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� 健康・福祉
基本施策 施　　策

新たな福祉計画の策定

健康増進施策の計画的推進

医療ネットワークの充実

痴呆発症・予防の取り組み

食育への取り組み

高齢者・障害者の雇用と
自立支援

社会参加の促進

「団塊世代事業」の支援

地域福祉を支える基盤の強化

心のバリアフリーの推進

ふれあい・ボランティア体験
の促進

地域福祉活動への支援

地域の安全・安心の確保

救急医療体制の整備

在宅介護支援センターの
機能の充実

障害者相談事業の充実

地域リハビリテーションの推進

家族等介護者の負担の
軽減施策の充実

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

武蔵野市地域福祉計画等の見直し

健康診査のシステム及び内容の見直し

老人保健事業の充実

シニア活力アップ支援事業の充実

健康指標・健康情報の体系的整備および提供

「健康づくり総合支援センター（仮称）」の設置

医療ネットワークの充実

痴呆発症、進行予防の学際的研究事業の実施

母子保健と学校保健の連携強化

高齢者の一般就労の支援

障害者の一般就労の支援

障害者の福祉的就労の場の拡大

世代間交流の拡充

学習・趣味・スポーツ活動の推進

障害者（児）の余暇活動の充実

「団塊世代事業」の推進をサポートする仕組み
づくりの検討

共助の仕組みづくりの推進

交流教育・普及啓発活動の推進

学校教育におけるボランティア体験学習の支援

ボランティアセンター武蔵野との連携による
事業の充実

テンミリオンハウス事業の拡充

移送サービス（レモンキャブ）事業の拡充

「憩いの家（仮称）」設置の検討

安心助け合いネットワークの充実

傾聴ボランティアの養成

ITを活用した生活支援サービスの研究

休日診療センター設置の検討

在宅介護支援センターの組織的連携と機能の
強化

生活支援センターの充実

地域リハビリテーションの仕組みの構築

家族介護教室の充実

家族介護者同士の交流の支援

武蔵野市地域福祉計画等
の見直し

老人保健事業の充実・強化

健康づくり総合支援事業
の充実

痴呆発症・進行予防事業の
地域での展開

世代間交流の場の拡充

「憩いの家（仮称）」の設置

〈付表〉施策体系図

健康で暮らし
つづけるための

施策

雇用・自立支援と
生きがい活動の

推進

地域で支え合う
福祉のまちづくり

安心して暮らせる
まちづくり



サービスの質の
向上と利用者の

保護

サービス基盤の
整備
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基本施策 施　　策 事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

緊急一時保護施設の活用

高齢者虐待防止連絡協議会を通じた関係機関
との連携強化

地域包括ケアシステムの検討

改正介護保険法への対応

介護サービス事業者への支援と質の向上

介護サービスの適正化と需給バランスの確保

苦情解決機能の強化

権利擁護事業の支援

第三者機関によるサービス評価事業の推進

措置の適用基準の検討

ショートステイ、デイサービスの充実

福祉施設の活用方法の検討

利用者の生活形態に応じた居住施設の研究と
整備の支援

多機能サービスを提供する地域ネットワーク
の研究

介護者の人材育成

施設の維持管理及び「くぬぎ園」のあり方の検討

障害者福祉センターの事業の見直し

居宅サービス利用促進助成事業の見直し

地域包括ケアシステムの構築

措置の適用基準の実施

虐待防止体制の整備

地域包括ケアシステムの検討

介護保険制度への取り組み

権利擁護事業と第三者評価

措置によるサービス利用の
適用基準の検討

地域生活を支援する
サービス基盤の整備

福祉施設のあり方の検討

福祉サービスにおける
市の役割の見直し
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� 子ども・教育
基本施策 施　　策

