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施 政 方 針 

 

 去る 10月１日に行われました武蔵野市長選挙におきまして、市民の皆様より

第６代、そして武蔵野市初の女性市長としてご信任いただきました。市民と市

政の発展のために全力を注いでまいる所存です。 

 市長就任後初の市議会定例会の冒頭におきまして、今後の４年間の市政運営

にあたり、私の所信を施政方針として申し述べさせていただき、市議会議員各

位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 

本年、武蔵野市は市制施行 70 周年を迎えることができました。去る 11 月３

日には、市民や議員の皆様にもご臨席いただき、記念式典を挙行いたしました。

先人たちの努力と健全な財政運営によって、武蔵野市は様々な先進的な施策を

行い、住みたいまちとしての評価を得ております。これからも、市民自治をさ

らに発展させ、「誰もが住み続けられるまち武蔵野」の実現を目指してまいりま

す。 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで残り 1,000日を切りま

した。2019年にはラグビーワールドカップが、2021年にはワールドマスターズ

ゲームズが日本で開催されます。連続でこれだけの世界的なスポーツ大会が一

国で開催されることは初めてで、2019年から 2021年の３年間はゴールデン・ス

ポーツイヤーズとも呼ばれています。世界中から多くの外国人が訪れるこの機

会に、スポーツのみならず様々な取り組みを行ってまいります。 
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Ⅰ 重要課題 

 

 武蔵野市が直面している重要課題は、大きく分けて二つあると考えます。 

一つは少子高齢社会への対応です。少子高齢社会は、日本全体が直面してい

る課題です。平成 27年国勢調査によると、日本の人口は初めて減少に転じまし

た。日本の人口が向かう先は、出生数の減少だけではなく、社会の担い手であ

る勤労世代が高齢化し、結果として高齢者人口の増加と生産年齢人口の減少を

招く、というものです。人口が多い団塊世代の全員が 75歳以上になり、社会保

障給付費の膨張や、現状の医療と介護の制度では医療機関や介護施設が不足す

る、いわゆる「2025 年問題」も懸念されています。武蔵野市の人口推計では、

人口は当面は微増傾向にありますが、人口構成に占める高齢者人口の割合は上

昇していくことが予測されています。また、私はこの４年間で市内の約２万軒

のお宅を訪問し、お話を伺ってきました。その中で見えてきたことは、若い世

代から高齢の方々まで、幅広い世代の方々が様々な困難や不安を抱えていると

いうことです。子どもを育てながら、親の介護の不安を抱えるという、いわゆ

るダブルケアも決して特別なものではありません。 

また、ここ数年、武蔵野市の出生数は増え、合計特殊出生率も微増していま

すが、将来を見据えて対策を講じなければなりません。もちろん少子化対策は

国全体で取り組む必要がありますが、基礎自治体として保育園の待機児童ゼロ

の実現や、妊娠期からの切れ目のない支援などを着実に実施する必要がありま

す。 

誰もが安心して子育てができる子育て支援策とともに、年を重ねても住み慣

れた地域で安心して住み続けることができる超高齢社会対策が課題です。弱い

立場の人でも生きやすい社会は、誰もが生きやすい社会です。また、子育てが
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終わった世代や元気な高齢者が、知識や経験を活かして地域で活躍できる場の

創出も必要です。 

二つ目は、老朽化したインフラ整備への取り組みです。 

本年、武蔵野市は市制施行 70周年を迎えましたが、小中学校やコミュニティ

センターなどの公共施設の建設や、道路・上下水道の整備など、早くから都市

基盤整備が進められました。まちの利便性を高めたことで、人口が増加し、住

みたいまちとしての高い評価をいただけることになりましたが、一方でそれら

の施設が老朽化し、更新の時期を迎えようとしています。施設の老朽化対策は、

安全や防災の面でも必要不可欠なものです。震災などで、生活の基盤となる施

設が被害を受けると、市民生活そのものの復旧に時間がかかることになります。

耐震対策を施すことで、震災の被害を少しでも軽減する必要があります。公共

施設や都市基盤のインフラの更新は、今後の市政運営上の重要課題です。時代

のニーズを捉え、さらに魅力的なまちづくりへ向けて、計画的に進めてまいり

ます。 

水道事業については、将来にわたって、平時のみならず災害時や事故発生時

においても安定して供給できるよう、都営水道一元化の早期実現を目指してま

いります。 

 

