然体験事業の拡充 地域振興の観点から営まれているグリーンツー
リズム等を活用した自然体験事業への参加推進 児童青少年課

地域実施型プレーパーク機能の展開に対する支
援 児童青少年課

むさしのジャンボリー事業の今後のあり方に関
する検討 児童青少年課

(4) 地域活動への積極的な参画支
援 青少年の社会参画の推進 児童青少年課

児童・青少年活動支援者の育成 児童青少年課

青少年活動等への若年世代の参画を促す地域活
動への支援 児童青少年課

４　 子ども・子育て家庭を
支援する体制・施設の
整備

(1) 子ども自身による意見反映へ
の取り組み 子育て支援施策の再編の検討 子ども政策課

「中高生世代会議（仮称）」の設置 子ども政策課

(2) 幼児期の教育の振興 幼児期の教育の振興 子ども育成課

私立幼稚園への支援 子ども育成課

(3) 桜堤児童館における子育て支
援機能の充実 桜堤児童館における子育て支援機能の充実 子ども政策課

(4) 市立保育園の改築・改修計画
の策定 市立保育園の改築・改修計画の策定 子ども育成課

民間認可保育所の改築・改修への支援 子ども育成課
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基本施策 施策 事業 担当課

１　 子ども自身の育ちと子
育て家庭への総合的支
援

(1) 一人ひとりの子ども、それぞ
れの家庭への支援 家庭の教育力を高める学習機会の提供 子ども政策課

子育てに対する意識改革に向けた啓発の推進 子ども政策課

障害児等支援を必要とする子どもへの支援 子ども政策課

子育て家庭への経済的支援の実施 子ども家庭支援センター

(2) 子ども・子育て家庭へのセー
フティネットの充実 児童虐待等を含む養育困難家庭への支援の強化 子ども家庭支援センター

配偶者等暴力被害者支援の強化 子ども家庭支援センター

専門性と対応力の向上 子ども家庭支援センター

ひとり親家庭の自立に向けた支援の充実 子ども家庭支援センター

生活困窮家庭の子どもに対する支援
生活福祉課・子ども政策課・
子ども家庭支援センター・児
童青少年課・教育支援課

(3) 待機児童対策と多様な保育ニー
ズへの対応 待機児童解消施策の推進 子ども育成課

小規模保育事業等と保育所等との連携体制の確
立 子ども育成課

多様な就労形態に対応した保育事業の展開 子ども育成課

保育の質向上のための取り組み 子ども育成課

新武蔵野方式による公立保育園の設置・運営主
体変更の検証等 子ども育成課

保育に関する費用負担とサービス利用のあり方
の検討 子ども育成課

２　 地域社会全体の連携に
よる子ども・子育て支
援の充実

(1) 子育て支援団体や関連施設と
つながる仕組みづくりと情報発
信の充実

地域子育て支援機能の充実 子ども政策課

子育て支援情報発信の充実 子ども政策課

子育て支援ネットワークの連携の推進 子ども政策課

(2) 共助の仕組みづくり 訪問型支援事業の推進 子ども政策課

ひろば事業の推進（NPO や地域団体との連携） 子ども政策課

子育て自主グループや支援者の育成 子ども政策課

防犯体制の強化 子ども政策課

施策体系図【Ⅱ 子ども・教育】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

３　 青少年の成長・自立へ
の支援

(1) 小学生の放課後施策の充実 地域子ども館あそべえの充実 児童青少年課

学童クラブ事業の充実 児童青少年課

地域子ども館あそべえと学童クラブの連携の推
進 児童青少年課

(2) 豊かな人間性と社会に踏み出
す意欲の育成

社会性や創造力を育成するための学習講座の提
供 児童青少年課

若者サポート事業 児童青少年課

(3) 自然体験事業の拡充 地域振興の観点から営まれているグリーンツー
リズム等を活用した自然体験事業への参加推進 児童青少年課

地域実施型プレーパーク機能の展開に対する支
援 児童青少年課

むさしのジャンボリー事業の今後のあり方に関
する検討 児童青少年課

(4) 地域活動への積極的な参画支
援 青少年の社会参画の推進 児童青少年課

児童・青少年活動支援者の育成 児童青少年課

青少年活動等への若年世代の参画を促す地域活
動への支援 児童青少年課

４　 子ども・子育て家庭を
支援する体制・施設の
整備

(1) 子ども自身による意見反映へ
の取り組み 子育て支援施策の再編の検討 子ども政策課

「中高生世代会議（仮称）」の設置 子ども政策課

(2) 幼児期の教育の振興 幼児期の教育の振興 子ども育成課

私立幼稚園への支援 子ども育成課

(3) 桜堤児童館における子育て支
援機能の充実 桜堤児童館における子育て支援機能の充実 子ども政策課

(4) 市立保育園の改築・改修計画
の策定 市立保育園の改築・改修計画の策定 子ども育成課

民間認可保育所の改築・改修への支援 子ども育成課
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基本施策 施策 事業 担当課

５　 次代を担う力をはぐく
む学校教育

(1) 確かな学力と個性の伸長 基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・
判断力・表現力等をはぐくむ指導の充実 指導課