地域社会全体で取り組む
子育て支援の構築

保育サービスの拡充

子どもの安全・安心

子育て家庭への支援

新子育てプランの推進

体験事業を通した
親子のふれあい

子育ては親育て

子育て家庭への「食」の啓発

子育て支援施設の整備

「身体・言語・自然」を重視した
教育

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

子育てSOS支援センターにおけるネットワー
クの強化

共助を主体とした子育て支援体制の構築

保育園における子育て支援事業の充実

様々な主体による保育サービスの展開

保育ママ制度の拡充

安心して復職できるための入所制度の検討

公共施設の改修と民間施設への働きかけ

地域で子どもを守る体制づくり

子育て支援事業者との連携

民間幼稚園に対する支援

自由来所型遊び場提供事業の充実

出前0123子育て広場事業の実施

保育園における子育て支援事業の充実

ブックスタート事業の拡充

母子（ひとり親）家庭自立支援計画の策定

乳幼児医療費助成拡大の検討

新子育てプラン武蔵野の推進

自然体験活動の体系的整備

自然体験を通じた親子のふれあいの機会の提供

親業についての講座の開設、体験の機会の提供

子育ては楽しキャンペーンの実施

子育てグループ等への支援

子どもの食環境に関するキャンペーンの推進

食に関する教育の充実

武蔵境圏への0123型施設の開設

都営武蔵野アパート建替えに伴う子育て支援
施設併設の検討

保育施設の改築・改修計画の策定

保育環境の整備

桜堤児童館機能の見直し

境幼稚園の発展的解消への対応

国語力向上のための教育活動の推進

学校図書室の活用推進

言語に関する教育の研究

子どもの心身の健康づくりへの支援

体力向上のための教育活動の推進

クラブ・部活動における多様なメニューの開発

保育施設全体で取り組む
子育て支援事業の充実

グループ方式の運営形態
も含めた保育ママ制度の
拡充

民間施設、商店街への施
設改修の働きかけ

保育施設全体で取り組む
子育て支援事業の充実

第２期母子（ひとり親）
家庭自立支援計画の策定

新子育てプラン武蔵野の
推進

保育施設の計画的整備

境幼稚園の発展的解消

子育て支援施策の
総合的推進

親子のふれあいと
家庭への啓発

子育て支援施設の
整備
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基本施策 施　　策

心の教育、キャリア教育の
推進

「確かな学力」の向上

指導体制の充実

サポート制度、相談機能の
充実

学校経営体制の充実

市立学校の計画的な整備の推進

食に関する教育の充実

青少年育成施策の拡充

自然体験事業の拡充

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

セカンドスクールにおける自然体験等の改
善・充実

プレセカンドスクールの全校実施

身近な自然の活用推進

道徳教育の推進

キャリア教育の推進

個に応じた指導の充実

学力向上を図るための調査の実施

教育開発室の整備・充実

教育指導員（仮称）を学校に派遣するシステム
の検討

小学校における教科担任制の拡充

地域・外部人材の活用

クラブ・部活動の活性化

教員の研修・研究の充実

コンピュータ教育ネットワークの構築と活用

特別支援教育体制の構築

教育相談機能の拡充

不登校・問題行動への対応の充実

開かれた学校づくり協議会の充実

学校間（幼保・小・中・高）の連携

都立中高一貫6年制学校開校に向けた対応

学校施設改築・改修の推進

旧桜堤小学校の活用の検討

子どもの食に関する検討

食に関する教育の充実

小学校給食のあり方の研究

桜堤調理場の老朽化に伴う学校給食のあり方
の検討

中学校の弁当あっせん制度の全校実施の検討

弁当の安全に配慮した支援策の研究

土曜学校の充実

芸術・文化教育の充実

土曜学校支援組織の育成と地域交流

地域子ども館の本格実施

地域子ども館と学童クラブの連携や統合に関
する研究

学童クラブの小学校内及び隣接地への移転の推進

市民等が行う放課後活動事業の充実

子ども自然体験の体系的推進

関係部署間の連携や情報の共有化

学校、地域、NPO法人等との連携の強化

野外活動施設の適切な管理運営

教育指導員（仮称）の学校
への派遣の実施

特別支援教育体制の推進

都立中高一貫６年制学校
との連携

学校施設改築・改修の推進

旧桜堤小学校の活用の推進

桜堤調理場に替わる新た
な給食の実施と北町調理
場に替わる方式の検討

地域子ども館の運営方法
の検討

青少年施策の
充実

学校教育の充実
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基本施策 施　　策

青少年育成環境の整備

青少年の国際交流教育

生涯学習機会の拡充

文化財施策の拡充

生涯学習施設の充実

図書館サービスの充実

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

自然体験の効用の周知・啓発

指導者の拡充と人材育成

青少年の活動拠点の設置（新公共施設への機
能付与）

中高生の地域での活躍の場の充実

冒険遊び場における指導者の育成

地域児童健全育成活動への若年親世代の参画促進

青少年を対象とした国際交流事業の見直し

国際文化に関する教育の充実

武蔵野地域自由大学の充実と発展

生涯学習ネットワーク化の研究

効率的・効果的な生涯学習事業の運営

歴史、民俗資料等のインターネットによる公開

新公共施設の整備

新公共施設の管理運営方法の検討

新公共施設における生涯学習機能の検討

市民会館のあり方の検討

図書館機能の拡充及び3館全体の一体的管理
の検討

図書館におけるITを活用したサービスの充実

読書推進事業の充実

新たな生涯学習コミュニ
ティの形成

生涯学習施策の
拡充



111

� 緑・環境・市民生活
基本施策 施　　策

資源・エネルギーの
循環的利用の推進

クリーンセンター
建替え計画の検討

ごみ減量の促進

環境負荷の少ない
ライフスタイルへの転換

特色ある公園づくりの推進

魅力ある遊歩道の再整備

市民との協働でつくる
緑化空間

水辺空間の整備と
生態系の重視

近郊地の森林の保全と活用

農地の保全

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

市民・事業者・行政の協働関係の構築

環境教育の推進

家庭・業務部門への新エネルギーの導入

緑のリサイクルシステムの構築

リサイクルセンター等施設整備の検討

低公害車の普及促進

環境会計の研究

環境負荷の少ないごみ処理システムの検討

エネルギー循環型のごみ処理システムの検討

物質循環型のごみ処理システムの検討

現行システムでの負荷軽減の検討

排出者責任の明確化

環境に関する市民活動への支援

エコセメント事業の支援

環境配慮型ライフスタイルの提案

環境経営の普及促進

環境学習ネットワークの形成

公園・緑地の新設と拡充

境南ふれあい広場公園の整備

冒険遊び場の整備

農業ふれあい公園の整備

グリーンパーク緑地の拡充整備

千川上水遊歩道の再整備

軸となる緑とオープンスペースの再整備

民有地と公共空間がともに取組む緑化の推進

緑の保全創出を図るための支援制度の調査・
研究

コミュニティガーデンの設置

市民による公園緑地管理制度の検討

むさしの自然環境センター設置の検討

むさしのグリーンマスター制度の導入

仙川水辺環境の整備（仙川リメイク）

玉川上水の保全と整備

森林保全事業の展開

身近な自然体験学習の場の整備・活用

トラスト制度による水と緑の保全

農地の保全

緑のリサイクルの推進

特色ある公園づくりの推進

境南ふれあい広場公園に
おける公園管理

境公園の整備

千川上水遊歩道の整備の
推進

軸となる緑とオープンス
ペースの拡充

支援制度による緑の保全
創出

公園緑地管理制度の実施

むさしのグリーンマスタ
ーによる緑化推進

仙川水辺環境の整備の推進

持続可能な
都市の形成

緑豊かな
都市環境の創出

身近な自然の
回復と保全

農業の振興
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基本施策 施　　策

都市農業の振興

体験型市民農園の支援

吉祥寺商業活性化

路線商業活性化

武蔵境商業活性化

新製品開発等の支援

中小企業の支援

地域の再発見

消費者教育の推進と
相談態勢の充実

安全・安心を基本とした
食に対する学習

消費者活動の支援

防犯性の高い
まちづくりの推進

快適な生活環境の確保

地域防災力の向上

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

「農業振興基本計画」の見直し

市内産農産物の地産地消の促進

環境に配慮した安全・安心な農業の支援

体験型市民農園の支援

吉祥寺商業活性化の推進

吉祥寺商業の魅力の創出

地域と連携した商店街づくりの支援

武蔵境商業活性化の推進

TMO組織の設立

新製品開発等の支援

中小企業の支援

地域産業や既存資源を活用した都市観光の推進

マップ等による情報の発信

消費生活講座の充実

悪質商法被害の未然・拡大防止を図るため他
の組織との連携強化

中高生への契約学習講座の開催

消費者相談態勢の充実

食の安全・安心のためのリスクコミュニケー
ションの推進

食育の推進

消費者団体活動の推進・支援

市民安全パトロール隊とホワイトイーグルの
連携

生活公害の防止と快適な生活環境の確保

まちの美化意識の高揚と実践

公共の場所へのごみのポイ捨て抑制対策の推進

震災時における消防水利の整備

避難所の水の確保

防災広場及び地区災害時待避所の整備・拡充

自主防災組織の育成

防災指導員の設置

自主防災組織連絡協議会の設立

地域防災リーダー育成のための上級救命技能
の習得

地域系防災無線システムの更新

食糧等の備蓄品の整備

「農業振興基本計画」の見
直し

TMO組織に対する支援

勤労者互助会の組織の見
直し

防災指導員活動の推進

自主防災組織連絡協議会
の運営

商工業の振興

真に豊かな
消費生活の推進

防犯性の高い
快適なまちづくり

防災態勢の強化

都市観光の推進



113

基本施策 施　　策

防災・安全センター（仮称）の
整備

コミュニティの活性化

協働推進体制の整備

推進体制の整備と強化

様々な活動の充実と環境整備

国内都市交流・協力の推進

国際交流・協力の推進

外国人市民へのサービスの
向上

スポーツ施策の多角的な検討

体育施設の整備・充実

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

防災･安全センター（仮称)の設置

防災情報システムの整備

防災関係機関及びボランティア団体等との連
絡体制の確立

防災情報の有機的な活用

従事者に対する備蓄機能の整備

コミュニティ活動の開放性・透明性の向上

電子コミュニティの推進

NPO活動促進基本計画（仮称）の策定

協働へ向けた市職員への意識啓発

NPO活動支援の充実

市民活動サポートセンターの検討

第二次男女共同参画計画の策定

男女共同参画基本条例（仮称）の研究

「むさしのヒューマン・ネットワークセンター」
の充実

女性の就労環境の支援

人権尊重の意識啓発・相談体制の整備

姉妹友好都市との連携の強化

市民レベルの交流推進体制の整備

参加・体験型の交流事業の実施

国際交流・協力の体系的な推進

国際交流協会組織の見直し

きめ細やかなサービスの充実

市民レベルの活動への支援

留学生支援制度の再編成

スポーツ振興計画（仮称）の策定

（財）武蔵野スポーツ振興事業団のあり方の検討

スポーツ指導者の育成

スポーツ施設ネットワークの構築

総合体育館・プールの維持管理

市営プール管理棟の改築

都立武蔵野中央公園スポーツ広場の整備

コミュニティセンターの
再整備

第三次男女共同参画計画
の策定

民間企業等へのポジティ
ブアクションの研究

姉妹友好都市との連携の
強化

スポーツ振興計画（仮称）
に基づく市民スポーツの
推進

スポーツ施設ネットワー
クの活用

市民活動の活性化
と協働の推進

男女共同
参画社会の推進

都市・国際交流の
推進

生涯スポーツの
振興
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市民文化の発展
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基本施策 施　　策

文化施設の整備

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

吉祥寺シアターの開設

新公共施設の建設

歴史資料館の開設準備

市民文化会館の点検・整備

（財）武蔵野文化事業団のあり方の検討

施設間ネットワークの強化

市民の文化活動の創作・稽古・発表の場の確保

新公共施設の「知的創造
拠点｣としての運用

施設間ネットワークの強化
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� 都市基盤
基本施策 施　　策