 

Ⅱ 基本姿勢 

 

 市政運営における基本姿勢は対話です。多様性を活かし、違いも認め合い、

対話と議論を重ねて、市政運営に取り組む所存です。武蔵野市の市民力は至る

所に発揮されています。これは長い年月をかけて、市民参加が息づいてきたま
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ちであり、市民自らが、わがまち武蔵野を自らの手で作り上げていこうと行動

しているからであると思います。私自身これまでも、多くの市民の皆様のご意

見を伺ってまいりましたが、これまで以上に市民の皆様の多様な声に耳を傾け

てまいります。職員にもチーム武蔵野として一体となって市政運営に取り組む

よう、市民の目線に立って、市民の声をこれまで以上に聴くことを求めてまい

ります。武蔵野市には、みんなで力を合わせて解決しなければならない課題が

あります。考え方や立場の違いを踏まえ、また個々の意思を尊重した上で、課

題解決のために市民や議会の皆様そして職員とともに、対話を重ねて議論を行

い解決に向けて取り組む所存です。 

 そのためには、誰もがわかりやすい市政情報の発信を進めて、来年度から着

手する予定の第六期長期計画の策定や吉祥寺グランドデザインの改定など、市

民の皆様に積極的にご参加いただけるように取り組み、より一層市民参加を進

めてまいります。 

また、「市民自治のまち武蔵野」を実現するためにも、自治基本条例の制定に

力を尽くしてまいります。現在、自治基本条例（仮称）に関する懇談会が設置

されておりますので、そこでの議論を見守りつつ、市政運営の最高規範ともい

える自治基本条例を制定し、より開かれた市政運営と市民参加の一層の推進を

図ってまいります。 

自治基本条例には、議会の皆様とも十分協議を行いながら議会の役割も明記

すべきと考えます。改めて申し上げるまでもなく、地方自治制度は二元代表制

であり、行政の長と議員は、それぞれ住民の直接選挙で選ばれています。お互

いに住民の代表として、建設的で前向きな議論を交わし、互いに切磋琢磨しな

がらよりよい武蔵野市を築いてまいりたいと思います。 
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Ⅲ 基本政策 

 

１ 子ども子育て応援宣言のまち 

私は、「子ども子育て応援宣言のまち」をスローガンに掲げて、市長選挙に挑

みました。子どもにとって住みやすいまちは、誰にとっても住みやすいまちに

なるという思いがあります。子育て世代の皆様が、積極的に武蔵野市をお選び

いただけるような、子育てするなら武蔵野市と評価いただけるような、これま

で以上に子育てしやすいまちにしてまいります。そのためにも、保育園の待機

児童ゼロを２年以内に実現してまいります。昨年から今年にかけて、開園を予

定していた保育園が、建設までに至らない事態が起きたことは、大変残念に思

います。子育てと仕事の両立、子育てと介護の両立が当たり前のようにできる、

ひとにやさしい武蔵野市を実現していくため、そして子どもの命を守り、健や

かな育ちを支えていくためにも、近隣の皆様のご理解を得ながら保育園開設を

進めてまいります。保育園開設や子育て支援は、子どもを育てている保護者の

ためだけでは決してなく、社会全体にとっても未来への投資であるとの理解を

求めていくため、対話や議論を尽くして、丁寧な対応を行っていきたいと思い

ます。私自身、わが子を産んだ時は現職の都議会議員でした。都議会議員とし

て初めて任期中に妊娠し出産しました。出産後 46日で開設されたばかりの認証

保育所に入ることができ、仕事復帰を果たしました。妊娠中から保育園探しを

行い、空きはあるだろうか、保育園に入れるだろうかと、先の見えない不安に

胸が押しつぶされそうにもなりました。妊娠・出産という、幸福なはずのひと

ときを保育園探しに奔走しなければならない現実を変えたいと、自らの経験か

らも強く思いました。育児休暇を希望する場合にはしっかり育児休暇を取得し

て、生まれた子どもとの時間を充分に取ることができ、その後、希望する保育
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施設に入所して質の高い保育が受けられる、そんな子育てしやすいまちにして