ＩＣＴを活用した教育の推進 指導課

ＩＣＴ環境の整備 指導課

(2) 豊かな人間性や社会性をはぐ
くむ教育の推進 自然体験活動・長期宿泊体験の充実 指導課

文化的・芸術的活動の充実 指導課

生活指導の充実 指導課

環境教育の推進 指導課

市民性を高める教育の推進 指導課

キャリア教育の推進 指導課

(3) 健やかな体をはぐくむ教育の
推進 健やかな体をはぐくむ教育の推進 指導課

食育の推進 指導課・教育支援課

小学校給食自校調理施設の計画的な配置の推進 教育企画課・教育支援課

中学校給食共同調理場再整備の検討 教育支援課

(4) 学校と地域との協働体制の充
実 開かれた学校づくりの推進と学校経営の充実 指導課

地域の学校支援体制の充実 指導課

(5) 特別支援教育・教育相談の充
実

個々の児童の教育的ニーズに応じた指導・支援
の推進 教育支援課

特別支援学級の計画的整備 教育支援課

特別支援教育体制の整備・支援人材の拡充 教育支援課

教育支援センターの充実 教育支援課

(6) 学校・教員支援体制の充実 若手教員と学校運営の中核となる教員の育成 指導課

教育センター機能の段階的拡充 指導課・教育支援課

教育センター構想の推進 教育企画課

(7) ９年間を見通した小中連携と
幼保小の接続の促進 小・中学校を一貫した教育課程等の検討 指導課

９年間を見通した小中連携の推進 指導課

小学校と就学前教育との連携 指導課

(8) 安全な教育環境づくりと計画
的な学校整備・改築の推進

安全教育・安全管理の充実 教育企画課・指導課

学校施設の計画的な整備の推進 教育企画課

学校施設の計画的な改築の推進 教育企画課

基本施策 施策 事業 担当課

１　 地域社会と市民活動の
活性化

(1) 地域のつながりの共有 地域コミュニティの活性化 市民活動推進課

コミュニティセンター設備の更新（機能の充実）
と配置のあり方等の検討 市民活動推進課

新たなコミュニティ構想の検討 企画調整課・市民活動推進課

(2) 市民活動の活性化 市民活動団体相互のネットワーク形成と活動支
援 市民活動推進課

市民活動促進基本計画の推進 市民活動推進課

２　 互いに尊重し認め合う
平和な社会の構築

(1) 一人ひとりが尊重される社会
の構築 権利擁護事業・成年後見制度の利用の促進（再掲） 地域支援課・高齢者支援課・

障害者福祉課

(2) 男女共同参画計画の推進 男女共同参画計画の推進 市民活動推進課

むさしのヒューマン・ネットワークセンターの
機能充実 市民活動推進課

(3) 平和施策の推進 平和啓発事業の推進 市民活動推進課

３　 市民文化の醸成
(1) 文化振興に関する方針の策定 文化振興に関する方針の策定 企画調整課・市民活動推進課・

生涯学習スポーツ課

（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生涯
学習振興事業団との統合の準備

企画調整課・市民活動推進課・
生涯学習スポーツ課

(2) 文化施設の再整備 三駅周辺の文化施設配置の検討 企画調整課・市民活動推進課・
生涯学習スポーツ課

武蔵野市民文化会館の改修 市民活動推進課

(3) 東京オリンピック・パラリン
ピックを見据えた文化交流の促
進

東京オリンピック・パラリンピックを見据えた
文化交流の振興

市民活動推進課・交流事業課・
生涯学習スポーツ課

(4) 魅力ある都市文化の発信と都
市観光の推進 まちの魅力や情報の発信と共有 秘書広報課・生活経済課

都市観光の推進 生活経済課

施策体系図【Ⅲ 文化・市民生活】分野　体系図
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基本施策 施策 事業 担当課

５　 次代を担う力をはぐく
む学校教育

(1) 確かな学力と個性の伸長 基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・
判断力・表現力等をはぐくむ指導の充実 指導課

ＩＣＴを活用した教育の推進 指導課

ＩＣＴ環境の整備 指導課

(2) 豊かな人間性や社会性をはぐ
くむ教育の推進 自然体験活動・長期宿泊体験の充実 指導課

文化的・芸術的活動の充実 指導課

生活指導の充実 指導課

環境教育の推進 指導課

市民性を高める教育の推進 指導課

キャリア教育の推進 指導課

(3) 健やかな体をはぐくむ教育の
推進 健やかな体をはぐくむ教育の推進 指導課

食育の推進 指導課・教育支援課

小学校給食自校調理施設の計画的な配置の推進 教育企画課・教育支援課

中学校給食共同調理場再整備の検討 教育支援課

(4) 学校と地域との協働体制の充
実 開かれた学校づくりの推進と学校経営の充実 指導課

地域の学校支援体制の充実 指導課

(5) 特別支援教育・教育相談の充
実

個々の児童の教育的ニーズに応じた指導・支援
の推進 教育支援課

特別支援学級の計画的整備 教育支援課

特別支援教育体制の整備・支援人材の拡充 教育支援課

教育支援センターの充実 教育支援課

(6) 学校・教員支援体制の充実 若手教員と学校運営の中核となる教員の育成 指導課

教育センター機能の段階的拡充 指導課・教育支援課

教育センター構想の推進 教育企画課

(7) ９年間を見通した小中連携と
幼保小の接続の促進 小・中学校を一貫した教育課程等の検討 指導課

９年間を見通した小中連携の推進 指導課

小学校と就学前教育との連携 指導課

(8) 安全な教育環境づくりと計画
的な学校整備・改築の推進

安全教育・安全管理の充実 教育企画課・指導課

学校施設の計画的な整備の推進 教育企画課

学校施設の計画的な改築の推進 教育企画課

基本施策 施策 事業 担当課

１　 地域社会と市民活動の
活性化

(1) 地域のつながりの共有 地域コミュニティの活性化 市民活動推進課

コミュニティセンター設備の更新（機能の充実）
と配置のあり方等の検討 市民活動推進課

新たなコミュニティ構想の検討 企画調整課・市民活動推進課

(2) 市民活動の活性化 市民活動団体相互のネットワーク形成と活動支
援 市民活動推進課

市民活動促進基本計画の推進 市民活動推進課

２　 互いに尊重し認め合う
平和な社会の構築

(1) 一人ひとりが尊重される社会
の構築 権利擁護事業・成年後見制度の利用の促進（再掲） 地域支援課・高齢者支援課・

障害者福祉課

(2) 男女共同参画計画の推進 男女共同参画計画の推進 市民活動推進課

むさしのヒューマン・ネットワークセンターの
機能充実 市民活動推進課

(3) 平和施策の推進 平和啓発事業の推進 市民活動推進課

３　 市民文化の醸成
(1) 文化振興に関する方針の策定 文化振興に関する方針の策定 企画調整課・市民活動推進課・

生涯学習スポーツ課

（公財）武蔵野文化事業団と（公財）武蔵野生涯
学習振興事業団との統合の準備

企画調整課・市民活動推進課・
生涯学習スポーツ課

(2) 文化施設の再整備 三駅周辺の文化施設配置の検討 企画調整課・市民活動推進課・
生涯学習スポーツ課

武蔵野市民文化会館の改修 市民活動推進課

(3) 東京オリンピック・パラリン
ピックを見据えた文化交流の促
進

東京オリンピック・パラリンピックを見据えた
文化交流の振興

市民活動推進課・交流事業課・
生涯学習スポーツ課

(4) 魅力ある都市文化の発信と都
市観光の推進 まちの魅力や情報の発信と共有 秘書広報課・生活経済課

都市観光の推進 生活経済課

施策体系図【Ⅲ 文化・市民生活】分野　体系図
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基本施策 施策 事業 担当課