参加と連携による
まちづくり体制の確立

地域の力を活かした
まちづくりの推進

建築確認・指導行政の推進

土地利用のきめ細かな見直し

都市景観の形成

身近な地区レベルの
まちづくりの推進

効果が見える
まちづくりの推進

環境共生への配慮

ユニバーサルデザインの
視点の積極的導入

災害に強い都市基盤整備の
推進

防災空間の確保

建築物の安全性の向上

建築物応急危険度判定制度
の整備

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

都市マスタープランの推進

まちづくり条例の制定

まちづくりデータベースの構築

まちづくりバランスシートの開発と活用

地域の力を活かしたまちづくり

地域ぐるみのまちづくりの推進

産学官連携によるまちづくりの推進

民間関係機関との連携の強化

中間検査・完了検査の的確な実施

違反建築物の摘発・指導の強化

指定確認検査機関の育成

用途地域の随時適切な見直し

特別用途地区適用の検討

都市景観の確立と景観条例の制定

景観に配慮した街路灯の設置

電線類地中化の促進

路上看板の取締り・指導

まちづくりビジョンの策定

地区計画等の制度を活用したまちづくりの推進

時間管理・コスト管理を踏まえた事業の推進

事業効果が見える事業計画の推進

PFIなどの手法の導入の検討

環境負荷を低減する工法の採用

適切な維持管理による公共施設の耐用年数の
延伸化

環境に配慮した住まいづくりの推進

ユニバーサルデザインによるまちづくりの推進

様々な災害を想定した都市基盤整備の推進

震災復興マニュアルの策定

木造建築物の不燃化の促進

避難空間の確保と延焼遮断機能等の拡充

市内既存建築物の耐震性の強化

既存建築物の防災安全対策の指導強化

応急危険度判定体制の整備

都市マスタープランの推
進と見直し

まちづくり条例に基づく
参加、連携、誘導による
まちづくりの推進

まちづくりデータベース
の活用

指定確認検査機関に対す
るまちづくり行政への協
力体制の強化

特別用途地区制度を活用
したきめ細かな土地利用
の誘導・規制

景観計画に基づく武蔵野
景観づくりの推進

まちづくりビジョンに基
づく事業推進

震災復興マニュアルに基
づく体制の整備と実践

地籍調査の推進

防災・防犯施策の
推進

事業効果・環境
共生等の視点

地域ごとの特色
あるまちづくり

参加と連携による
まちづくりの推進
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基本施策 施　　策

防犯性の高いまちづくり

計画的な住宅政策の推進

公的住宅建替事業に伴う
環境整備

良質な住まいづくりの推進

安全・安心な
住まいづくりの推進

環境に配慮した
住まいづくりの推進

スムーズな
道路交通環境の整備

公共交通への転換

ムーバスの展開

自転車対策の推進

バリアフリー化の推進

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

建物復旧のための被災度区分判定の実施体制
づくり

地域ぐるみのまちづくりの推進

死角のできにくい安全なまちづくり

街路灯の照度アップによる明るいまちの構築

住宅マスタープランの改定及び推進

大規模団地建替えへの対応

市営住宅の建替え

政策誘導型の融資制度・優良住宅の事例紹介

民間賃貸住宅情報と住環境情報のネットワー
ク化

分譲マンションの適正な維持管理や円滑な建
替えへの支援

防犯フェア等による安心な住まいづくりの推進

民間住宅耐震助成事業等による住宅の耐震性
向上

太陽光発電設備の設置促進

エコライフ体験機器貸出しの実施

えこらぼ家楽塾の実施

民間住宅での雨水利用促進

市民交通計画の推進及び定期的な見直し

道路交通ネットワークの見直し

交差点の改良及びバスベイの設置

「交差点すいすいプラン100事業」の促進

交通安全施設の整備

違法駐車防止対策の推進

荷捌き車両対策の推進

パークアンドバスライドの推進

バス等の運行定時性の確保

交通機関相互の円滑な乗り継ぎ環境の整備

ムーバスネットワークの整備と利便性の向上

ムーバス車両の改善

自転車の安全な走行環境の確保

自転車の運転マナー等の啓発

駐輪場の確保と利用形態の工夫

交通バリアフリー基本構想の推進

歩道上ベンチの設置

住宅マスタープランの改
定及び推進

分譲マンションの適正な
維持管理や円滑な建替え
への支援の拡大

家庭用燃料電池などの新
エネルギーの利用促進

良質な住まいづくり活動
支援事業への移行

市民交通計画の推進及び
定期的な見直し

住宅施策の
総合的推進

円滑な移動環境の
整備
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基本施策 施　　策

都市計画道路ネットワークの
再構築

市施行の都市計画道路の
整備推進

東京都施行の
都市計画道路の整備促進

外かく環状道路への対応

生活道路の整備

道路整備と連携した
まちづくりの推進

人にやさしい
みちづくりの推進

安全でおいしい水の
安定供給

下水道処理システム整備の
推進

水循環システムの確立

グランドデザインに基づく
まちづくり

セントラル吉祥寺（中央地区）

イースト吉祥寺（東部地区）

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

東西幹線道路の整備の検討

3・5・17号線の整備推進

3・6・1号線の事業化

7・6・1号線の整備推進

3・4・27号線の整備推進

3・4・13号線の事業化

3・3・6号線の事業促進と環境施設帯の検討

3・4・24号線の整備促進及び事業化

3・4・10号線の事業化

3・4・2号線の事業化

外かく環状道路に関する多角的な検討

市道の整備及び改修の計画的推進

区画道路の整備

狭あい道路整備の推進

道路整備と道路沿道のまちづくりの一体的推進

適時・適切な道路沿道用途地域等の見直しの
実施

人にやさしいみちづくり事業の推進

配水管網整備の推進

浄水場・水源施設の整備及び改良

直結給水方式の整備

浄水場相互のバックアップ体制の整備

配水池の増設

財政計画の策定と適正な受益者負担のあり方
の研究

下水道施設の再構築

公共下水道施設の計画的維持管理

浸水対策（雨水浸透施設の設置等）

公共下水道の耐震性の向上

吉祥寺駅周辺の下水臭気対策の研究

合流式下水道の改善

合流式下水道から分流式下水道へ変更の検討

吉祥寺グランドデザインの策定と実現化方策
の検討

F＆Fビルの耐震改修・外装リニューアルの推進

北口ハモニカ横丁の整備方策の検討

吉祥寺シアター等を核としたまちづくりの推進

区画道路の整備と活性化方策の検討

東西幹線道路の整備の促
進

3・6・1号線の整備推進

3・4・13号線の整備推進

環境施設帯の整備方針に基づく
3・3・6号線の事業促進と完成

3・4・24号線の整備促進

3・4・10号線の整備促進

3・4・2号線の整備促進

道路ネットワークの
整備

上・下水道の整備

吉祥寺圏の整備
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基本施策

武蔵境圏の整備

中央圏の整備

施　　策

ウエスト吉祥寺（西部地区）

パーク吉祥寺（南口地区）

吉祥寺駅周辺の交通対策

「安全、清潔、楽しいまち吉祥寺」
の推進

外かく環状道路

三鷹駅周辺の整備

駅周辺地区の将来像の確立

大規模団地建替えへの対応

快適な道づくりの推進

西久保2・3丁目の整備

武蔵境駅周辺の整備

JR中央線の
連続立体交差事業の促進

農水省食糧倉庫跡地の整備

快適な環境の整備

大規模団地建替えへの対応

事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

道路のカラー舗装化、歩行者の安全性・快適
性の向上

適切な公共空間の確保

吉祥寺駅南口駅前交通広場の整備

吉祥寺駅南口周辺再整備基本構想の策定

井の頭公園へのアクセス環境の整備

違法駐車の防止と駐車場対策の推進

荷捌き車両対策の推進

吉祥寺駅周辺駐輪場の効率的利用

迷惑喫煙、ポイ捨て、落書き防止の推進

雑居ビル等の防災・防犯対策の推進

外かく環状道路に関する多角的な検討

北口補助幹線道路整備の推進

7・6・1号線の整備推進

三鷹駅周辺駐輪場の効率的利用

三鷹駅北口地区のリニューアルの検討

都営武蔵野アパートの建替え

かたらいの道の整備

地区内の公共空間の拡充整備

鉄道連続立体交差事業の完成

市民参加による駅舎づくり・高架下利用の推進

区画道路の整備

武蔵境駅北口広場等の整備

3・4・27号線の整備推進

3・4・24号線の整備促進

複々線化(地下線）の事業実施の促進

工事に伴う安全確保と周辺環境への配慮

武鉄中付2号線（中央付属街路）の整備

新公共施設の建設

仙川水辺環境の整備（仙川リメイク）

桜堤団地の建替え

三鷹駅北口地区の再整備
方針の確立

武蔵境駅北口・東西道路
整備

武蔵境駅南口広場等の再
整備

新公共施設の「知的創造
拠点」としての運用
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� 行・財政
基本施策 施　　策 事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間