いきたいと考えます。 

 また、「子ども子育て応援宣言のまち」として、幼稚園の入園料補助金の増額

や、子どもの医療費を 18歳まで無料化することを国や東京都へ働きかけるとと

もに、市としても調査研究を行い、実現に向けて取り組んでまいります。 

小中一貫教育については現在、教育委員会において検討委員会を設置し、小

中一貫教育と小中別教育との多角的な比較を行い、それを踏まえた小中一貫教

育の実施の是非について検討しています。幅広い年代の多くの市民の皆様の声

に耳を傾け、議論が深化していくことを期待しています。学校設置者である地

方自治体の長として、議論の行方を見守るとともに、施設整備の観点からも意

見を述べ、市の方向を定めてまいります。 

また、児童生徒数増加に対応して学校給食施設の整備を進め、あわせて食育

も推進してまいります。学校施設の更新など教育環境を向上させ、武蔵野市の

公立学校の質をさらに高めてまいります。 

 

２ 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまち 

「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまち」の実現に向けて、高齢者

や障がい者への支援を進めてまいります。一人暮らし高齢者への見守り体制の

強化をはじめ、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）

を推進することにより、医療と介護を連携して受けることができる支援体制を

強化し、また、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して住み続けることが

できるよう、市内初の障害者支援施設の建設を着実に進めるほか、グループホ

ームの新設などを進めてまいります。 

武蔵野市は、早くから福祉都市を標榜してまいりました。すべての市民が、
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年を重ねても、一人になっても、本人の意思に基づき、安心して住み慣れた地

域で住み続けることができるよう、保健・医療・福祉・教育など、地域生活に

関わるあらゆる組織、人による連携した継続的、体系的な支援に、これまで以

上に力を入れて取り組んでまいります。現在策定中の高齢者、障害者、健康推

進、地域福祉などの各個別計画と健康福祉総合計画については、中間のまとめ

の段階で、パブリックコメントや市民意見交換会を実施し、市民の皆様からの

ご意見を反映して計画策定を進めてまいります。 

 

３ 個性かがやく活力あるまち 

武蔵野市には、古くから数多くの漫画家などのクリエーターが在住していま

す。アニメーションスタジオや制作スタジオも数多くあり、サブカルチャーの

発信地として創造性の高い活動を行っています。平成 11年から行われている「吉

祥寺アニメワンダーランド」は、在住クリエーターの方々、地元商工業者、ア

ニメーションスタジオなどが中心となって運営されています。こうした事業者

は吉祥寺のみならず、武蔵境や中央エリアでも活動しています。また、アニメ

や漫画などのコンテンツは、文化、産業、教育、観光など幅広い分野にわたっ

て活用が可能です。市民の皆様や事業者の皆様からご意見をいただきながら、

コンテンツ産業を振興し、近隣自治体や友好都市などを含めたコンテンツ事業

者の横のつながりを支援し、武蔵野市の地場産業として発展させたいと考えま

す。そして、武蔵野発の魅力あるコンテンツで、さらなるまちのブランドイメ

ージ向上を図ります。 

市内には、成長を続けている個性豊かな企業も多くあります。そうした注目

されている企業の皆様とも連携して、市内全体の経済活性化を図っていきたい

と考えます。また、現在、亜細亜大学と連携し、市内の産業実態調査を実施し
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ています。今回の調査を通して市内産業の現状を把握し、来年度に予定してい