４　 市民の多様な学びやス
ポーツ活動への支援

(1) 生涯学習機会の拡充 生涯学習関係団体活動支援と多様な事業主体と
の連携の推進 生涯学習スポーツ課

生涯学習情報の一元化・共有化 生涯学習スポーツ課

生涯学習プログラムの受講機会の拡充 生涯学習スポーツ課

(2) スポーツの振興と施設の再整
備

東京オリンピック・パラリンピック等国際大会
に向けたスポーツの振興 生涯学習スポーツ課

総合体育館等体育施設の整備 生涯学習スポーツ課

旧桜堤小学校跡地の整備 生涯学習スポーツ課

(3) 図書館サービスの充実 図書館の運営形態の検討 図書館 

子どもの読書活動推進事業の充実 図書館

来館・利用困難者に対するサービスの向上 図書館

(4) 歴史文化の継承と創造 武蔵野ふるさと歴史館を中心とした歴史文化の
継承と創造 生涯学習スポーツ課

文化財保護・普及事業と歴史公文書等資料の適
切な管理及び活用 生涯学習スポーツ課

５　 地域の特性を活かした
産業の振興

(1) 産業振興計画の推進 産業振興計画に基づく施策の実施 生活経済課

武蔵野商工会議所等との連携の強化 生活経済課

(2) 商業の活性化 三駅圏周辺商業の活性化 生活経済課

路線商店街活性化への支援 生活経済課

(3) 都市型産業の育成 創業支援 生活経済課

社会的企業育成モデルの検討 生活経済課

(4) 中小企業への支援・セーフティ
ネットの充実

中小企業者への資金融資あっせん等支援策の充
実 生活経済課

就労支援 生活経済課

(5) 都市農業の振興と農地の保全 農業振興基本計画に基づく施策の実施 生活経済課

都市農業の振興 生活経済課

基本施策 施策 事業 担当課

６　 都市・国際交流の推進
(1) 交流事業のあり方の検討 市民相互の自主的交流の促進 交流事業課

友好都市間の相互支援体制の構築 交流事業課・防災課

アンテナショップ事業 生活経済課

(2） 市内に在住する外国人等への
日常生活支援 外国人の日常生活支援体制の確立 交流事業課

広域連携による在住外国人支援等の検討 企画調整課・交流事業課

外国人に対する情報の多言語化の推進 交流事業課

７　 災害への備えの拡充
(1) 防災態勢の強化 地域の防災力の向上 防災課

地域防災計画の見直し 防災課

災害発生時の対応マニュアル作成 防災課・各課

災害時の情報提供の方法の検討・充実 秘書広報課・防災課

災害時の保健・医療・福祉の連携づくり 地域支援課・健康課

友好都市間及び近隣自治体間の応援協力・連携
体制の強化 交流事業課・防災課

避難所における生活環境の確保 防災課・高齢者支援課・障害
者福祉課

災害時避難行動支援体制の推進 防災課・地域支援課

(2) 災害に備えたまちづくり 災害時の緊急輸送道路確保に向けた建築物の耐
震化促進 住宅対策課・建築指導課

消防水利の整備 防災課

(3) 災害復興の検討 災害復興マニュアルの策定 企画調整課・防災課・まちづ
くり推進課

(4) 住宅の耐震化の促進 住宅の耐震化の促進 住宅対策課

８　 多様な危機への対応の
強化

(1) 防犯力の向上 パトロール隊との連携による地域防犯力の向上 安全対策課

繁華街等における安全の確保 安全対策課

新たな形態の犯罪防止 安全対策課

(2) 新しい危機への態勢の整備 広域連携の推進 安全対策課

新型インフルエンザ等への対応 安全対策課・健康課

国民保護計画の改定 安全対策課

(3) 消費生活の安定と向上 消費者被害防止 生活経済課

消費者啓発、情報提供、相談対応の充実 生活経済課
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基本施策 施策 事業 担当課

４　 市民の多様な学びやス
ポーツ活動への支援

(1) 生涯学習機会の拡充 生涯学習関係団体活動支援と多様な事業主体と
の連携の推進 生涯学習スポーツ課

生涯学習情報の一元化・共有化 生涯学習スポーツ課

生涯学習プログラムの受講機会の拡充 生涯学習スポーツ課

(2) スポーツの振興と施設の再整
備

東京オリンピック・パラリンピック等国際大会
に向けたスポーツの振興 生涯学習スポーツ課

総合体育館等体育施設の整備 生涯学習スポーツ課

旧桜堤小学校跡地の整備 生涯学習スポーツ課

(3) 図書館サービスの充実 図書館の運営形態の検討 図書館 

子どもの読書活動推進事業の充実 図書館

来館・利用困難者に対するサービスの向上 図書館

(4) 歴史文化の継承と創造 武蔵野ふるさと歴史館を中心とした歴史文化の
継承と創造 生涯学習スポーツ課

文化財保護・普及事業と歴史公文書等資料の適
切な管理及び活用 生涯学習スポーツ課

５　 地域の特性を活かした
産業の振興

(1) 産業振興計画の推進 産業振興計画に基づく施策の実施 生活経済課

武蔵野商工会議所等との連携の強化 生活経済課

(2) 商業の活性化 三駅圏周辺商業の活性化 生活経済課

路線商店街活性化への支援 生活経済課

(3) 都市型産業の育成 創業支援 生活経済課

社会的企業育成モデルの検討 生活経済課

(4) 中小企業への支援・セーフティ
ネットの充実

中小企業者への資金融資あっせん等支援策の充
実 生活経済課

就労支援 生活経済課

(5) 都市農業の振興と農地の保全 農業振興基本計画に基づく施策の実施 生活経済課

都市農業の振興 生活経済課

基本施策 施策 事業 担当課

６　 都市・国際交流の推進
(1) 交流事業のあり方の検討 市民相互の自主的交流の促進 交流事業課

友好都市間の相互支援体制の構築 交流事業課・防災課

アンテナショップ事業 生活経済課

(2） 市内に在住する外国人等への
日常生活支援 外国人の日常生活支援体制の確立 交流事業課

広域連携による在住外国人支援等の検討 企画調整課・交流事業課

外国人に対する情報の多言語化の推進 交流事業課

７　 災害への備えの拡充
(1) 防災態勢の強化 地域の防災力の向上 防災課

地域防災計画の見直し 防災課

災害発生時の対応マニュアル作成 防災課・各課

災害時の情報提供の方法の検討・充実 秘書広報課・防災課

災害時の保健・医療・福祉の連携づくり 地域支援課・健康課

友好都市間及び近隣自治体間の応援協力・連携
体制の強化 交流事業課・防災課

避難所における生活環境の確保 防災課・高齢者支援課・障害
者福祉課

災害時避難行動支援体制の推進 防災課・地域支援課

(2) 災害に備えたまちづくり 災害時の緊急輸送道路確保に向けた建築物の耐
震化促進 住宅対策課・建築指導課

消防水利の整備 防災課

(3) 災害復興の検討 災害復興マニュアルの策定 企画調整課・防災課・まちづ
くり推進課

(4) 住宅の耐震化の促進 住宅の耐震化の促進 住宅対策課

８　 多様な危機への対応の
強化

(1) 防犯力の向上 パトロール隊との連携による地域防犯力の向上 安全対策課

繁華街等における安全の確保 安全対策課

新たな形態の犯罪防止 安全対策課

(2) 新しい危機への態勢の整備 広域連携の推進 安全対策課

新型インフルエンザ等への対応 安全対策課・健康課

国民保護計画の改定 安全対策課

(3) 消費生活の安定と向上 消費者被害防止 生活経済課

消費者啓発、情報提供、相談対応の充実 生活経済課
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基本施策 施策 事業 担当課