―２２年度～２６年度―）

市の事業における市民、ＮＰＯ等との連携拡大

中高年齢者・障害者雇用創出事業の推進

審議会等への公募委員の拡充

審議会等での委員との双方向性の強化

パブリック・コメントの推進

電子会議の活用

インターネットを利用した電子申請の拡大

法人市民税の電子申告の導入

固定資産税（償却資産）の電子申告の導入

マルチペイメントシステムの検討

図書館におけるＩＴを活用したサービスの充実

防災情報システムの整備

市役所の休日開庁・窓口開設時間の延長等の
検討

コンビニ等を活用した市税収納の検討

よくある市民相談・要望の情報提供

市民相談窓口の連携・ネットワーク化

市政コンシェルジュの設置の検討

ホームページの内容の充実と操作性の向上

動画・音声等による情報提供の推進

対象・目的別の情報提供の充実

地域情報コーナーの充実

市政資料コーナー資料検索システムの開発

歴史資料館の開設準備

セキュリティ基本方針の徹底

外部団体によるセキュリティ監査の推進

ホームページサーバーのセキュリティ管理の強化

バランスシートを活用した財政運営のルール化

財政援助出資団体との連結財務諸表等の充実

使用料・手数料の定期的な見直し

広告料収入等の検討

知的財産権の研究

行政評価の推進

事業目標の設定と達成状況の評価の実施

公共施設の維持・更新計画の作成

公共施設の計画的整備の推進

総合的な整備計画の策定

公共施設のランニングコストの低減化

利用者の満足度調査及び事後評価の実施

武蔵境市政センター改築等の検討

ＩＴを活用した市民サービ
スの充実

地域の力を活かした事業の
推進

市民参加の場の拡大

ITを活用したサービスの拡大

行政サービスの提供機会の拡大

市民要望に的確に応える
仕組みづくり

インターネットによる
情報提供の推進

市政・地域情報の充実

情報セキュリティの徹底

財政運営の
ガイドラインの設定

会計改革の推進

適正な受益と負担

評価に基づいた
計画的な予算編成

公共施設の計画的整備

市民パートナー
シップの積極的推進

市民ニーズに応える
サービスの提供

積極的な情報発信と
情報セキュリティの

徹底

健全な財政運営の
維持



基本施策 施　　策 事業（実行計画期間―１７年度～２１年度―） 事業（展望計画期間
―２２年度～２６年度―）

財政援助出資団体への適切な関与の実施

財政援助出資団体に対する経営評価制度の導入

財政援助出資団体のあり方等の見直し

地方分権改革、規制緩和等に関する情報収集、
検討及び的確な対応

市と市民・企業・ＮＰＯ等との役割分担の見直し

民間委託の拡大

公の施設の管理運営の民間への開放

電子自治体推進体制の整備

ＩＴを活用できる人材の育成

総合情報化計画の実施と定期的な見直し

ＩＴ施策実施に伴う品質管理システムの導入

税務総合電算システムの検討

戸籍事務の電算化の検討

事務事業の見直し

新規事業のサンセット方式の採用

広域連携行政の推進

監査委員監査の強化と外部監査制度導入の検討

行・財政運営に関する基本方針の策定

ＮＰＭの活用と手法の研究

組織機構の見直し

職員定数適正化の推進

柔軟な職員任用の研究

目標管理制度を取り入れた能力・業績に応じ
た人事管理の徹底

地方分権時代にふさわしい職員の育成

財政援助出資団体の再編

総合情報化計画の実施と
定期的な見直し

ＮＰＭの有効活用
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財政援助出資団体の
経営改善の推進

地方分権等への的確な対応

市の役割分担と
アウトソーシング

ITを活用した事務事業の推進

効率的な行政運営と
説明責任の強化

ＮＰＭの活用と研究

柔らかい組織の確立と
職員育成

時代の変化に対応す
る柔軟な行政運営



〈参考〉第四期基本構想・長期計画策定の経過
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「武蔵野市第四期基本構想・長期計画」の策定にあたっては、平成15年９月に武蔵野市民である学識経験者６

名と、市助役２名による武蔵野市第四期基本構想・長期計画策定委員会を設置し、この委員会を中心に、従来

からの多層で重層的な市民参加、職員参加を経て行われました｡

主な策定手続は次のとおりです｡

（１）「討議要綱」⇒「長期計画案」⇒「基本構想・長期計画案」の３段階により作業を行いました｡

（２）市民参加の枠組みとして、従来からの分野別団体ヒアリング、地区別市民ヒアリング、サラリーマ

ン会議の設置、タウンウオッチングの実施などを行うとともに、市政アンケート、市民意識調査な

どを通じての市民意見も参考にしました｡さらに今回は、「団塊世代の主張」、地域の力を活かしたま

ちづくり委員会、子ども自然体験委員会といった公募市民が参加したテーマ別市民会議により分野

ごとの課題を検討しました。

（３）各課題への専門的な知識の活用としては、上記のテーマ別市民会議以外にも、健康･福祉分野専門会

議や国際交流施策検討懇談会、行財政改革検討委員会などを設置し、検討を行うとともに、「都市マ

スタープラン」や「福祉三計画」、「学校教育のあり方検討委員会報告」などこれまでに提出された

様々な個別計画・委員会等報告書を踏まえて策定作業を進めました｡

（４）職員参加の方法としては、庁内推進本部、分野別部会、分野別ワーキングチーム、若手職員による

「地域生活環境指標」編集スタッフなどにより、策定委員会のサポート機能を高めるとともに、タウ

ンウオッチングを市民とともに行い意見交換を行いました｡

（５）従来と同様に「討議要綱」、「長期計画案」を市議会全員協議会の討議に付すとともに、広く市民か

ら文書やメールによる意見提出を策定委員会で受け、策定へ反映させました。また、計画策定のた

め、分野ごとの市政の現状と課題を６回にわたり市報で特集し、情報共有を図るとともに、電子会

議室を活用した意見交換など新たな市民参加の手法を取り入れました｡

月　日 策定委員会 内　　容
平成15年９月29日 第１回 策定委員会発足（委員委嘱・委員長 副委員長選出・策定委員会の運営について）

10月２日 庁内推進本部会議・庁内推進本部分野別ワーキングチーム発足
10月６日 庁内推進本部分野別部会（分野別課題）

10月9日～11月13日 安全･安心タウンウオッチング（市民･職員）実施
10月15日 市報（No.1687）掲載｜策定委員会発足

10月27日 第２回
第四期基本構想・長期計画の策定体制等について
第三期長期計画第二次調整計画の事業実施状況について

11月７日 庁内推進本部・事業計画ヒアリング（健康･福祉/行･財政）
11月17日 庁内推進本部・事業計画ヒアリング（環境･市民生活/都市基盤）

施設見学 策定委員施設見学
11月18日

第３回
市政アンケート 市民意識調査について・吉祥寺来街者調査について
将来人口推計について・討議要綱作成に向けての論点等について

11月20日 庁内推進本部・事業計画ヒアリング（子ども･教育）

11月25日 ヒアリング
策定委員会による分野別事業計画ヒアリング
（子ども･教育分野/行･財政分野）

11月26日 ヒアリング
策定委員会による分野別事業計画ヒアリング
（市民生活分野/健康･福祉分野）

12月１日 市報（No.1690）掲載｜策定スケジュール・委員あいさつ
12月９日 武蔵野市第四期基本構想･長期計画テーマ別市民会議「団塊世代の主張」発足

ヒアリング
策定委員会による分野別事業計画ヒアリング

12月12日
（環境分野/都市基盤分野）

第４回 テーマ別市民会議について・討議要綱について
武蔵野市行財政改革検討委員会発足

12月15日 子ども自然体験委員会発足
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12月16日
第５回 行政評価について・討議要綱について

武蔵野市国際交流施策検討懇談会発足
12月19日 地域の力を活かしたまちづくり委員会発足
12月24日 第６回 財政計画について・討議要綱について

平成16年１月７日 第７回 討議要綱について・市長との意見交換について
１月15日 第８回 討議要綱について（市長との意見交換）
１月27日 第９回 討議要綱について
１月29日 武蔵野市第四期基本構想･長期計画 健康･福祉分野専門会議発足
２月６日 第10回 討議要綱について
２月16日 第11回 討議要綱について

２月18日
第12回 討議要綱について・全員協議会について

「武蔵野市第四期長期計画討議要綱」完成
２月25日 第13回 全員協議会について
２月26日 意見交換 市議会全員協議会
３月８日 第14回 全員協議会について・分野別ヒアリングについて
３月15日 市報（No.1700）掲載｜討議要綱要約
４月１日 市報（No.1702）掲載｜現状と課題（子ども･教育/健康･福祉）

４月３日

学習会 策定委員学習会（子ども･教育施策）

ヒアリング
分野別団体ヒアリング（会場:市役所802会議室）
・健康・福祉分野　　　　　参加者数　26名
・環境・市民生活分野　　　参加者数　50名

４月10日 ヒアリング
分野別団体ヒアリング（会場:市役所802会議室）
・子ども・教育分野　　　　参加者数　50名
・都市基盤/行・財政分野　 参加者数　11名