る産業振興計画改定の過程の中で、企業誘致なども視野に入れた新たな産業政

策の方向を議論していきたいと考えます。 

また、貴重な都市農地の保全を図り、市内産野菜を学校給食や市内レストラ

ンなどで活用し、地産地消の取り組みを進めます。 

 

４ より進んだ市民参加に挑戦するまち 

来年度から第六期長期計画の策定が始まります。武蔵野市方式とも言われる

策定方法を継承しつつ、多くの市民参加でつくってまいります。公募委員を中

心とする市民会議の設置はもとより、策定した計画による施策について、市民

参加も含めた評価の在り方を検討し、市民自治による計画行政をさらに発展さ

せてまいります。 

市民参加の基本は、コミュニティでのまちづくりへの活動です。また、まち

にとっての最大の財産は「市民」です。武蔵野市の豊かで多様性のある「市民

力」がしっかりと活かされるよう、市民参加や参画、協働の取り組みを進めな

ければなりません。昭和 46年に策定された第一期長期計画でコミュニティ構想

が掲げられ、以来市政運営の基本理念とされてきました。時代とともに、取り

巻く社会経済状況や、地域社会も大きく変化している中、全世代が活躍できる

コミュニティを目指し、新たなコミュニティ構想に向け、議論を重ねてまいり

ます。 

 

５ 歩いて楽しいまち、安全なまち 

道路を拡幅して歩行者空間や自転車通行スペースを確保する、車道を縮小し

て歩道を拡幅するなど、今ある道路を維持改修しつつ、歩行者を重視した安全
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な歩行空間づくりを進めるとともに、電線類等の地中化の推進や、自転車が安

全で快適に通行できる自転車走行空間の整備を進めます。あわせて、自転車が

関与する事故を減少させるため、警察や関係者と連携を図りながら地域ぐるみ

で安全・安心なまちづくりを進めます。また、街路灯のＬＥＤ化による照度ア

ップにより、道路の安全・安心の向上を図るとともに、二酸化炭素排出量の削

減による環境負荷の軽減を図ります。 

歩いて楽しいまちにするためにも路上喫煙対策を進めます。また、これまで

は、主に吸い殻ポイ捨て防止といった清掃やごみ対策の観点から対策を行って

きましたが、オリンピック・パラリンピックなどを控え、受動喫煙防止という

健康への配慮へと基軸を移しながら対策を進めます。 

美しい街並み、周辺環境と調和した街並みを創出するため、景観まちづくり

の取り組みを進め、市民、事業者など、景観に対する意識を醸成させてまいり

ます。 

駅周辺のまちづくりでは、三鷹駅北口のまちづくりを、補助幹線道路の完成

を踏まえた新たな交通体系を基本に進めてまいります。 

武蔵境については、南北一体のまちづくりが実現しました。今後は、オリン

ピック・パラリンピックなどを見据え、南口駅前広場の全面的なバリアフリー

化による安全・安心な広場空間の創出や、あわせて周辺道路の整備を行います。 

また、吉祥寺は住みたい街ランキングの上位に位置づけられている人気のエ

リアですが、駅周辺を中心とした交通環境の改善が課題となっています。駅南

口のパークロードの頻繁なバス往来による危険な歩行者環境を改善し、歩行者

優先化を図るため、南口駅前広場の整備を進めるとともに、老朽化の進んだ武

蔵野公会堂の建て替えなど、吉祥寺の新たな魅力の創出に向けた議論を進めて

まいります。 
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昨今、社会問題化している空き家等については、集合住宅を含め管理不全等

の対応や予防の対策を進めるとともに、住宅ストックとしての利用を検討し、

その有効活用について各専門団体と連携して進めてまいります。 

現在、工事が進められている外郭環状道路については、安全や環境への十分

な対応や適時適切な情報提供を引き続き国などの事業者に要請してまいります。

また、外郭環状道路地上部街路（外環の２）については、地域住民の意見を十

分に尊重するとともに、沿線区市との連携などを図り、東京都に対して対応を

求めてまいります。 

首都直下地震は 30年以内に 70％の確率で発生すると予測されており、建物の

耐震化を引き続き進めていく必要があります。また、災害発生時には市民一人

ひとりの自助や市民同士の共助の力が大切です。新たな自主防災組織の設立支

援や担い手の育成など、地域の防災力のさらなる向上に努めます。 

 