１　 市民の自発的・主体的
な行動を促す支援 (1) 総合的な環境啓発の推進 環境啓発事業の充実とわかりやすい情報発信

環境政策課・ごみ総合対策課・
クリーンセンター・下水道課・
緑のまち推進課

環境啓発施設「エコプラザ（仮称）」の開設 環境政策課・クリーンセン
ター

(2) 良好な環境の整備に向けた市
民活動との連携 民有地の雨水浸透施設の設置推進 下水道課

市民自らが緑を守り育てる活動の促進 緑のまち推進課

市民参加のもとで進める良好な生活環境づくり 環境政策課

２　 環境負荷低減施策の推
進

(1) エネルギー消費のスマート化 家庭部門のエネルギー消費のスマート化 環境政策課

エネルギーの地産地消（再生可能エネルギーの
導入、新たなエネルギー利用の検討） 施設課・環境政策課

環境に配慮した住まいづくり・住まい方の推進 住宅対策課

まちづくりの環境配慮制度の検討 まちづくり推進課

(2) 公共施設におけるエネルギー
施策の展開

新クリーンセンター周辺のエネルギー需給最適
化

施設課・環境政策課・クリー
ンセンター

新しいEMS（環境マネジメントシステム）の検討・
構築 環境政策課

３　 「緑」を基軸としたまち
づくりの推進

(1) 市民の共有財産である緑の保
護・育成 緑の基本計画の策定 緑のまち推進課

桜並木の保全及び街路樹の適正管理 緑のまち推進課

(2) 緑の保全と創出 民有地のみどりの保全と創出の推進 緑のまち推進課

公共施設緑化基準の策定及び緑化推進 緑のまち推進課

公園緑地の整備・拡充及び効率的・効果的な維
持管理 緑のまち推進課

農地の保全 生活経済課

(3) 緑と水のネットワークの推進 緑と水のネットワークの啓発事業 緑のまち推進課

仙川水辺環境整備基本計画の推進 緑のまち推進課

生物多様性への対応 環境政策課・緑のまち推進課

多摩の森林保全活動・水源林保全 緑のまち推進課・水道部総務
課

施策体系図【Ⅳ 緑・環境】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

４　 循環型社会システムづ
くりの推進

(1) 新武蔵野クリーンセンター（仮
称）への移行 新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業 クリーンセンター

新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業に
伴う周辺整備 クリーンセンター

新武蔵野クリーンセンター（仮称）の安全・安
定稼働 クリーンセンター

ごみ処理の広域連携の研究 ごみ総合対策課・クリーンセ
ンター

(2) ごみ減量及びごみ処理経費の
軽減 効率的なごみ処理方法の検討 ごみ総合対策課

市民・事業者の取り組みに対する効果的な支援 ごみ総合対策課

ごみに関する普及啓発の充実・拡充 ごみ総合対策課

ごみの発生抑制と最終処分量の削減 ごみ総合対策課

５　 生活を取り巻く様々な
環境の変化に伴う新た
な問題への対応

(1) 様々な環境問題への対応 典型 7 公害、放射線、近隣騒音等の生活関係公
害への対応 環境政策課

感染症媒介蚊等の新たな環境リスクへの対応 環境政策課

喫煙マナーアップの強化及びまちの美化の推進 ごみ総合対策課

(2) 魅力ある景観の形成 景観的視点からの屋外広告物の規制のあり方の
検討 環境政策課

空き家に対する適正管理 環境政策課
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基本施策 施策 事業 担当課

１　 市民の自発的・主体的
な行動を促す支援 (1) 総合的な環境啓発の推進 環境啓発事業の充実とわかりやすい情報発信

環境政策課・ごみ総合対策課・
クリーンセンター・下水道課・
緑のまち推進課

環境啓発施設「エコプラザ（仮称）」の開設 環境政策課・クリーンセン
ター

(2) 良好な環境の整備に向けた市
民活動との連携 民有地の雨水浸透施設の設置推進 下水道課

市民自らが緑を守り育てる活動の促進 緑のまち推進課

市民参加のもとで進める良好な生活環境づくり 環境政策課

２　 環境負荷低減施策の推
進

(1) エネルギー消費のスマート化 家庭部門のエネルギー消費のスマート化 環境政策課

エネルギーの地産地消（再生可能エネルギーの
導入、新たなエネルギー利用の検討） 施設課・環境政策課

環境に配慮した住まいづくり・住まい方の推進 住宅対策課

まちづくりの環境配慮制度の検討 まちづくり推進課

(2) 公共施設におけるエネルギー
施策の展開

新クリーンセンター周辺のエネルギー需給最適
化

施設課・環境政策課・クリー
ンセンター

新しいEMS（環境マネジメントシステム）の検討・
構築 環境政策課

３　 「緑」を基軸としたまち
づくりの推進

(1) 市民の共有財産である緑の保
護・育成 緑の基本計画の策定 緑のまち推進課

桜並木の保全及び街路樹の適正管理 緑のまち推進課

(2) 緑の保全と創出 民有地のみどりの保全と創出の推進 緑のまち推進課

公共施設緑化基準の策定及び緑化推進 緑のまち推進課

公園緑地の整備・拡充及び効率的・効果的な維
持管理 緑のまち推進課

農地の保全 生活経済課

(3) 緑と水のネットワークの推進 緑と水のネットワークの啓発事業 緑のまち推進課

仙川水辺環境整備基本計画の推進 緑のまち推進課

生物多様性への対応 環境政策課・緑のまち推進課

多摩の森林保全活動・水源林保全 緑のまち推進課・水道部総務
課

施策体系図【Ⅳ 緑・環境】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

４　 循環型社会システムづ
くりの推進

(1) 新武蔵野クリーンセンター（仮
称）への移行 新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業 クリーンセンター

新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業に
伴う周辺整備 クリーンセンター

新武蔵野クリーンセンター（仮称）の安全・安
定稼働 クリーンセンター

ごみ処理の広域連携の研究 ごみ総合対策課・クリーンセ
ンター

(2) ごみ減量及びごみ処理経費の
軽減 効率的なごみ処理方法の検討 ごみ総合対策課

市民・事業者の取り組みに対する効果的な支援 ごみ総合対策課

ごみに関する普及啓発の充実・拡充 ごみ総合対策課

ごみの発生抑制と最終処分量の削減 ごみ総合対策課

５　 生活を取り巻く様々な
環境の変化に伴う新た
な問題への対応

(1) 様々な環境問題への対応 典型 7 公害、放射線、近隣騒音等の生活関係公
害への対応 環境政策課

感染症媒介蚊等の新たな環境リスクへの対応 環境政策課

喫煙マナーアップの強化及びまちの美化の推進 ごみ総合対策課

(2) 魅力ある景観の形成 景観的視点からの屋外広告物の規制のあり方の
検討 環境政策課

空き家に対する適正管理 環境政策課
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基本施策 施策 事業 担当課

