
◆ 付 表 ◆ 
〈付表 1〉　 本計画期間における基本課題（第４章－３）

と施策の体系（第６章）における基本施策・
施策との関係

〈付表 2〉　 施策体系図

〈付表 3〉　 主な個別計画一覧表

 

◆ 参 考 ◆
◦第五期長期計画策定の経過

◦武蔵野市長期計画条例

◦平成 23 年第４回武蔵野市議会定例会提出議案 
　 「武蔵野市第五期長期計画のうち市政運営の基本

理念及び施策の大綱について」

◦用語説明

◦ 武蔵野市第五期基本構想・長期計画策定委員会　
委員名簿



◦ 76 ◦

付
表・参
考
本
計
画
期
間
に
お
け
る
基
本
課
題（
第
４
章
－
３
）と

施
策
の
体
系（
第
６
章
）に
お
け
る
基
本
施
策・施
策
と
の
関
係

基本課題 健康・福祉

１-（1）　…自発的・主体的な地域福祉
活動に向けた啓発

１-（2）　…市民が主体となる地域福祉
活動の推進

１-（3）　…地域の人とのつながりづくり
４-（1）　…高齢者・障害者の活動支援

の促進
４-（2）　…高齢者・障害者の雇用・就労

支援

２-（1）　…在宅生活支援のネットワー
クづくりの推進

２-（2）障害児への支援
２-（3）認知症高齢者施策の推進
２-（4）　…権利擁護事業・成年後見制

度の利用促進と現状を踏ま
えた事業の見直し

５-（1）サービスの質の向上

５-（2）サービス基盤の整備

地域社会・地域
活動の活性化

公共サービスの
連続性と情報連
携の推進

市民施設ネット
ワークの再構築

都市基盤再整備
の推進

課題A…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

課題 B…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

課題C…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

課題D…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

子ども・教育

２-（2）　共助の仕組みづくり
３-（1）　小学生の放課後施策の充実
３-（2）　…豊かな人間性と社会に踏み

出す意欲の育成
３-（3）　…地域活動への積極的な参画

支援
５-（3）　…学校と地域との協働体制の

充実

１-（1）　…一人ひとりの子ども、それぞ
れの家庭への支援の充実

１-（2）　…子ども・子育て家庭へのセー
フティネットの充実

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（再掲）
４-（1）　…子育て支援実施体制の整備
５-（3）　…学校と地域との協働体制の

充実（再掲）

４-（2）子育て支援施設の整備
５-（7）　……教育環境の整備、計画的な

学校整備・改築の推進

文化・市民生活

１-（1）地域のつながりの共有
１-（2）市民活動の活性化
２-（1）　…一人ひとりが尊重される社

会の構築
３-（1）市民の文化活動への支援

３-（2）　…文化活動の拠点となる施設の
連携と利便性の向上

４-（1）生涯学習機会の拡充
４-（3）図書館サービスの充実
６-（2）　…市内に在住する外国人等へ

の日常生活支援
７-（1）防災態勢の強化
８-（1）防犯力の向上
８-（2）　…新しい危機への態勢の整備
８-（3）　…消費者の権利の擁護と自立

の支援

３-（3）文化施設の再整備…
７-（1）防災態勢の強化（再掲）

７-（2）　……災害に備えた都市基盤の整備
７-（3）住宅の耐震化の促進

〈付表1〉

本計画期間における基本課題（第４章－３）と施策の体系    （第６章）における基本施策・施策との関係
…第 4 章「基本的な考え方、市政を取り巻く主な動向、基本課題」-「3…本計画期間における基本課題」において示した4つの基本課題は、第 6章「施
策の体系」で示した6つの分野全てに共通する根源的な課題であり、各分野の取組みは基本課題の解決にも結びつくものである。
基本課題と各分野の施策との主な関連については以下を参照されたい。
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課題A…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

課題 B…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

課題C…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

課題D…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

緑・環境

１-（1）　…緑・環境に関する意識の醸成
１-（2）　…市民・事業者による自発的・主体

的な行動の促進

１-（1）緑・環境に関する意識の醸成（再掲）
４-（1）　……ごみ発生・排出抑制の徹底と資源

化の推進
５-（1）　…都市化の進展や社会情勢の変化に

伴う新たな環境問題への対応
５-（2）　……生活形態の多様化や価値観の変化

に伴う生活環境問題への対応

２-（1）　……都市基盤整備における環境負荷低
減の推進

３-（1）緑の保全と創出

２-（1）　……都市基盤整備における環境負荷低
減の推進（再掲）

３-（1）緑の保全と創出（再掲）
３-（2）緑と水のネットワークの推進
４-（2）　……新クリーンセンター建設と安全で

効率的なごみ処理の推進

都市基盤

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…
１-（3）土地利用の計画的誘導…
２-（2）　…広域連携や市民との協働による道