４月16日まで 市民及び職員より文書意見提出

４月19日
庁内推進本部・事業計画ヒアリング（健康･福祉/環境･市民生活/行･財政）
第五期サラリーマン会議報告書答申

４月21日 第15回 タウンウォッチング及びサラリーマン会議報告書について・計画案の骨子について
４月23日 庁内推進本部・事業計画ヒアリング（都市基盤/子ども･教育）
４月28日 第16回 事業計画案の追加変更について・職員ヒアリングについて・計画案について
５月１日 市報（No.1706）掲載｜現状と課題（安全･防災･環境/吉祥寺と武蔵境のまちづくり）

5月12日～13日 合　宿 策定委員会合宿（市長との意見交換）
５月17日 第17回 計画案について
５月26日 第18回 職員ヒアリング・計画案について
５月31日 第19回 計画案について
６月１日 市報（No.1709）掲載｜現状と課題（市民協働･行政改革/市財政）
６月８日 第20回 計画案について

６月11日
第21回 計画案について

「武蔵野市第四期長期計画案」完成
６月28日 意見交換 市議会全員協議会
７月12日 第22回 全員協議会の結果について・地区別市民ヒアリングについて
７月15日 市報（No.1714）掲載｜計画案要約
７月22日 ヒアリング 地区別市民ヒアリング/西部地区（会場:スイング スカイルーム）参加者数26名
７月23日 ヒアリング 地区別市民ヒアリング/中央地区（会場:市役所 802会議室）参加者数24名
７月24日 ヒアリング 地区別市民ヒアリング/東部地区（会場:公会堂 第1･2会議室）参加者数21名
７月30日まで 市民及び職員より文書意見提出
８月10日 第23回 市民ヒアリングの結果及び市民意見について・計画案修正案について
８月20日 第24回 計画案修正案について・市民ヒアリング検討事項について
９月13日 「武蔵野市第四期基本構想･長期計画」（案）完成　市長へ答申

９月27日
平成16年第３回定例会へ「武蔵野市第四期基本構想について」を上程、同日設置さ
れた「第四期基本構想審査特別委員会」へ付託・審議

11月5･8･9日 第四期基本構想審査特別委員会で審議・可決
12月６日 平成16年第４回市議会定例会で「基本構想」可決、「長期計画」決定
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計 画 等 の 名 称 担 当 課 計画等策定月
武蔵野市都市マスタープラン まちづくり推進課（計画課） 平成12年 6月
武蔵野市地域児童育成実施計画　子育てプラン武蔵野 子ども家庭課（児童女性課） 平成12年 12月
武蔵野市第二次住宅マスタープラン2001～2010 住宅対策課（住宅対策室） 平成13年 7月
ｅ－ｃｏｍ．むさしの　第一次武蔵野市IＴ活用推進計画 情報管理課 平成13年 10月
武蔵野市地理情報システム基本計画 情報管理課 平成13年 12月
武蔵野市商店街振興プラン 生活経済課（商工経済課） 平成14年 3月
武蔵野市地域福祉計画-育てよう 安心のまち・福祉のまち- 生活福祉課 平成14年 3月
第７次武蔵野市交通安全計画（平成13年度～17年度） 交通対策課 平成14年 3月
武蔵野市福祉三計画
（高齢者保健福祉計画　介護保険事業計画　障害者計画）

介護保険課 平成15年 3月

武蔵野市交通バリアフリー基本構想 まちづくり推進課 平成15年 3月
武蔵野市一般廃棄物処理基本計画調整計画 ごみ総合対策課 平成15年 8月
武蔵野市のバランスシート　2003 財政課 平成15年 9月
第２次武蔵野市市民交通計画 交通対策課 平成16年 1月
武蔵野市公立保育園改革計画 保育課 平成16年 2月
武蔵野市環境行動計画 環境政策課 平成16年 3月
武蔵野市男女共同参画計画 市民活動センター 平成16年 4月
武蔵野市防災センター（仮称）基本構想 管財課 平成16年 4月
武蔵野市健康推進計画 保健推進課 平成16年 4月

報 告 書 等 の 名 称 担 当 課 報告書等策定月
第５期コミュニティ市民委員会答申 市民活動センター（生活文化課） 平成12年 7月
武蔵野市個人情報保護条例改正検討懇談会報告書 市民活動センター（情報管理課） 平成12年 9月
‘我が街吉祥寺’・明日への提案-「吉祥寺会議」議論のまとめ- 生活経済課（商工経済課） 平成13年 3月
武蔵境商業関係者会議報告書 生活経済課（商工経済課） 平成13年 3月
武蔵野市路線商業活性化対策委員会報告書 生活経済課（商工経済課） 平成13年 3月
武蔵野市高齢者保健福祉サービス評価システム検討委員会報告書 高齢者福祉課 平成13年 12月
武蔵野市地域子ども館（仮称）検討委員会報告書 子ども家庭課（児童女性課） 平成13年 12月
吉祥寺東部地区文化施設基本構想検討委員会報告書 企画調整課（企画課） 平成14年 2月
学校週５日制に対応した地域社会の役割
（武蔵野市社会教育委員の会議提言）

生涯学習スポーツ課（生涯学習課） 平成14年 3月

二俣尾･武蔵野市民の森活用運営検討委員会報告書 緑化環境センター 平成14年 10月
武蔵野市女性行動計画推進市民会議報告書（第五期） 市民活動センター 平成15年 1月
新公共施設基本計画策定委員会報告書 企画調整課 平成15年 2月
武蔵野市シニア活力アップ推進事業報告書 高齢者福祉課 平成15年 3月
公立保育園に「涼」環境を創出するモデル改修プラン検討報告書 保育課 平成15年 4月
武蔵野市立境幼稚園及び境保育園のあり方検討委員会報告書 教育企画課 平成15年 5月
武蔵野市行政評価試行結果集（平成15年度実施版） 企画調整課 平成16年 2月
武蔵野市第五期サラリーマン会議報告書 企画調整課 平成16年 3月
武蔵野市学校教育のあり方検討委員会報告書 教育企画課 平成16年 3月
武蔵野市安全・安心タウンウオッチング報告書 防災安全課 平成16年 4月
武蔵野市環境市民会議提言書 環境政策課 平成16年 5月
テーマ別市民会議「団塊世代の主張｣報告書 生活福祉課 平成16年 5月
地域の力を活かしたまちづくり委員会報告書 まちづくり推進課 平成16年 5月
武蔵野市子ども自然体験委員会報告書 児童青少年課 平成16年 6月
武蔵野市国際交流施策検討懇談会報告書 交流事業課 平成16年 7月

第四期基本構想・長期計画と関連する主な計画等

第四期基本構想・長期計画策定の参考とした主な委員会報告書等

＊担当課欄には現在の機構での担当課名を記載し、策定･報告時の担当課名が異なる場合は（ ）内に記載した。



124

市民団体ヒアリング招請団体 （順不同）

健 康 ・ 福 祉

●武蔵野市民生児童委員協議会 ●武蔵野市赤十字奉仕団 ●北多摩東地区保護司会武蔵野分区 ●ボランティア
センター武蔵野 ●吉祥寺南町地域福祉活動推進協議会 ●西久保地域福祉活動推進協議会 ●境南地域福祉活
動推進協議会 ●千川地域福祉活動推進協議会 ●吉祥寺東部地域福祉活動推進協議会 ●関前地域福祉活動推
進協議会 ●桜野地域福祉活動推進協議会 ●四小地区地域福祉活動推進協議会 ●境地域福祉活動推進協議会
●大野田地域福祉活動推進協議会 ●御殿山地域福祉活動推進協議会 ●吉祥寺西地域福祉活動推進協議会 ●中
央地域福祉活動推進協議会 ●（社福）武蔵野　特別養護老人ホームゆとりえ ●（社福）親の家 ●（社福）プラッ
トホーム ●（社福）とらいふ ●グループ萩の会 ●（NPO）日本アビリティーズ協会 ●グループ萌黄 ●パーソナ
ルケア・吉祥寺 ●（NPO）ワーカーズコープ ●（社）武蔵野市シルバー人材センター ●ムサシノ長生会 ●武蔵
野長寿会 ●武蔵野喜楽会 ●西久保愛光会 ●さくら会 ●武蔵野市桜寿会 ●武蔵野長楽会 ●中町寿会 ●千歳会
●みどり会 ●さつき会 ●武蔵野福寿会 ●緑町愛光会 ●西和会 ●光和会シルバークラブ ●けやき会 ●新生会ク
ラブ ●和光会 ●北祥会 ●むさしの祥南クラブ ●吉祥寺本町シルバー会 ●銀友会 ●井の頭お茶の水会 ●本田北
クラブ ●境南みつわクラブ ●中央シルバークラブ ●和泉会 ●五日市通り欅会 ●さかい一寿会 ●境南富士見会
●武蔵野市の医療と福祉をすすめる会 ●介護保険むさしの市民の会 ●武蔵野市居宅介護支援事業者連絡協議
会 ●（社福）武蔵野 ●（社福）武蔵野千川福祉会 ●（NPO）ゆうあいセンター ●（NPO）ＭＥＷ ●武蔵野市身体
障害者協会 ●いずみ作業所 ●ひまわり作業所 ●むらさき育成会 ●アトリエ銀木星 ●ふれあいクラブ ●山彦の
会 ●障害児水泳クラブ「いるか」 ●（社）武蔵野市医師会 ●（社）武蔵野市歯科医師会 ●武蔵野市薬剤師会 ●