１　 地域の特性に合ったま
ちづくりの推進

(1) 参加に基づく計画的なまちづ
くりの展開

地区計画・地区まちづくり計画等の促進 まちづくり推進課

良好なまちづくりを進める開発調整の推進 まちづくり推進課

(2) まちづくりに関する情報の共
有化と支援制度の充実 都市計画マスタープランの運用 まちづくり推進課

まちづくり支援制度の運用 まちづくり推進課

(3) 土地利用の計画的誘導 用途地域等の見直し まちづくり推進課

大規模な企業地や公共公益施設の土地利用の維
持 まちづくり推進課

境公園都市計画の見直し まちづくり推進課

(4) 調和のとれた都市景観の形成 景観まちづくりの具体的な展開 まちづくり推進課

道路の景観整備の推進 道路課

路上看板等の改善指導 道路課

２　 都市基盤の更新
(1) 持続可能な都市基盤の構築 「公共施設等総合管理計画」に基づく施設整備の

推進 企画調整課・各課

橋りょう長寿命化計画の推進 道路課

(2) 計画的・効率的な道路施設管
理

道路総合管理計画（仮称）の策定と計画的な維
持管理の実施 道路課

道路維持管理業務の効率化のための検討 道路課

(3) 建築物の適正な維持管理、安
全対策の推進 民間関係機関との連携強化 建築指導課

既存建築物・設備の適正な使用・維持管理の強
化 建築指導課

違反建築物等への対策の徹底 建築指導課

施策体系図【Ⅴ 都市基盤】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

３　 利用者の視点を重視し
た安全で円滑な交通環
境の整備

(1) バリアフリー・ユニバーサル
デザインのまちづくりの推進 バリアフリー基本構想に基づく事業の推進 まちづくり推進課

(2) 歩いて楽しいまちづくりの推
進 歩いて楽しいみちづくりの推進 道路課

(3) 交通環境の整備と公共交通機
関の利用促進 市民交通計画の推進 交通対策課

高齢社会の進展による交通（移動）手段のあり
方の検討 交通対策課

公共交通機関の利用促進 交通対策課

(4) 自転車利用環境の整備と交通
ルール・マナーの啓発

自転車安全利用講習会等による運転マナーの向
上と正しい交通ルールの周知 交通対策課

自転車の安全な走行環境の整備 交通対策課

駐輪場の整備と既存駐輪場の有効活用の推進 交通対策課

４　 道路ネットワークの整
備

(1) 生活道路の整備 居住者・歩行者の安全性・快適性を考慮した歩
車共存の道路整備の推進 交通対策課

区画道路の整備の推進 道路課

狭あい道路整備の推進 道路課

(2) 都市計画道路ネットワーク整
備の推進 都市計画道路の事業化 まちづくり推進課

3･4･10号線（五日市街道）、3･4･3号線（井ノ頭通り）、
3･4･11号線（女子大通り）の事業化の要請 まちづくり推進課

７・６・１号線（御殿山通り）の整備推進 道路課

３・４・27 号線の整備推進 道路課

(3) 外環への対応 外環の２にかかる検討 まちづくり推進課

５　 下水道の再整備
(1) 下水道施設機能の維持・向上 下水道施設の機能の維持・向上 下水道課

吉祥寺駅周辺の下水道臭気対策支援の推進 下水道課

(2) 持続可能な下水道経営 下水道事業の公営企業会計への移行 下水道課

(3) 水循環型社会の構築 水循環型社会の構築 下水道課

６　 住宅施策の総合的な取
組み

(1) 計画的な住宅施策の推進 住宅マスタープランの推進 住宅対策課

市営・福祉型住宅の適切な管理とあり方の検討 住宅対策課

住宅に関する情報提供体制の充実 住宅対策課

(2) 多様な世代・世帯に適応する
住環境づくり ライフステージに合わせた住宅確保の支援 住宅対策課

(3) 良好な住環境づくりへの支援 分譲マンションの適切な維持管理等への支援 住宅対策課

良好な住環境の形成に向けた支援の検討 住宅対策課

8786



付
表
２
　
　
◆
　
　
施
策
体
系
図

付
表
２
　
　
◆
　
　
施
策
体
系
図

基本施策 施策 事業 担当課

１　 地域の特性に合ったま
ちづくりの推進

(1) 参加に基づく計画的なまちづ
くりの展開

地区計画・地区まちづくり計画等の促進 まちづくり推進課

良好なまちづくりを進める開発調整の推進 まちづくり推進課

(2) まちづくりに関する情報の共
有化と支援制度の充実 都市計画マスタープランの運用 まちづくり推進課

まちづくり支援制度の運用 まちづくり推進課

(3) 土地利用の計画的誘導 用途地域等の見直し まちづくり推進課

大規模な企業地や公共公益施設の土地利用の維
持 まちづくり推進課

境公園都市計画の見直し まちづくり推進課

(4) 調和のとれた都市景観の形成 景観まちづくりの具体的な展開 まちづくり推進課

道路の景観整備の推進 道路課

路上看板等の改善指導 道路課

２　 都市基盤の更新
(1) 持続可能な都市基盤の構築 「公共施設等総合管理計画」に基づく施設整備の

推進 企画調整課・各課

橋りょう長寿命化計画の推進 道路課

(2) 計画的・効率的な道路施設管
理

道路総合管理計画（仮称）の策定と計画的な維
持管理の実施 道路課

道路維持管理業務の効率化のための検討 道路課

(3) 建築物の適正な維持管理、安
全対策の推進 民間関係機関との連携強化 建築指導課

既存建築物・設備の適正な使用・維持管理の強
化 建築指導課

違反建築物等への対策の徹底 建築指導課

施策体系図【Ⅴ 都市基盤】分野　体系図 基本施策 施策 事業 担当課

３　 利用者の視点を重視し
た安全で円滑な交通環
境の整備

(1) バリアフリー・ユニバーサル
デザインのまちづくりの推進 バリアフリー基本構想に基づく事業の推進 まちづくり推進課

(2) 歩いて楽しいまちづくりの推
進 歩いて楽しいみちづくりの推進 道路課

(3) 交通環境の整備と公共交通機
関の利用促進 市民交通計画の推進 交通対策課

高齢社会の進展による交通（移動）手段のあり
方の検討 交通対策課

公共交通機関の利用促進 交通対策課

(4) 自転車利用環境の整備と交通
ルール・マナーの啓発

自転車安全利用講習会等による運転マナーの向
上と正しい交通ルールの周知 交通対策課

自転車の安全な走行環境の整備 交通対策課

駐輪場の整備と既存駐輪場の有効活用の推進 交通対策課

４　 道路ネットワークの整
備

(1) 生活道路の整備 居住者・歩行者の安全性・快適性を考慮した歩
車共存の道路整備の推進 交通対策課

区画道路の整備の推進 道路課

狭あい道路整備の推進 道路課

(2) 都市計画道路ネットワーク整
備の推進 都市計画道路の事業化 まちづくり推進課

3･4･10号線（五日市街道）、3･4･3号線（井ノ頭通り）、
3･4･11号線（女子大通り）の事業化の要請 まちづくり推進課

７・６・１号線（御殿山通り）の整備推進 道路課

３・４・27 号線の整備推進 道路課

(3) 外環への対応 外環の２にかかる検討 まちづくり推進課

５　 下水道の再整備
(1) 下水道施設機能の維持・向上 下水道施設の機能の維持・向上 下水道課

吉祥寺駅周辺の下水道臭気対策支援の推進 下水道課

(2) 持続可能な下水道経営 下水道事業の公営企業会計への移行 下水道課

(3) 水循環型社会の構築 水循環型社会の構築 下水道課

６　 住宅施策の総合的な取
組み

(1) 計画的な住宅施策の推進 住宅マスタープランの推進 住宅対策課

市営・福祉型住宅の適切な管理とあり方の検討 住宅対策課

住宅に関する情報提供体制の充実 住宅対策課

(2) 多様な世代・世帯に適応する
住環境づくり ライフステージに合わせた住宅確保の支援 住宅対策課

(3) 良好な住環境づくりへの支援 分譲マンションの適切な維持管理等への支援 住宅対策課

良好な住環境の形成に向けた支援の検討 住宅対策課
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基本施策 施策 事業 担当課