路等の管理
６-（3）良質な住まいづくりへの支援

６-（1）計画的な住宅施策の推進

１-（1）　……参加に基づく計画的なまちづくり
の展開（再掲）

１-（4）調和のとれた都市景観の形成
２-（1）都市基盤の再構築と運用管理
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
３-（2）歩いて楽しいまちづくりの推進
５-（1）下水道経営の健全化
５-（2）下水道総合計画の推進
５-（3）下水道臭気対策の推進
５-（4）　……新たな水循環システム確立と水害

対策の推進
７-（1）吉祥寺地区
７-（2）中央地区
７-（3）武蔵境地区
８-（1）おいしい水の供給
８-（2）経営の効率化
８-（3）　……水道施設の整備と災害時の安定供給
８-（4）都営一元化へ向けた検討

行・財政

１-（1）市政運営への市民参加の拡大…
１-（3）　…市政運営等に関する将来像の共有

化

１-（2）連携と協働の推進…
２-（1）行政サービスの提供機会の拡大…
２-（2）　……効率的・効果的な行政サービスの

提供
２-（3）公共サービスの連続性の向上…
３-（1）　…積極的な情報発信と説明責任の向上
３-（2）広聴の充実…
３-（3）広報と広聴の連携の推進…
５-（3）ICT化による業務の効率化の推進

４-（1）　……公共施設の再配置と計画的整備の
推進

４-（2）市有財産の有効活用
５-（1）　……これからの時代を乗り切るための

経営力の強化

５-（1）　……これからの時代を乗り切るための
経営力の強化（再掲）

〈付表1〉

本計画期間における基本課題（第４章－３）と施策の体系    （第６章）における基本施策・施策との関係
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〈付表２〉施策体系図

【Ⅰ 健康・福祉】分野　体系図

基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

1　…支え合いの気持
ちをつむぐ

⑴　…自発的・主体的な地域
福祉活動に向けた啓発

心のバリアフリーの推進 障害者福祉課
ボランティア学習・福祉学習の推進 生活福祉課

⑵　……市民が主体とな
る地域福祉活動
の推進

市民が主体となる地域福祉活動の推進 生活福祉課
テンミリオンハウス事業の推進 高齢者支援課

地域福祉活動推進のための仕
組みの検討

地域福祉活動推進のための仕
組みの構築

生活福祉課・
高齢者支援課

⑶　……地域の人とのつ
ながりづくり

災害時要援護者対策事業の推進 生活福祉課・高齢者支援課・
障害者福祉課

孤立予防への取組みの推進 生活福祉課・高齢者支援課・
障害者福祉課

防犯対策の充実 高齢者支援課・
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

⑴　……在宅生活支援の
ネットワークづく
りの推進

地域連携協議会（仮称）によるネットワークの充実 生活福祉課・高齢者支援課・
障害者福祉課・健康課

在宅支援ネットワークの構築 高齢者支援課・障害者福祉課
移送サービス（レモンキャブ事業）の推進 高齢者支援課
家族介護支援事業の充実 高齢者支援課
医療ネットワークの構築 健康課

相談機能のネットワークの強化 生活福祉課・
障害者福祉課

⑵　……障害児への支援 児童発達支援センターを中心とした地域療育システムの構築 障害者福祉課

⑶　……認知症高齢者施
策の推進

相談事業の充実 高齢者支援課
認知症疾患医療センターとの連携 高齢者支援課
普及啓発の推進 高齢者支援課
在宅生活の支援 高齢者支援課

⑷　……権利擁護事業・
成年後見制度の
利用促進と現状
を踏まえた事業
の見直し

権利擁護事業・成年後見制度の利用の促進 生活福祉課・高齢者支援課・
障害者福祉課

虐待防止への取組みの推進 高齢者支援課・
障害者福祉課

福祉資金貸付制度の見直し 高齢者支援課

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

⑴　……予防を重視した
健康施策の推進

がん予防の推進 健康課
生活習慣病予防の推進 健康課
介護予防事業の見直しと高齢者の健康づくりの推進 高齢者支援課・健康課

⑵　……健康を維持・増
進するための施
策

健康づくり事業の充実 高齢者支援課・健康課
食育の推進 高齢者支援課・健康課
こころの健康づくり 障害者福祉課・健康課
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