難病者を支援するアンジェロ ●東京都介護専門員研究協議会 ●障害者支援組織TOKYOアニモ

子 ど も ・ 教 育

●武蔵野私立幼稚園連合会 ●地域子ども館一小あそべえ企画運営会議 ●地域子ども館二小あそべえ企画運営
会議 ●地域子ども館三小あそべえ企画運営会議 ●地域子ども館四小あそべえ企画運営会議 ●地域子ども館
五小あそべえ企画運営会議 ●地域子ども館境南あそべえ企画運営会議 ●地域子ども館本宿あそべえ企画運
営会議 ●地域子ども館井之頭あそべえ企画運営会議 ●地域子ども館関前南あそべえ企画運営会議 ●青少年
問題協議会第一地区委員会 ●青少年問題協議会第ニ地区委員会 ●青少年問題協議会第三地区委員会 ●青少
年問題協議会第四地区委員会 ●青少年問題協議会第五地区委員会 ●青少年問題協議会大野田地区委員会 ●

青少年問題協議会境南地区委員会 ●青少年問題協議会本宿地区委員会 ●青少年問題協議会千川地区委員会
●青少年問題協議会井之頭地区委員会 ●青少年問題協議会関前南地区委員会 ●青少年問題協議会桜野地区委
員会 ●愛子供会 ●青空子ども会 ●かもしか子ども会 ●スバル子ども会 ●千川子ども会 ●東京YWCA武蔵野
センター子ども会 ●わかくさ子ども会 ●むさし野ジュニア合唱団「風」 ●ACORN/どんぐり ●国際児童文
庫協会コアラ文庫 ●（財）ラボ国際交流センター ●子ども文化NPO M・A・T むさしの支部 ●むらさき育
成会むらさきこどもクラブ ●武蔵野交通少年団 ●武蔵野消防少年団 ●あそぼう会 ●武蔵野市発達障害児・
者スポーツクラブ「ジャンプ」 ●武蔵野市スキースポーツ少年団 ●吉祥寺南町わんぱく相撲委員会 ●本宿
わんぱく相撲委員会 ●吉祥寺ミニバスケットクラブ「ブルーサンダー」 ●武蔵野MBC ●ボーイスカウト東
京連盟武蔵野第１団 ●ボーイスカウト東京連盟武蔵野第２団 ●ボーイスカウト東京連盟武蔵野第３団 ●ボー
イスカウト東京連盟武蔵野第４団 ●ガールスカウト東京第１８団 ●ガールスカウト東京第８１団 ●ガールスカ
ウト東京第１１０団 ●空手道こどもクラブ ●武青スポーツ少年団 ●武蔵野警察署少年柔剣道会 ●一小剣友会 ●

吉祥寺剣道会 ●境南剣道クラブ ●境南ブレーブス ●コンコン野球クラブ ●三小イヤリングス ●少年インデ
ィアンス ●少年タイガース ●少年野球団ユニバース ●千川少年ベアース ●二小ジャガース ●ファイターズ
●本宿シルバースワローズ ●武蔵野エースハンターズ ●ヤングメッツ ●梧桐スポーツ少年団 ●井之頭サッカ
ーサークル ●大野田サッカークラブ ●境南サッカークラブ ●関前サッカークラブ ●千川サッカークラブ ●

本宿サッカークラブ ●武蔵境FC ●武蔵野一小サッカークラブ ●武蔵野ウイングスサッカークラブ ●ビーズ
●フィオーレ武蔵野FC ●非行のない明るい街づくり武蔵野連絡協議会 ●武蔵野赤十字保育園 ●西久保保育
園 ●精華保育園 ●ふじの実保育園 ●ありんこ保育園 ●武蔵野プチ・クレイシュ ●風の子保育室 ●すみれ保
育室 ●かっぱの家保育所 ●（NPO）保育サービスひまわりママ ●武蔵野市保育園父母連合会 ●武蔵野市保
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育問題協議会 ●さかいの子育て支援を考える会 ●武蔵野市ちびっこレスリングクラブ ●むさしのこどもじ
っけんクラブ ●五小さわやかクラブ ●かがやけ太陽クラブ ●ニ小子どもクラブ父母会 ●わかば子供会 ●東
京都認証保育所風の子保育室紀風会 ●武蔵野Ｋｉｄｓ●東京青少年の環境を守る会 武蔵野支部 ●就学を考える
会 ●第一小ＰＴＡ ●第二小ＰＴＡ ●第三小ＰＴＡ ●第四小ＰＴＡ ●第五小ＰＴＡ ●大野田小ＰＴＡ ●境南小ＰＴＡ ●本
宿小ＰＴＡ ●千川小ＰＴＡ ●井之頭小ＰＴＡ ●関前南小ＰＴＡ ●桜野小ＰＴＡ ●第一中ＰＴＡ ●第二中ＰＴＡ ●第三中
ＰＴＡ ●第四中ＰＴＡ ●第五中ＰＴＡ ●第六中ＰＴＡ ●第一小学校学校施設開放運営委員会 ●第二小学校学校施
設開放運営委員会 ●第三小学校学校施設開放運営委員会 ●第四小学校学校施設開放運営委員会 ●第五小学
校学校施設開放運営委員会 ●大野田小学校学校施設開放運営委員会 ●境南小学校学校施設開放運営委員会
●本宿小学校学校施設開放運営委員会 ●千川小学校学校施設開放運営委員会 ●井之頭小学校学校施設開放運
営委員会 ●関前南小学校学校施設開放運営委員会 ●桜野小学校学校施設開放運営委員会 ●第二中学校学校
施設開放運営委員会 ●第四中学校学校施設開放運営委員会 ●武蔵野市立図書館朗読奉仕の会 ●六実会 ●武
蔵野市文庫連絡会 ●むさしのおはなし語ろう会 ●病児保育室ポポ ●多文化子ども支援ネット

環 境 ・ 市 民 生 活

●銀蹊七期会 ●銀蹊八期会 ●銀蹊九期会 ●銀蹊１０期会 ●銀蹊１１期会 ●銀蹊１２期会 ●銀蹊１３期会 ●銀蹊１４期会
●銀蹊１５期会 ●銀蹊１６期会 ●銀蹊１８期会 ●銀蹊１９期会 ●銀蹊２０期会 ●銀蹊２１期会 ●銀蹊合同会 ●日本ガー
ディアン・エンジェルス 武蔵野支部 ●日本中国留学生研修生援護協会 ●Ｋｉｓｓ●ゆうあいセンター ●日本理
美容福祉協会 ●都市環境標識協会 ●ラグビーフットボールクラブ マンダラ東京 ●CLIPCRAFT ●萬葉学校
●地域生活を創るこげら会議 ●ａｉアカデミア ●サポートネット武蔵野 ●ＳＦ国際交流会 ●高齢者の音楽を考
える会 ●ワーカーズどんぐり ●ＬＥＤ（レッド） ●伝統芸能むさしの我夢之会 ●まちづくり観光機構 ●国産材
●シニアSOHOむさしの ●いっぽ ●出版NPO－本を楽しもう会 ●ウイッシュ・プロジェクト ●むさしのみた
か市民テレビ局 ●武蔵野市民芸術文化協会 ●西原　和総合舞踊研究所 ●むさしのばやし保存会 ●吉祥寺東
コミュニティ協議会 ●本宿コミュニティ協議会 ●吉祥寺南町コミュニティ協議会 ●御殿山コミュニティ協
議会 ●本町コミュニティセンター協議会 ●吉祥寺西コミュニティ協議会 ●吉祥寺北コミュニティ協議会 ●