７　 三駅周辺まちづくりの
推進

(1) 吉祥寺駅周辺 吉祥寺グランドデザインの改定 吉祥寺まちづくり事務所

吉祥寺方式による荷さばき車輌対策の推進 吉祥寺まちづくり事務所

吉祥寺駅周辺駐輪場の整備及び運営形態の改善 交通対策課

南口駅前広場の整備 吉祥寺まちづくり事務所

市道第 190 号線の整備 道路課

都道 115 号線（平和通り）の再整備の検討 吉祥寺まちづくり事務所

市道第２号線（パークロード）の再整備 吉祥寺まちづくり事務所

市道第 151 号線（七井橋通り）の整備 道路課

吉祥寺駅南口周辺再整備基本構想の検討 吉祥寺まちづくり事務所

公会堂のあり方や利活用の検討 企画調整課

東部地区の区画道路の整備と沿道まちづくりの
検討

企画調整課・吉祥寺まちづく
り事務所

ハモニカ横丁の整備方策の検討への支援 吉祥寺まちづくり事務所

民間老朽化建物の建替え誘導 吉祥寺まちづくり事務所

(2) 三鷹駅周辺 北口補助幹線道路整備の推進 道路課

三鷹駅北口周辺駐輪場の整備 交通対策課

三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）の策定と
事業化の検討 まちづくり推進課

(3) 武蔵境駅周辺 武蔵境地区区画道路整備事業 武蔵境開発事務所

鉄道連続立体交差事業 まちづくり推進課

武蔵境駅周辺駐輪場の整備 交通対策課

公民連携による武蔵境駅北口市有地の活用（武
蔵境市政センターの移転） 企画調整課・市政センター

８　 安全でおいしい水の安
定供給

(1) 水の安定供給 直結給水方式の普及 水道部工務課

浄水場施設の維持 ･ 更新 水道部工務課

配水管網整備の推進 水道部工務課

水源施設の維持 ･ 更新 水道部工務課

経営の効率化　 水道部総務課

(2) 都営一元化に向けた取り組み 都営一元化に向けた取り組み 水道部総務課

基本施策 施策 事業 担当課

１　 市政運営への市民参加
と多様な主体間の柔軟
な連携と協働の推進

(1) 市民参加のあり方の追究 新しい時代の市民参加のあり方の追究 企画調整課・各課

積極的な投票参加の促進 選挙管理委員会事務局

(2) 連携と協働の推進 多様な主体間の連携の推進 生涯学習スポーツ課

市民ボランティア、市民活動団体、NPO の積極
的活動への支援

市民活動推進課・生涯学習ス
ポーツ課

市民活動促進基本計画の推進（再掲） 市民活動推進課

(3) 市政運営に関する基本的なルー
ルの体系化

自治体運営に関する基本的なルールの条例化検
討 企画調整課

２　 市民視点に立ったサー
ビスの提供

(1) 効率的、効果的な公共サービ
スの提供 分野の枠を超えた事業の実施と政策再編の推進 企画調整課・各課

効率的・効果的な公共サービスの提供 企画調整課・各課

仕事の標準化、見える化 総務課・各課

(2) 近隣自治体との広域連携の検
討 近隣自治体等との広域連携の検討 企画調整課・各課

(3) 行政サービスの提供機会の拡
大 休日開庁の拡大の検討 市政センター

コンビニエンスストアでの証明書交付の検討 市民課

ICT を利用したサービスの拡大 情報管理課

税金納付の多チャンネル化の推進 納税課

(4) 社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー制度）への対応

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）へ
の対応 情報管理課・各課

３　 市民に届く情報提供と
市民要望に的確に応え
る仕組みづくり

(1) 総合的な市政情報提供の推進 総合的な市政情報提供の推進 秘書広報課・各課

(2) 積極的な情報発信と市民ニー
ズの把握 広聴の充実及び広報と広聴の連携の推進 市民活動推進課・各課

市民にわかりやすい予算の公表 財政課

４　 公共施設の再配置・市
有財産の有効活用

(1) 総合的・計画的な公共施設等
マネジメントの推進

「公共施設等総合管理計画」に基づく施設整備の
推進（再掲） 企画調整課・各課

既存公共施設の計画的な保全・改修の推進 施設課

(2) 市有財産の有効活用 未利用・低利用財産の有効活用 企画調整課・管財課

施策体系図【Ⅵ 行・財政】分野　体系図
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基本施策 施策 事業 担当課