4　…誰もが地域でい
きいきと輝ける
ステージづくり

⑴　……高齢者・障害者の
活動支援の促進

余暇活動の充実 障害者福祉課
引きこもりサポート事業の充実 障害者福祉課

キャリア活用による社会貢献活動の推進 市民協働推進課・
生活福祉課

⑵　……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
就労支援体制の強化 障害者福祉課

5　…住み慣れた地域
での生活を継続
するための基盤
整備

⑴　……サービスの質の
向上

福祉人材の育成 生活福祉課・高齢者支援課・
障害者福祉課

第三者評価受審の促進 高齢者支援課・
障害者福祉課・保育課

在宅生活を支えるサービスの充実 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
後期高齢者医療制度廃止後の新制度への対応 保険課

⑵　……サービス基盤の
整備

くぬぎ園など「公共施設配置の基本的
な方針」に基づく施設の整備の検討

くぬぎ園など「公共施設配置の基本
的な方針」に基づく施設の整備

高齢者支援課・
障害者福祉課

グループホーム・ケアホーム等の整備推進 障害者福祉課
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 生活福祉課

〈付表２〉施策体系図

【Ⅰ 健康・福祉】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 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

⑴　……一人ひとりの子
ども、それぞれ
の家庭への支援
の充実

子ども家庭支援センターの地域子育て支援機能の充実 子ども家庭課
家庭の教育力を高める学習機会の提供 子ども家庭課
子育てに対する意識改革に向けた啓発の推進 子ども家庭課

⑵　……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 子ども家庭課
専門性と対応力の向上 子ども家庭課
ひとり親家庭の自立に向けた支援の充実 子ども家庭課
配偶者等暴力被害者支援の強化 子ども家庭課

⑶　……保育サービスの
充実

待機児童解消施策の推進 保育課
保育の質向上のための取組み 保育課
多様な就労形態に対応した保育事業の展開 保育課
障害児等支援を必要とする子どもへの支援 保育課

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 保育課

保育に関する費用負担とサー
ビス利用のあり方の検討 保育課

2　…地域社会全体の
連携による子ど
も・子育て支援
の充実

⑴　……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

子育てステーション制度（仮称）の導入と子育て支援情報発信の充実 子ども家庭課

子育て支援ネットワークの連携の推進 子ども家庭課

⑵　……共助の仕組みづ
くり

ファミリーサポート事業の推進 子ども家庭課
ひろば事業の推進（NPOや地域団体との連携） 子ども家庭課

子育て自主グループや支援者の育成 子ども家庭課・
児童青少年課・保育課

防犯体制の強化 子ども家庭課・
児童青少年課・保育課

3　…青少年の成長・自
立への支援

⑴　……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
学童クラブの一時育成事業の実施 児童青少年課
学童クラブにおける要配慮児童への対応力の強化 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

⑵　……豊かな人間性と
社会に踏み出す
意欲の育成

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

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

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促進 児童青少年課

⑶　……地域活動への積
極的な参画支援

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
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

4　…子ども・子育て家
庭を支援する体
制・施設の整備

⑴　……子育て支援実施
体制の整備

市と公益財団法人武蔵野市子ど
も協会との役割分担の明確化

子ども家庭課・
児童青少年課・保育課

地域子ども館あそべえ事業と学童クラブ事業の運営主体の一体
化による連携の促進 児童青少年課

〈付表２〉施策体系図

【Ⅱ 子ども・教育】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

4　…子ども・子育て家
庭を支援する体
制・施設の整備

⑵　……子育て支援実施体
制の整備

地域子ども館あそべえ事業と学童クラ
ブ事業の効果的な運営のあり方の検討 児童青少年課

幼児教育への市の関与のあり方の検討と総合的な推進 子ども家庭課
私立幼稚園への支援 子ども家庭課

⑶　……子育て支援施設の
整備

「公共施設配置の基本的な方針」に基づく桜堤児童館施設の再
整備及び旧泉幼稚園跡地利用

子ども家庭課・
児童青少年課・保育課

市立保育園の改築・改修計画
の策定

市立保育園の計画的な改築・
改修の推進 保育課

子ども協会立保育園の改築・改修に対する支援 保育課

5　…次代を担う力をは
ぐくむ学校教育

⑴　……確かな学力と個
性の伸長

少人数指導による個に応じた指導の充実 指導課
学習支援教室の充実 指導課
学習意欲の向上と学習習慣の確立 指導課
ICTを活用した授業の充実 指導課

⑵　……豊かな人間性や社
会性をはぐくむ教
育の推進

セカンドスクール等、自然体験活動の質の向上 指導課
文化・芸術活動の充実 指導課
食育の推進 指導課・教育支援課
環境教育の推進 指導課
シチズンシップ教育の推進 指導課
キャリア教育の推進 指導課