けやきコミュニティ協議会 ●中央コミュニティ協議会 ●西久保コミュニティ協議会 ●緑町コミュニティ協
議会 ●八幡町コミュニティ協議会 ●関前コミュニティ協議会 ●西部コミュニティ協議会 ●境南コミュニテ
ィ協議会 ●桜堤コミュニティ協議会 ●むさしのヒューマン・ネットワークセンター ●武蔵野市婦人団体連絡
協議会 ●（NPO）ワーカーズどんぐり ●桜楓会武蔵野支部 ●カウンセリング きちじょうじ ●カウンセリング
講座むさしの ●合唱団「わかば」 ●クレヨンジャポネ・武蔵野 ●ザ・ブリテイシュ テイークラブ ●しろかね会
●女性史武蔵野グループ ●新日本婦人の会武蔵野支部 ●生活クラブ・グループ“創”●東京ＹＷＣＡ武蔵野センタ
ー ●（NPO）カラ＝西アフリカ農村自立協力会 ●西村会 ●日本汎太平洋東南アジア婦人協会 ●日本婦人有権
者同盟武蔵野支部 ●ヒューマン・サポート ●婦人民主クラブ（再建）武蔵野支部 ●フローラ・むさしの ●ブラ
ックライトシアター「ひらけ黒ごま」 ●むさしのヒューマン・プラザを進める会 ●武蔵野ブラショフ女性問
題研究会 ●Ｙｕ・ゆう ●らっこの会 ●フロンティア ●コーラスばら ●東京都青少年の環境を守る会武蔵野支
部 ●光和会 ●西久保三谷会 ●緑ヶ丘親睦会 ●プラネ武蔵境 ●白梅会 ●新東亰防災会 ●八幡町防災会 ●緑町
三丁目町会 ●本宿防災会 ●パークタウン自治会 ●中央通り西祥会 ●光和会防災の部 ●吉祥寺南町コミュニ
ティセンター自主防災組織 ●西久保城山会 ●境南地域防災懇談会 ●武蔵野市消防団 ●武蔵野市民防災協会
●武蔵野商工会議所 ●武蔵野市商店会連合会 ●吉祥寺活性化協議会 ●中部地区地域活性化協議会 ●武蔵境商
店会連合会 ●路線商業活性化対策委員会 ●武蔵野市勤労者互助会 ●武蔵野市浴場組合 ●武蔵野市姉妹都市
市民経済交流会 ●武蔵野市農業委員会 ●東京むさし農業協同組合（武蔵野支店、武蔵野地区青壮年部、武蔵
野地区女性部、武蔵野地区果樹組合）●武蔵野市都市農政推進協議会 ●武蔵野市農業経営者クラブ ●武蔵野
市契約野菜組合 ●武蔵野市うど組合 ●武蔵野グリーンクラブ ●双葉農事研究会 ●関前農事研究会 ●農業生産
組合長 ●東京第三友の会吉祥寺方面 ●東都生活協同組合深大寺支部 ●むさしのよつば会 ●モニターみどりの
会 ●むさしのプロジェクト ●武蔵野市消費者運動連絡会 ●コープとうきょう武蔵野市組合員委員会 ●あじさい
の会 ●武蔵野さつきクラブ ●多摩東商品テストＯＢ会 ●きさらぎ会 ●武蔵野市国際交流協会 ●ACTION ●
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Musashino International Club（MIC） ●国際ソロプチミスト武蔵野 ●サイディア・フラハを支える会 ●

ソシア ●ピナトゥボ・友だちの会 ●プロジェクトHOPEジャパン ●むさしのスカーレット ●武蔵野ブラショ
フ市民の会 ●（NPO）武蔵野・多摩環境カウンセラー協議会 ●クリーンむさしのを推進する会 ●武蔵野市ごみ
ゼロ連合会 ●武蔵野クリーンセンター運営協議会 ●生きものばんざいクラブ ●吉祥寺通り花壇の会 ●もり
もり森クラブ ●Ｍ’ｓガーデンみどりの食いしん坊 ●青空会 ●グループタンポポ ●北町花のひろば ●しろがね
公園クリーンクラブ ●てんとう虫の会 ●東町はな・ＢＡＮＡ会 ●武蔵野蘭友会 ●武蔵野市千秋会 ●武蔵野市さ
つき会 ●武蔵野自然塾 ●中央通り西祥会 ●緑のまちづくりレポーター ●武蔵野市体育協会 ●武蔵野市軟式
野球連盟 ●武蔵野市陸上競技協会 ●武蔵野市弓道連盟 ●武蔵野市柔道連盟 ●武蔵野市空手道連盟 ●武蔵野
剣道連盟 ●武蔵野市ソフトテニス連盟 ●武蔵野市卓球連盟 ●武蔵野市バドミントン連盟 ●武蔵野市スキー
連盟 ●武蔵野市水泳連盟 ●武蔵野市釣魚連合会 ●武蔵野市山岳連盟 ●武蔵野市クレー射撃連盟 ●武蔵野市
民謡舞踊連盟 ●武蔵野市バレーボール連盟 ●武蔵野市バスケットボール連盟 ●武蔵野市乗馬連盟 ●武蔵野
市ラジオ体操会連盟 ●武蔵野市ソフトボール協会 ●武蔵野市合気道連盟 ●武蔵野市ゲートボール協会 ●武
蔵野市ソシアルダンス連合会 ●武蔵野市レクリエーション連盟 ●武蔵野市サッカー協会 ●武蔵野市テニス
連盟 ●武蔵野市ライフル射撃協会 ●武蔵野市ボウリング連盟 ●武蔵野市アーチェリー協会 ●武蔵野市イン
ディアカ連盟 ●武蔵野ＴＢＧ連合会 ●武蔵野市ミニテニス連盟 ●武蔵野市ゴルフ連盟 ●武蔵野市体育指導委
員会 ●武蔵野市少年野球連盟 ●武蔵野市ウォーキング協会 ●武蔵野ラグビースクール ●武蔵野市スポーツ
少年団本部 ●古文書資料研究会 ●北町５丁目親交会 ●武蔵野市郷土史会 ●アトリエ桧葉 ●郷土美術館研究会
●武蔵野福寿会 ●コスモス会 ●むさしの歴史散歩の会 ●すみれの会 ●武蔵野市老壮連合会 ●武蔵野市社会教
育を考える会 ●ラタンアート武蔵野 ●あゆみ ●武蔵野史談会 ●歴史サークル ●ダックス ●「クッキングメ
イト」むさしの ●老壮二六期会 ●老壮二七期会 ●老壮二十九期会 ●二八会 ●三一会 ●三六会 ●三九会 ●パッ
チワークＷＡＴＡの会 ●むさしの学遊ゼミ ●話し方教室 ●珊珠会 ●武蔵野ヤングミセスの会 ●ハチハチの会
●西部生涯学習の会 ●武蔵野市図書館友の会 ●平成会 ●ひまわり組 ●紫芳短歌会 ●英語で話そう会 ●むさし
のフォーラム２１●あやめの会 ●３４期会 ●ホワイトベアークラブ ●むさしの歴史の会 ●武蔵野会 ●手話サー
クルむさしの（昼） ●ＭＥＣ英会話サークル ●銀青会 ●みなの会 ●武蔵野郷土民謡保存会 ●サークルつぼみ ●

紅萌会 ●老壮大学４０期会（四十雀の会） ●むさしの浣塾 ●境南歴史の会 ●椎の実会 ●つばき会 ●ボランティ
アきもの藍の会 ●陽風会 ●さくら会　 ●宝山会 ●陽の会 ●憲法を学ぶ会 ●朋紫会 ●武蔵野メンズクッキン
グ ●中国語会話教室 ●みずき会 ●わらべうたの会げっくりかっくり ●むさしの紅会 ●「カウンセリング講
座」むさしの ●芳緑会 ●科の木会 ●中国語会話のサークル ●よつ葉会 ●（NPO）武蔵野多摩環境カウンセラ
ー協議会 ●七七美会 ●武蔵野山野草研究会 ●螢の会 ●老壮五十期会 ●わかなの会 ●武蔵野憲法ゼミナール
●五一会 ●武蔵野市新生活運動連絡協議会 ●望種会 ●ゆとりえの会 ●手話サークルむさしの（夜） ●老壮５２
期会 ●ボヌール ●いつみ会 ●のりのりクラブ ●武蔵野落語鑑賞愛好会 ●岡村の会 ●二千年会 ●武蔵野ゴー・
ゴー会 ●２１世紀会 ●新世紀会 ●紫縁（ゆかり）会 ●５９会 ●６１会 ●アロマの会 ●西和会 ●華の会 ●たかの会
鼓笛隊 Blue Hawksマーチングバンド ●日本空手道尚武会 ●あひるの会 ●武蔵野ジュニアウインドアンサ
ンブル ●桜野クラブ ●境場所の会 ●はっぱやま ●市民会館と地域をつなぐ会「ジモッピーＮ」 ●ひなたぼっ
こ ●アトムの会 ●たんぽぽ父母会 ●ドラみキッズ ●すずめのおうち ●むさしの三曲協会 ●武蔵野市華道連
盟 ●武蔵野市茶道連盟 ●秋津書道会 ●写真集団むさしの ●武蔵野ギター ●合唱集団「並木」 ●武蔵野市吟詠
連盟 ●みどり会 ●むさしのソシアルダンスの会 ●武蔵野市俳句連盟 ●スミレダンスサークル ●境書の会 ●