７　 三駅周辺まちづくりの
推進

(1) 吉祥寺駅周辺 吉祥寺グランドデザインの改定 吉祥寺まちづくり事務所

吉祥寺方式による荷さばき車輌対策の推進 吉祥寺まちづくり事務所

吉祥寺駅周辺駐輪場の整備及び運営形態の改善 交通対策課

南口駅前広場の整備 吉祥寺まちづくり事務所

市道第 190 号線の整備 道路課

都道 115 号線（平和通り）の再整備の検討 吉祥寺まちづくり事務所

市道第２号線（パークロード）の再整備 吉祥寺まちづくり事務所

市道第 151 号線（七井橋通り）の整備 道路課

吉祥寺駅南口周辺再整備基本構想の検討 吉祥寺まちづくり事務所

公会堂のあり方や利活用の検討 企画調整課

東部地区の区画道路の整備と沿道まちづくりの
検討

企画調整課・吉祥寺まちづく
り事務所

ハモニカ横丁の整備方策の検討への支援 吉祥寺まちづくり事務所

民間老朽化建物の建替え誘導 吉祥寺まちづくり事務所

(2) 三鷹駅周辺 北口補助幹線道路整備の推進 道路課

三鷹駅北口周辺駐輪場の整備 交通対策課

三鷹駅北口街づくりビジョン（仮称）の策定と
事業化の検討 まちづくり推進課

(3) 武蔵境駅周辺 武蔵境地区区画道路整備事業 武蔵境開発事務所

鉄道連続立体交差事業 まちづくり推進課

武蔵境駅周辺駐輪場の整備 交通対策課

公民連携による武蔵境駅北口市有地の活用（武
蔵境市政センターの移転） 企画調整課・市政センター

８　 安全でおいしい水の安
定供給

(1) 水の安定供給 直結給水方式の普及 水道部工務課

浄水場施設の維持 ･ 更新 水道部工務課

配水管網整備の推進 水道部工務課

水源施設の維持 ･ 更新 水道部工務課

経営の効率化　 水道部総務課

(2) 都営一元化に向けた取り組み 都営一元化に向けた取り組み 水道部総務課

基本施策 施策 事業 担当課

１　 市政運営への市民参加
と多様な主体間の柔軟
な連携と協働の推進

(1) 市民参加のあり方の追究 新しい時代の市民参加のあり方の追究 企画調整課・各課

積極的な投票参加の促進 選挙管理委員会事務局

(2) 連携と協働の推進 多様な主体間の連携の推進 生涯学習スポーツ課

市民ボランティア、市民活動団体、NPO の積極
的活動への支援

市民活動推進課・生涯学習ス
ポーツ課

市民活動促進基本計画の推進（再掲） 市民活動推進課

(3) 市政運営に関する基本的なルー
ルの体系化

自治体運営に関する基本的なルールの条例化検
討 企画調整課

２　 市民視点に立ったサー
ビスの提供

(1) 効率的、効果的な公共サービ
スの提供 分野の枠を超えた事業の実施と政策再編の推進 企画調整課・各課

効率的・効果的な公共サービスの提供 企画調整課・各課

仕事の標準化、見える化 総務課・各課

(2) 近隣自治体との広域連携の検
討 近隣自治体等との広域連携の検討 企画調整課・各課

(3) 行政サービスの提供機会の拡
大 休日開庁の拡大の検討 市政センター

コンビニエンスストアでの証明書交付の検討 市民課

ICT を利用したサービスの拡大 情報管理課

税金納付の多チャンネル化の推進 納税課

(4) 社会保障・税番号制度（マイ
ナンバー制度）への対応

社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）へ
の対応 情報管理課・各課

３　 市民に届く情報提供と
市民要望に的確に応え
る仕組みづくり

(1) 総合的な市政情報提供の推進 総合的な市政情報提供の推進 秘書広報課・各課

(2) 積極的な情報発信と市民ニー
ズの把握 広聴の充実及び広報と広聴の連携の推進 市民活動推進課・各課

市民にわかりやすい予算の公表 財政課

４　 公共施設の再配置・市
有財産の有効活用

(1) 総合的・計画的な公共施設等
マネジメントの推進

「公共施設等総合管理計画」に基づく施設整備の
推進（再掲） 企画調整課・各課

既存公共施設の計画的な保全・改修の推進 施設課

(2) 市有財産の有効活用 未利用・低利用財産の有効活用 企画調整課・管財課

施策体系図【Ⅵ 行・財政】分野　体系図
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基本施策 施策 事業 担当課

５　 社会の変化に対応して
いく行財政運営

(1) これからの時代を乗り切るた
めの経営力の強化

「行財政改革を推進するための基本方針」の改定
と推進 企画調整課

職員の経営能力の養成 人事課

(2) 健全な財政運営の維持 「行財政改革を推進するための基本方針」の改定
と推進（再掲） 企画調整課

新公会計制度（複式簿記会計）の導入 財政課

事務事業及び補助金等評価の実施 企画調整課・財政課

入札及び契約制度改革のさらなる推進 管財課

適正な受益者と負担の検討 財政課

広告収入等の拡大に関する検討 財政課

債権の適正な管理 財政課

(3) リスク管理能力・危機対応力
の強化 リスク管理能力・危機対応力の強化 総務課

情報セキュリティ対策の強化 情報管理課

災害発生時の対応マニュアル作成（再掲） 防災課・各課

(4) 財政援助出資団体の統合と自
立化

財政援助出資団体に対する指導の強化と経営改
革等の支援 企画調整課

財政援助出資団体の統合と自立化 企画調整課・各課

指定管理者制度に関する基本方針等の評価 企画調整課

基本施策 施策 事業 担当課

６　 チャレンジする組織風
土の醸成と柔軟な組織
運営

(1) 個の能力を活かし組織力を高
める人事制度と人材育成 職員行動指針の定着 人事課

チャレンジする組織風土の醸成 人事課

個の力とチーム力を活かす人材育成の仕組みづ
くり 人事課

女性の能力発揮の機会の拡大 人事課

人事評価制度の改善 人事課

職務・職責に応じた給与制度の改善 人事課

職員の心身の健康維持・向上の推進 人事課

(2) 効率的・効果的に働くための
仕事環境の整備

効率的・効果的に働くための仕事環境の整備（柔
軟な組織運営） 総務課

ICT 化による業務の効率化 情報管理課

柔軟かつ多様な働き方を支援する制度の検討 人事課

仕事の標準化、見える化（再掲） 総務課・各課

(3) 今後の自治体のあり方の検討
と職員定数の適正化 職員定数適正化計画の策定 人事課

市民ニーズに的確に対応する組織体制の検討 企画調整課
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基本施策 施策 事業 担当課

５　 社会の変化に対応して
いく行財政運営

(1) これからの時代を乗り切るた
めの経営力の強化

「行財政改革を推進するための基本方針」の改定
と推進 企画調整課

職員の経営能力の養成 人事課

(2) 健全な財政運営の維持 「行財政改革を推進するための基本方針」の改定
と推進（再掲） 企画調整課

新公会計制度（複式簿記会計）の導入 財政課

事務事業及び補助金等評価の実施 企画調整課・財政課

入札及び契約制度改革のさらなる推進 管財課

適正な受益者と負担の検討 財政課

広告収入等の拡大に関する検討 財政課

債権の適正な管理 財政課

(3) リスク管理能力・危機対応力
の強化 リスク管理能力・危機対応力の強化 総務課

情報セキュリティ対策の強化 情報管理課

災害発生時の対応マニュアル作成（再掲） 防災課・各課

(4) 財政援助出資団体の統合と自
立化

財政援助出資団体に対する指導の強化と経営改
革等の支援 企画調整課

財政援助出資団体の統合と自立化 企画調整課・各課

指定管理者制度に関する基本方針等の評価 企画調整課

基本施策 施策 事業 担当課

６　 チャレンジする組織風
土の醸成と柔軟な組織
運営

(1) 個の能力を活かし組織力を高
める人事制度と人材育成 職員行動指針の定着 人事課

チャレンジする組織風土の醸成 人事課

個の力とチーム力を活かす人材育成の仕組みづ
くり 人事課

女性の能力発揮の機会の拡大 人事課

人事評価制度の改善 人事課

職務・職責に応じた給与制度の改善 人事課

職員の心身の健康維持・向上の推進 人事課

(2) 効率的・効果的に働くための
仕事環境の整備

効率的・効果的に働くための仕事環境の整備（柔
軟な組織運営） 総務課

ICT 化による業務の効率化 情報管理課

柔軟かつ多様な働き方を支援する制度の検討 人事課

仕事の標準化、見える化（再掲） 総務課・各課

(3) 今後の自治体のあり方の検討
と職員定数の適正化 職員定数適正化計画の策定 人事課

市民ニーズに的確に対応する組織体制の検討 企画調整課
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分野 計画名 現計画の対象期間