⑶　……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
学校と地域の協働体制の研究・検討 学校と地域の協働体制の構築 指導課
企業、大学等と連携した教育活動の推進 指導課
学校支援ネットワーク体制の構築 指導課

⑷　……特別支援教育・教
育相談の充実

特別支援教室の整備 教育支援課
情緒等通級指導学級の整備 教育支援課
自閉症・情緒障害学級（固定）の整備 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

⑸　……学校・教員支援体
制の充実

教員研修・相談体制の充実による若手教員の育成 指導課

教育センター機能設置の検討 教育企画課・
指導課

⑹　……少子化に対応した
学校教育のあり方
の検討

少子化に対応した学校教育のあり方についての検討 教育企画課・指導課・
教育支援課

小・中学校連携の強化及び幼・保・小連携の促進 教育企画課・指導課・
教育支援課

⑺　……教育環境の整備、
計画的な学校整
備・改築の推進

児童・生徒に対する安全・安心の取組の推進 教育企画課・指導課
ICT 環境の整備及びセキュリティ対策の徹底 指導課

学校施設や調理場の計画的な
整備・改築方針の策定

学校施設や調理場の計画的な
整備・改築の推進

教育企画課・
教育支援課

〈付表２〉施策体系図

【Ⅱ 子ども・教育】分野　体系図
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〈付表２〉施策体系図

【Ⅲ 文化・市民生活】分野　体系図

基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

1　…地域社会と市民活
動の活性化

⑴　……地域のつながり
の共有

コミュニティのあり方の検討 企画調整課・
市民協働推進課

コミュニティセンターの機能
の検討と設備の計画的な更新

コミュニティセンター設備の
計画的な更新 市民協働推進課

⑵　……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 市民協働推進課
市民活動促進基本計画の推進 市民協働推進課

2　…互いに尊重し認
め合う平和な社
会の構築

⑴　……一人ひとりが尊重
される社会の構築 権利擁護事業の促進

生活福祉課・
高齢者支援課・
障害者福祉課

⑵　……男女共同参画計
画の推進

ワーク・ライフ・バランスの啓発促進 市民協働推進課
男女共同参画計画の推進 市民協働推進課

⑶　……平和施策の推進 平和啓発事業の推進 市民協働推進課

3　…市民文化の醸成

⑴　……市民の文化活動
への支援 地域における様々な文化活動への支援の推進 市民協働推進課・

生涯学習スポーツ課

⑵　……文化活動の拠点
となる施設の連
携と利便性の向
上

文化施設、生涯学習施設、体育施設等のネットワークの形成
企画調整課・
市民協働推進課・
生涯学習スポーツ課・
図書館

⑶　……文化施設の再整備

歴史資料館の開設 企画調整課

吉祥寺美術館の拡充の要否の検討 企画調整課・
市民協働推進課

三駅周辺の文化施設配置の検討
企画調整課・
市民協働推進課・
吉祥寺まちづくり事務所・
武蔵境開発事務所

⑷　……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 広報課・
生活経済課

観光推進機構の機能の充実 生活経済課
文化財の保護と活用 生涯学習スポーツ課

4　…市民の多様な学び
やスポーツ活動へ
の支援

⑴　……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
時代に対応した大人の学習支援の研究 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

⑵　……スポーツの振興

スポーツに親しめる機会の充実 生涯学習スポーツ課
地域におけるスポーツの担い手づくりの充実 生涯学習スポーツ課
総合体育館の改修及びプール棟改築工事 生涯学習スポーツ課

武蔵境駅圏への運動広場の設置
（旧桜堤小学校運動広場（仮称）） 生涯学習スポーツ課

⑶　……図書館サービス
の充実

図書館の運営形態の検討 図書館
来館・利用困難者に対するサービスの向上 図書館
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

