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誇りをもって継承できる
　　　持続可能な都市をめざして

　武蔵野市では、昭和46年度から４期40年にわたっ
て、長期計画を中心に市政運営を進めてきました。
　吉祥寺・三鷹・武蔵境の三駅周辺整備や完全下水
道化などの都市基盤整備、市民文化会館、総合体育
館、図書館、学校施設などの公共施設整備、緑のネッ
トワークによる緑化の推進、コミュニティ構想によ
るコミュニティづくり、高齢者福祉や子育て支援の
独自サービスなど、さまざまな施策を長期計画に位
置付け、実施してきました。
　この長期計画を基軸とした計画的な市政運営の方
法と、「武蔵野市方式」と呼ばれる策定方式を制度
化するために、平成 23 年 12 月に「武蔵野市長期計
画条例」を制定しました。本計画はこの条例にもと
づき市議会の議決を経て策定したものです。

　本計画がスタートする平成 24 年は、市制施行か
ら 65 年目にあたります。この間に我が国の社会経
済状況は、成長・拡大型経済からの転換、経済のグ
ローバル化の進展、 環境面での制約の強まり、人口
増加社会から少子高齢化への転換、コミュニケー
ション手段の急速な発達など、それぞれが相互に関
連し合いながら大きく変化してきました。
　本市においても、少子高齢化が進み単身世帯が増
加するなど地域社会が変容する中で、税収の増加が
見込めないことや早期に整備した都市基盤や公共施
設が再整備の時期を迎えていることなど、成熟都市
としての大きな政策転換が求められています。

　一方、本計画策定中の平成 23 年３月 11 日に東日
本大震災が発生しました。震災とそれに伴う福島第
一原子力発電所の事故は、武蔵野市のさまざまな活
動や市民の意識にも大きな変化をもたらしました。
防災対策をはじめとして、市民に最も身近な基礎自
治体のあり方や都市間の広域連携のあり方について
も再認識されることになりました。また、エネルギー
問題にも大きな波紋を投げかけるとともに、地域コ
ミュニティのあり方も改めて問われることになりま
した。本計画にもその影響が色濃く出ています。

　このような状況を踏まえると、将来にわたって市
民のニーズに応え続けていくためには、これまで以
上に長期的な視点に立った自治体経営が求められて
います。本計画期間は、武蔵野市の 21 世紀前半を
方向付ける 10 年として位置づけ、「武蔵野から新し
い都市像を開こう」という宣言のもと、まちづくり
の３つの視点と４つの目標を掲げました。

　この長期計画の基本理念を市民のみなさまと共有
し、福祉・教育・子育て・文化・防災・環境・都市
基盤・行財政などすべての分野でバランスのとれた

「次世代に誇りを持って継承できる持続可能な都市」
の実現を目指してまいります。その方向性とプロセ
スが 21 世紀日本のあるべき都市像・自治体像を指
し示すことになればと考えています。

　結びに、平成 22 年８月以来、１年３か月にわたっ
てご尽力いただいきました、山本委員長をはじめと
する策定委員のみなさま、ご意見、ご要望を寄せて
いただいた市民のみなさま、公募市民会議や無作為
抽出市民によるワークショップに参加いただいた市
民のみなさま、活発なご議論をいただきました市議
会議員のみなさまのご協力に心から感謝申し上げま
す。

武蔵野市長
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