都
市
基
盤

都市計画マスタープラン 平成 23 年度～ 42 年度

バリアフリー基本構想 平成 23 年度～ 32 年度

進化するまち「ＮＥＸＴ―吉祥寺」プロジェクト
―吉祥寺―グランドデザイン推進計画― 平成 21 年度～ 30 年度

吉祥寺グランドデザイン －

自転車等総合計画 平成 27 年度～ 31 年度

市民交通計画 平成 23 年度～ 32 年度

交通安全計画 平成 28 年度～ 32 年度

地域公共交通総合連携計画 平成 22 年度～ 32 年度

住宅マスタープラン 平成 22 年度～ 32 年度

公営住宅等長寿命化計画 平成 25 年度～ 34 年度

バリアフリー道路特定事業計画 平成 24 年度～ 32 年度

景観整備路線事業計画 平成 22 年度～

橋りょう長寿命化計画 平成 24 年度～ 28 年度

下水道総合計画（再掲） 平成 26 年度～ 45 年度

下水道長寿命化計画 平成 25 年度～ 34 年度

行
・
財
政

行財政改革を推進するための基本方針 平成 25 年度～ 28 年度

行財政改革アクションプラン 平成 25 年度～ 28 年度

公共施設等総合管理計画 平成 28 年度～ 32 年度

人材育成基本方針 平成 24 年度～ 28 年度

職員定数適正化計画 平成 25 年度～ 28 年度

特定事業主行動計画 平成 27 年度～ 31 年度

職員研修計画 毎年度

総合情報化基本計画 平成 26 年度～ 28 年度

主な個別計画等一覧表
分野 計画名 現計画の対象期間

健
康
・
福
祉

健康福祉総合計画 平成 24 年度～ 29 年度

　 （地域福祉計画） 平成 24 年度～ 29 年度

　 （健康推進計画） 平成 24 年度～ 29 年度

　 （高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 平成 27 年度～ 29 年度

　 （障害者計画・障害福祉計画） 平成 27 年度～ 29 年度

子
ど
も
・

教
育

子どもプラン武蔵野 平成 27 年度～ 31 年度

学校教育計画 平成 27 年度～ 31 年度

文
化
・
市
民
生
活

産業振興計画 平成 26 年度～ 30 年度

観光推進計画 平成 19 年度～ 28 年度

農業振興基本計画 平成 28 年度～ 37 年度

市民活動促進基本計画 平成 24 年度～ 33 年度

男女共同参画計画 平成 26 年度～ 30 年度

生活安全計画 毎年度

国民保護計画 平成 18 年度～

地域防災計画 平成 27 年度～

耐震改修促進計画 平成 20 年度～ 32 年度

生涯学習計画 平成 22 年度～ 31 年度

スポーツ振興計画 平成 28 年度～ 33 年度

図書館基本計画 平成 22 年度～ 31 年度

子ども読書活動推進計画 平成 23 年度～

緑
・
環
境

環境基本計画 平成 28 年度～ 32 年度

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 平成 27 年度～ 36 年度

新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画 平成 23 年度～ 31 年度

下水道総合計画 平成 26 年度～ 45 年度

緑の基本計画 平成 20 年度～ 30 年度

仙川水辺環境整備基本計画 平成 10 年度～ 30 年度

千川上水整備基本計画 －

公園・緑地リニューアル計画 平成 22 年度～ 52 年度

付表 3

※各計画の改定（見直し）年度は現時点での予定であり、今後法改正等により変更となる場合がある。
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分野 計画名 現計画の対象期間

都
市
基
盤

都市計画マスタープラン 平成 23 年度～ 42 年度

バリアフリー基本構想 平成 23 年度～ 32 年度

進化するまち「ＮＥＸＴ―吉祥寺」プロジェクト
―吉祥寺―グランドデザイン推進計画― 平成 21 年度～ 30 年度

吉祥寺グランドデザイン －

自転車等総合計画 平成 27 年度～ 31 年度

市民交通計画 平成 23 年度～ 32 年度

交通安全計画 平成 28 年度～ 32 年度

地域公共交通総合連携計画 平成 22 年度～ 32 年度

住宅マスタープラン 平成 22 年度～ 32 年度

公営住宅等長寿命化計画 平成 25 年度～ 34 年度

バリアフリー道路特定事業計画 平成 24 年度～ 32 年度

景観整備路線事業計画 平成 22 年度～

橋りょう長寿命化計画 平成 24 年度～ 28 年度

下水道総合計画（再掲） 平成 26 年度～ 45 年度

下水道長寿命化計画 平成 25 年度～ 34 年度

行
・
財
政

行財政改革を推進するための基本方針 平成 25 年度～ 28 年度

行財政改革アクションプラン 平成 25 年度～ 28 年度

公共施設等総合管理計画 平成 28 年度～ 32 年度

人材育成基本方針 平成 24 年度～ 28 年度

職員定数適正化計画 平成 25 年度～ 28 年度

特定事業主行動計画 平成 27 年度～ 31 年度

職員研修計画 毎年度

総合情報化基本計画 平成 26 年度～ 28 年度

主な個別計画等一覧表
分野 計画名 現計画の対象期間

健
康
・
福
祉

健康福祉総合計画 平成 24 年度～ 29 年度

　 （地域福祉計画） 平成 24 年度～ 29 年度

　 （健康推進計画） 平成 24 年度～ 29 年度

　 （高齢者福祉計画・介護保険事業計画） 平成 27 年度～ 29 年度

　 （障害者計画・障害福祉計画） 平成 27 年度～ 29 年度

子
ど
も
・

教
育

子どもプラン武蔵野 平成 27 年度～ 31 年度

学校教育計画 平成 27 年度～ 31 年度

文
化
・
市
民
生
活

産業振興計画 平成 26 年度～ 30 年度

観光推進計画 平成 19 年度～ 28 年度

農業振興基本計画 平成 28 年度～ 37 年度

市民活動促進基本計画 平成 24 年度～ 33 年度

男女共同参画計画 平成 26 年度～ 30 年度

生活安全計画 毎年度

国民保護計画 平成 18 年度～

地域防災計画 平成 27 年度～

耐震改修促進計画 平成 20 年度～ 32 年度

生涯学習計画 平成 22 年度～ 31 年度

スポーツ振興計画 平成 28 年度～ 33 年度

図書館基本計画 平成 22 年度～ 31 年度

子ども読書活動推進計画 平成 23 年度～

緑
・
環
境

環境基本計画 平成 28 年度～ 32 年度

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画 平成 27 年度～ 36 年度

新武蔵野クリーンセンター（仮称）施設基本計画 平成 23 年度～ 31 年度

下水道総合計画 平成 26 年度～ 45 年度

緑の基本計画 平成 20 年度～ 30 年度

仙川水辺環境整備基本計画 平成 10 年度～ 30 年度

千川上水整備基本計画 －

公園・緑地リニューアル計画 平成 22 年度～ 52 年度

付表 3

※各計画の改定（見直し）年度は現時点での予定であり、今後法改正等により変更となる場合がある。
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