5　…地域の特性を活
かした産業の振
興

⑴　……産業振興に関する
方針の策定

産業振興に関する方針の策定 方針に基づいた産業振興施策の実施 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

⑵　……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
コミュニティスタジオ事業の推進 生活経済課

⑶　……都市型産業の育
成

起業支援 生活経済課
社会的企業育成モデルの検討 生活経済課

⑷　……事業者支援・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

⑸　……都市農業の振興と
農地の保全

農業振興基本計画の策定 生活経済課
都市農業の振興 生活経済課

6　…都市・国際交流
の推進

⑴　……交流事業の多様
化の検討

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の充実 生活経済課

⑵　……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

外国人に対する情報に関するセーフティネットの構築 交流事業課

7　…災害への備えの
拡充

⑴　……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
業務継続計画（BCP) の更新 総務課

災害時の情報提供の方法の検討・充実 広報課・
防災課

災害時の保健・医療・福祉の連携づくり 生活福祉課・
健康課

友好都市間の相互支援体制の構築 交流事業課・
防災課

⑵　……災害に備えた都市
基盤の整備

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

都市復興に関する取組みの検討 都市復興等の計画の策定 防災課・
まちづくり推進課

⑶　……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

⑴　……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
ハイテク犯罪の防止 安全対策課

⑵　……新しい危機への
態勢の整備

新型インフルエンザへの対応 防災課・
安全対策課・健康課

国民保護計画の変更 安全対策課

⑶　……消費者の権利の擁護と
自立の支援

消費者被害防止 生活経済課
消費者教育、情報提供、相談対応の充実 生活経済課

〈付表２〉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 実行計画事業 展望計画事業 担当課

1　…市民の自発的・主
体的な行動を促す
支援

⑴　……緑・環境に関する
意識の醸成

環境学習・環境教育の充実 環境政策課

環境啓発施設の検討 環境政策課・ごみ総合対
策課・クリーンセンター

緑・環境に関する情報発信、啓発事業の推進 環境政策課・ごみ総合対
策課・緑化環境センター

⑵　……市民・事業者に
よる自発的・主
体的な行動の促
進

緑を支える活動の支援 緑化環境センター
第五期緑化環境市民委員会の実施 緑化環境センター

環境に関する市民活動への支援 環境政策課
環境配慮型ライフスタイルの啓発 環境政策課
環境配慮行動普及のための制度の充実 環境政策課
事業所の環境経営の普及促進 環境政策課
まちづくりの環境配慮制度の検討 まちづくり推進課
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
多様な主体による緑の維持管理 緑化環境センター

2　…環境負荷低減施
策の推進

⑴　……都市基盤整備に
おける環境負荷
低減の推進

都市基盤整備における環境負荷低減の推進
施設課・道路課・
下水道課・
緑化環境センター・
水道部工務課

⑵　……低炭素社会に向
けた施策の推進

新エネルギー導入の推進 環境政策課
公共施設における環境負荷低減施策の実施 環境政策課

3　…「緑」を基軸とし
たまちづくりの
推進

⑴　……緑の保全と創出

公園緑地の整備・拡充 緑化環境センター
公共施設跡地の公園緑地化（旧
東町図書室、八幡町コミュニ
ティセンター、下水道ポンプ
場跡地）

緑化環境センター・
管財課

公園・緑地リニューアル計画の推進 緑化環境センター
公園緑地の維持管理に関するガイドラインの策定及び適正な維持管理 緑化環境センター
公共施設緑化基準の策定及び緑化推進 緑化環境センター
民有地のみどりの保全と創出の推進 緑化環境センター
農地の保全 生活経済課

⑵　……緑と水のネット
ワークの推進

仙川水辺環境整備基本計画の推進 緑化環境センター
千川上水整備計画の推進 緑化環境センター
グリーンパーク緑地拡充整備 緑化環境センター
街路樹の保全・適正管理 緑化環境センター
生物多様性の保全 環境政策課

⑶　……広域の緑の保護・
育成

身近な自然体験学習の場の整備活用 緑化環境センター
水源林の保全 水道部総務課

森林の保全と活用（広域的な協力体
制でのカーボンオフセットの研究） 環境政策課

〈付表２〉施策体系図

【Ⅳ 緑・環境】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

4　…循環型社会シス
テムづくりの推
進

⑴　……ごみの発生・排
出抑制の徹底と
資源化の推進

排出者責任の明確化 ごみ総合対策課
生ごみ等のバイオマスの減量・資源化の推進、エネルギー化の検討 ごみ総合対策課
資源物回収・資源化処理の推進及びごみの最終処分量の削減 ごみ総合対策課
市民・事業者・行政による協働推進体制 ごみ総合対策課
エコセメント事業の支援 ごみ総合対策課