武蔵野市民合唱団 ●むさしの美の会 ●武蔵野マジシャンズクラブ ●アンダンテの会 ●武蔵野市民交響楽団
●なが月会 ●ダンス青友会 ●宏方会武蔵野吟詠部 ●武蔵野川柳会 ●コール・メイ ●スピンラドル ●武蔵野市
謡曲連盟 ●アトリエ独歩の森 ●桜堤バレエサークル ●劇団 新芸座 ●境栄会 ●全日写連写団むさしの支部 ●

ステップ武蔵野 ●さえずり会 ●日本リアリズム写真集団 武蔵野支部 ●ＮＢＤ吹奏楽団 ●武蔵野合唱団 ●双藤
会 ●やはた会 ●じゅるびあん ●人形劇サークル グー・チョキ・パー ●武蔵野邦楽合奏団 ●折紙同好会芙蓉会
●カメラータむさしの ●書道六月会 ●陶芸月曜会 ●むさしの美術文化の会 ●混声合唱団コール・クライス ●

アンサンブルコスモス ●つぼみの会 ●瑠璃の会 ●日謡会 ●アトリエオアシス ●武蔵野市短歌愛好会 ●レイ
ンボー・カメラ・クラブ ●アトリエ櫂 ●欅・カメラ・クラブ ●平成社交ダンスサークル ●みゆき創作粘土サー
クル ●アンサンブル・リヴィエール ●欅ミュージック・サークル ●絵画サークルひこばえ ●木曜ダンスの会



●武蔵野短歌会「火の会」 ●ライラックの会 ●西光会 ●三精会 ●絵手紙れもんの会 ●グループファインアー
ト ●花工房押し花絵 ●彩の会 ●オアシスの会 ●吟詠芳凰流芳凰会 ●コールエコー ●ダンス研究会 ●萠の会
●桜の会 ●歌の会「銀鈴」 ●女声合唱団麦の穂 ●四季の会 ●吉祥寺フィルハーモニー オーケストラ ●社交ダ
ンスかきつばた ●武蔵野水彩画会 ●池ノ坊生け花幽翠会 ●邦楽ぐるーぷ筝和 ●陶芸サークル“ＧＯＳ”●画樂多
会 ●アトリエ・コスモ ●武蔵野北高校ＯＢ吹奏楽団 ●朋友琴の会 ●東欧音楽研究会 ●天山会 ●コール・ツァル
ト ●陶水会 ●レディースハープ ●俳句同好会花みずきの会 ●クール・ホワイエ ●ぱあぱ ●武蔵野民話保存会
●ダームジョワイユーズ ●むさしの琴の会 ●絵手紙あゆみ ●女声合唱団 ドルチェ ●太鼓サークルSOH ●ひ
めしゃら ●初美会 ●武蔵野室内合奏団 ●アトリエ虹 ●フラの会 ●武蔵野太鼓 ●プレイバックハローズ武蔵
野支部 ●NUTCRACKER ●東京吉祥寺ブライトジャズオーケストラ ●けやきゴスペラーズ ●武蔵野写真教
室 ●白百合バドミントンクラブ ●武蔵野フォークダンス同好会 ●若葉バトミントンクラブ ●かとれあ会 ●

フライディ ●居合道武蔵野剣修会 ●コミュニティテニスクラブ ●ホームヨーガむさしの会 ●バラの会 ●

A.J.Tバレーサークル ●S.B.C（境バトミントンサークル） ●武蔵野ロビンズ ●境ヨガ同好会 ●E.J．
DANCE SOCIETY ●フラワーフォークダンス同好会 ●ＯＡＫ●ＭＭ卓球サークル ●一歩山の会 ●むさしの
境南 ●日曜の会 ●光和会テニスクラブ ●武蔵野市太極拳連盟 ●新生会テニスサークル ●黄色いさくらんぼ
の会 ●太極拳白鶴会 ●本宿フォークダンス・サークル ●ＵＦ３インディアカ同好会 ●スマイルレクリエーショ
ンダンスサークル ●武蔵野たんぽぽ ●緑町クラブ ●むさしの健康体操 ●ＭＩＣＫＹ●羽の会 ●ウエストフォー
クダンスサークル ●気功好好会 ●少林気功会 ●トーテム ●ダンシングハート武蔵野 ●有為の会 ●関前サッ
カークラブ（大人） ●サークルジャム ●むさしの山の会 ●むさしの岳友会 ●ＭＡＸ●楽しい仲間の会 ●Ｆ.Ｃ.バ
ッカス ●ぐるーぷハーモニー ●レッド・ロビンス ●蹊クラブ ●リフレッシュ体操 ●新生会フォークダンスサ
ークル（ひばり会） ●境ミニテニスサークル ●北禅拳法研究会 ●F.C.アリーテ ●N.B.Scratch ●社交ダンス
ダンシング ●なでしこ会 ●白百合会 ●ひまわり会 ●東京女性問題協議会武蔵野支部 ●武蔵野心身障害者（児）
を持つ親の会・山彦の会 ●手編み同好会 ●西武断酒会 ●さかい歌謡クラブ ●（財）ラボ国際交流センター ●

（社）倫理研究所武蔵野地区 ●新日本婦人の会武蔵野支部 ひばり班 ●西久保一丁目町会 ●武蔵野よい映画を
みる会 ●武蔵野ヒッポファミリークラブ ●桜堤モータースクラブ ●武蔵野コントラクトブリッジ同好会 ●

武蔵野商業活性化研究会 ●障害者のスポーツを考える父母会 ●むさしの・ごみを考える会 ●はづき’９４●ふる
さと武蔵野西久保を考える会 ●おはなしメルヘン ●朗読ＭＥＧＵの会 ●むさしのＦＭ市民の会 ●災害助け合い
の会光和会 ●武蔵野けんだまクラブ ●ドルフィン ●むさしの自由学校 ●還暦野球むさしのシルバーズ ●武
蔵野M.B.C ●武蔵野バレーボールサークル ●武蔵野スキークラブ ●武蔵野セパタクロークラブ ●フェニッ
クス ●ＦＣ．リミテ ●＠IＱ会 ●子育てママの会 ●水中運動 歩 ●リビォーナックバレエアカデミー ●サンク
ラブ ●ＦC☆ムサシ ●吉田家 ●ティアックバドミントン部 ●ソレイユ ●中国気功太極拳同好会 ●スタジオ
YOU ●武蔵野チョイング ●オール武蔵野クラブ ●日本永年楊式太極拳研究会 ●恵卓球親睦会 ●Ｒ・マスター
ズ ●SONICバレーボール同好会 ●PINCIANO ●木馬会 ●FCキダム ●桜野トリムの会 ●Ｎi-ｋe（ニーケ） ●

武蔵野市武術太極拳連盟

都 市 基 盤

●境南地域社協福祉のまちづくり実行委員会 ●御殿山通りを考える会 ●西久保まちづくり協議会 ●市民まち
づくり会議 ●吉祥寺東部地区街づくり協議会 ●吉祥寺北口駅前共同ビル建設促進協議会 ●武蔵境駅舎・広
場・街づくり協議会 ●吉祥寺駅周辺自転車等適正利用懇談会 ●三鷹駅周辺自転車等適正利用懇談会 ●武蔵境
駅周辺自転車等適正利用懇談会 ●武蔵野市交通安全協会 ●吉祥寺駅周辺交通問題協議会 ●武蔵野アパート
自治会 ●武蔵野緑町二丁目第二アパート自治会 ●桜堤団地自治会 ●武蔵野緑町パークタウン自治会

行 ・ 財 政

●武蔵野市たばこ税増収対策協議会 ●武蔵野市納税貯蓄組合連合会 ●武蔵野市明るい選挙推進協議会 ●武蔵
野市職員労働組合 ●青色友の会

※上記の他、当日ご参加いただいた団体が多数ありました。
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