⑵　……新クリーンセン
ター建設と安全
で効率的なごみ
処理の推進

新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業（効率的なエネル
ギー回収等の焼却システムの検討） クリーンセンター

新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業に伴う施設・周辺整備 クリーンセンター
ごみ処理経費の効率性の検討 ごみ総合対策課

ごみの広域処理及び資源化の研究 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

⑴　……都市化の進展や社
会情勢の変化に伴
う新たな環境問題
への対応

有害性物質の適正な管理及び指導 環境政策課

新たな環境問題への適切な対応 環境政策課

⑵　……生活形態の多様化
や価値観の変化に
伴う生活環境問題
への対応

生活公害の防止、解決施策の検討 環境政策課
落書き消去と防止策の推進 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

〈付表２〉施策体系図

【Ⅳ 緑・環境】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

1　…地域の特性に合っ
たまちづくりの推
進

⑴　……参加に基づく計
画的なまちづく
りの展開

まちづくり支援制度の検討 まちづくり支援制度の運用 まちづくり推進課
地区計画・地区まちづくり計画等の活用 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

⑵　……まちづくりに関す
る情報の共有化 都市計画マスタープランの運用 都市計画マスタープランの見直し まちづくり推進課

⑶　……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
高さ制限の導入検討 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
都市計画に関する基礎調査 まちづくり推進課

⑷　……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

⑴　……都市基盤の再構
築と運用管理

境公園都市計画の見直し まちづくり推進課
橋りょう長寿命化計画の推進 道路課
道路改修計画の策定、道路改修計画による予防保全的な道路改修の実施 道路課

⑵　……広域連携や市民
との協働による
道路等の管理

道路維持管理業務の効率化の…
ための検討 道路課

⑶　…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

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

⑴　……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

バリアフリー基本構想に基づく
事業の推進及び見直し（評価） まちづくり推進課

⑵　……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

⑶　……移動手段の分散
化と交通環境の
整備

駐車場整備計画の検討 交通対策課
違法駐車防止対策の推進 交通対策課
交通安全施設の整備 交通対策課
交差点の改良及びバスベイの設置 交通対策課
市民交通計画の推進及び定期的な見直し 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

⑷　……公共交通機関の
利用促進

パークアンドバスライドの推進 交通対策課
バスの運行定時性の確保 交通対策課

⑸　……自転車利用環境
の整備と交通
ルール・マナー
の啓発

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
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

〈付表２〉施策体系図

【Ⅴ 都市基盤】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

4　…道路ネットワー
クの整備

⑴　……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

⑵　……都市計画道路
ネットワーク整
備の推進

都市計画道路の検証 まちづくり推進課
７・６・１号線の整備推進 道路課
３・４・27号線の整備推進 道路課

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

⑶　……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

⑴　……下水道経営の健
全化

下水道事業の公営企業法適用及
び企業会計の導入 下水道課

受益負担の適正化に向けた検討 下水道課

⑵　……下水道総合計画
の推進

石神井川排水区雨水幹線の整備 下水道課
下水道二次計画の推進 下水道課
下水道管きょの再構築 下水道課
流域下水道建設負担金の支出 下水道課

⑶　……下水道臭気対策
の推進 吉祥寺駅周辺の下水臭気対策支援の推進 下水道課

⑷　……新たな水循環シ
ステム確立と水
害対策の推進

合流式下水道改善事業 下水道課
吉祥寺北町地区水害対策の推進 下水道課
雨水貯留浸透施設の設置の推進 下水道課
雨水流出抑制対策の推進 下水道課

6　…住宅施策の総合
的な取組み

⑴　……計画的な住宅施
策の推進

住宅マスタープランの推進 住宅マスタープランの改定 住宅対策課
市営住宅・福祉型住宅の適切な管理とあり方の検討 住宅対策課
住宅情報の一元管理と情報提供体制の充実 住宅対策課

⑵　……多様な世代・世帯に適
応する住まいづくり 住み替え支援制度の利用促進 住宅対策課

⑶　……良質な住まいづ
くりへの支援

集合住宅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 住宅対策課

〈付表２〉施策体系図

【Ⅴ 都市基盤】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

7　…三駅周辺まちづ
くりの推進

⑴　……吉祥寺地区

駅南北自由通路の整備 吉祥寺まちづくり事務所
吉祥寺方式による荷捌き車両対策の推進 吉祥寺まちづくり事務所

吉祥寺駅周辺の交通機能の抜
本的改善の検討

吉祥寺まちづくり事務所・
交通対策課

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
北口駅前広場の機能更新 吉祥寺まちづくり事務所
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

平和通り（都道第115号線）
の再整備 吉祥寺まちづくり事務所

パークロード（市道第２号線）の再整備 吉祥寺まちづくり事務所
七井橋通り（市道第151号線）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 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

⑵　……中央地区

北口補助幹線道路整備の推進 道路課
かたらいの道の整備 道路課
三鷹駅北口まちづくり構想の策定 まちづくり推進課
三鷹駅北口周辺駐輪場の整備推進及び運営形態の改善 交通対策課

⑶　……武蔵境地区

武蔵境地区区画道路整備事業 武蔵境開発事務所

武蔵境駅舎周辺環境整備事業
（北側駅舎連続施設） 武蔵境開発事務所

鉄道連続立体交差事業及び側
道整備事業 まちづくり推進課

都市計画道路３･３･23号線事業 武蔵境開発事務所
武蔵境駅周辺駐輪場の整備推進及び運営形態の改善 交通対策課
都道 123号線拡幅整備事業 武蔵境開発事務所
武蔵境市政センターの移転 市政センター

8　…安全でおいしい
水の安定供給

⑴　……おいしい水の供給 直結給水方式の普及 水道部工務課

⑵　……経営の効率化 経営の効率化 水道部総務課

⑶　……水道施設の整備
と災害時の安定
供給

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
浄水場施設の維持 ･更新 水道部工務課
水源施設での非常災害用給水施設の整備 水道部工務課

⑷　……都営一元化へ向
けた検討 財務諸表の検証 水道部総務課
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 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

⑴　……市政運営への市
民参加の拡大

参加を拡大するための機会・場の設定 企画調整課・各課
無作為抽出型ワークショップなどの新たな手法の活用 企画調整課・各課
様々な世代や性別などに配慮した、市民公募等の推進 企画調整課
積極的な投票参加の促進 選挙管理委員会

⑵　……連携と協働の推進

柔軟なネットワークを構築するための基盤整備 市民協働推進課・
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 市民協働推進課・
生涯学習スポーツ課

市民活動促進基本計画の推進（再掲） 市民協働推進課

⑶　……市政運営等に関す
る将来像の共有化

今後の自治体運営のあり方の共有と基本構造の検討 企画調整課

市政運営に必要な制度や手続き等のルール化・体系化 企画調整課

2　…市民視点に立った
サービスの提供

⑴　……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
自動交付機の利用拡大 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

⑵　……効率的・効果的な
行政サービスの
提供

分野を越えた行政サービスの連携・連動 企画調整課・
総務課・各課

近隣自治体との広域連携の検討 企画調整課・各課

業務の外部化に関する検討 企画調整課・
総務課・各課

⑶　……公共サービスの
連続性の向上

分野を越えた行政サービスの連携・連動（再掲） 企画調整課・
総務課・各課

適切な個人情報保護と必要な情報の共有化の検討
情報管理課・
市民協働推進課・
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

⑴　……積極的な情報発
信と説明責任の向
上

市民にわかりやすい予算の公表 財政課

情報公開・情報発信機能の強化 広報課・
市民協働推進課

総合的な市政情報提供の推進 広報課・各課
監査機能の充実・強化 監査委員事務局

⑵　……広聴の充実 広聴の機会と手段の充実 市民協働推進課・
各課

⑶　……広報と広聴の
　…連携の推進 広報と広聴のサイクルの確立 広報課・市民協働

推進課・各課

〈付表２〉施策体系図

【Ⅵ 行・財政】分野　体系図
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

4　…公共施設の再配
置・市有財産の有
効活用

⑴　……公共施設の再配
置と計画的整備
の推進

「公共施設配置の基本的な方針」に基づく施設整備 (PRE戦略の推進）企画調整課

公共施設の総合的・計画的整備（ファシリティマネジメント）の推進 企画調整課・施設課

公共施設の中長期資産管理計画の作成 施設課・財政課

施設利用者満足度調査の実施 施設課

公共施設建替え用地の確保（旧中央図書館跡地、市営西久保住宅跡地） 企画調整課

⑵　……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

5　…社会の変化に対応し
ていく行財政運営

⑴　……これからの時代を
乗り切るための経
営力の強化

トップマネジメント及び各マネジメントの強化 企画調整課・各課

職員の経営能力の養成 人事課

⑵　……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 企画調整課

財政運営のガイドラインの設定の検討と策定 財政課

新たな複式簿記会計の導入の検討 財政課

事務事業及び補助金等の見直しの実施 企画調整課・財政課

入札及び契約制度改革の更なる推進 管財課

⑶　……ICT化による業務
の効率化の推進

情報システムのあり方の検討 情報管理課

自治体クラウド導入に関する検討 情報管理課

⑷　……リスク管理能力・
危機対応力の強化

危機発生時の業務継続マネジメント（BCM）強化と業務継続計画（BCP)の更新 総務課・情報管理課

組織のリスク管理能力と危機発生時の対応力の強化 総務課

情報セキュリティ対策の強化 情報管理課

⑸　……行政サービスにお
ける適正な受益と
負担

適正な受益と負担の検討 財政課

広告収入等の拡大に関する検討 財政課
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基本施策 施策 実行計画事業 展望計画事業 担当課

5　…社会の変化に対応し
ていく行財政運営

⑹　……財政援助出資団
体に関する将来像
の検討

財政援助出資団体に対する指導の強化 企画調整課・財政課

各団体における経営改革等の支援 企画調整課・財政課

統廃合を含めたあり方の検討 企画調整課

指定管理者制度等における基本
的方針の改定 企画調整課

6　…チャレンジする組織
風土の醸成と柔軟な
組織運営

⑴　……目的意識を持ち自
らチャレンジする
人材の育成

職員行動指針の定着 人事課

仕事を通じた人材育成の仕組みづくり 人事課

業務改善へ向けた提案・工夫に対する奨励の仕組みづくり 総務課・人事課

⑵　……個の能力を活かし
組織力を高める人
事制度の確立

職員の主体性と自律を引き出す人事配置のあり方の検討 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

⑶　……職員構成や就労
環境の多様化を
見据えた組織の
あり方の検討

柔軟かつ多様な働き方を支援する制度の検討 人事課

定年延長に対応した多様な働き方を含む任用のあり方の検討 人事課

女性管理職登用など女性の能力発揮の機会の拡大 人事課

職員の心身の健康維持・向上の推進 人事課

⑷　……今後の自治体のあ
り方の検討と職員
定数の適正化

次期職員定数適正化計画の策定 人事課

市民の雇用創出の推進 人事課
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個
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分野 計　画　名 年　度 備　考24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

健
康
・
福
祉

健康福祉総合計画

（地域福祉計画）

（健康推進計画）

（高齢者福祉・介護保険事業計画）

（障害者計画）

特定健康診査等実施計画

子
ど
も
・
教
育

子どもプラン武蔵野

学校教育計画

特別支援教育推進計画

文
化
・
市
民
生
活

国民保護計画

生活安全計画

地域防災計画

観光推進計画

農業振興基本計画

市民活動促進基本計画
（ＮＰＯ活動促進基本計画）

男女共同参画計画

生涯学習計画

スポーツ振興計画

図書館基本計画

子ども読書活動推進計画

緑
・
環
境

環境基本計画

市役所地球温暖化対策実行計画

一般廃棄物（ごみ）処理基本計画

新武蔵野クリーンセンター（仮称）
施設基本計画

緑の基本計画

仙川水辺環境整備基本計画

千川上水整備基本計画

公園・緑地リニューアル計画

〈付表3〉

主な個別計画一覧表
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分野 計　画　名 年　度 備　考24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

都
市
基
盤

都市計画マスタープラン

バリアフリー基本構想

交通バリアフリー道路特定事業計画

景観整備路線事業計画
（早期事業化路線）
景観整備路線事業計画
（中長期事業化路線）

御殿山通り整備基本計画

吉祥寺グランドデザイン

「ＮＥＸＴ－吉祥寺」プロジェクト

これからのまち…武蔵境
…（リーフレット）

住宅マスタープラン

市営住宅ストック総合活用計画

耐震改修促進計画

自転車等総合計画

地域公共交通総合連携計画

市民交通計画

交通安全計画

下水道総合計画

行
・
財
政

行財政改革を推進するための基本方針

行財政改革アクションプラン

総合情報化基本計画

人材育成基本方針

職員定数適正化計画

特定事業主行動計画

職員研修計画

※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。