６ 平和と文化を創るまち 

先日発表された世界経済フォーラムの 2017年版男女格差報告書によると、残

念ながら我が国の総合評価は、144か国中 114位となり、昨年からも順位を落と

しています。市においても積極的に男女平等施策を推進する必要があります。

男女平等推進条例に基づき、すべての人が、性別等に関わりなく、互いの人権

と能力を尊重しあい、自分らしい生き方ができるまちづくりを進めるとともに、

セクハラやマタハラなどのハラスメント防止にも積極的に取り組みます。 

また、多様性を認め合うことは、新たな活力を生み出すと考えます。そのよ

うな社会の実現に向けて、性的少数者（LGBT）への理解を進め、パートナーシ

ップ証明書の発行を検討いたします。 

心の豊かさや創造性をはぐくみ、都市の魅力を高める文化については、来年
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度に文化振興基本方針(仮称)を策定いたします。文化の視点を様々な事業に活

かしていくとともに、多くの市民や事業者の協力を得ながら、文化をまちづく

りにつなげてまいります。また、質の高い芸術文化の創造・発信・活動の支援

のみならず、従来文化面がそれほど強調されていなかった分野にも注目し、コ

ンテンツ文化や食文化などの発展につとめ、文化芸術創造都市を目指します。 

 東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで３年を切りました。本

市は大会の会場市ではありませんが、東京の構成自治体として、大会の成功に

向けて積極的に活動してまいります。ラグビーワールドカップ 2019日本大会も

含めた公認キャンプや事前キャンプの誘致にも取り組み、これを契機に市民ス

ポーツや市民文化の醸成、ユニバーサルなまちづくりを目指します。またホス

トタウンとして登録したルーマニアとは、ブラショフ市とのこれまでの交流の

実績も踏まえ、さらなるスポーツ・文化の交流を進めてまいります。 

戦後 72年を経た今、戦争を体験した世代が減少し、戦争を知らない戦後生ま

れの割合が国の総人口の８割を超える中で、過去の戦争の悲惨な記憶は風化し

つつあります。次世代に平和への想いや戦争の悲惨さを語り継いでいくため、

11 月 24 日の武蔵野市平和の日を中心にしたイベントの実施や、夏季平和事業、

長崎市への青少年平和交流団の派遣など、国内外に平和の大切さを発信してま

いります。これからも市民とともに平和の尊さ、戦争の悲惨さを伝えていく活

動を行い、国民主権、平和主義と基本的人権の尊重を定めた日本国憲法を大切

にする取り組みを進めます。 

 

７ 脱原発、緑あふれるまち 

 新しいクリーンセンターが建設、稼働に至るまでは、周辺の皆様の深いご理

解と市民参加による議論の積み重ねがありました。その議論の過程で提案され
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た環境啓発施設であるエコプラザについては、現在市民会議を設置してその機

能や運営について検討を行っていますが、今後多くの市民の皆様の議論をもと

に施設の在り方などを決定してまいります。 

 昭和 48年に武蔵野市民緑の憲章が制定され、緑を市民みんなの財産として大

切にしてきた歴史があります。緑を守り、豊かにしていく取り組みについては、

ボランティアの活動を促進するとともに、これまでどおり重要課題の一つとし

て取り組んでまいります。 

 また、省エネを進め再生可能エネルギーを増やし、原発に頼らない社会を目

指します。 

  

８ 健全財政を市民のために活かすまち 

武蔵野市の財政は健全性を維持していますが、生産年齢人口の減少に伴う税

収減などにより、財政運営は中長期的には厳しくなると予測されています。小

中学校の校舎や下水道施設など、中長期にわたる公共施設や都市基盤の再整備

は大きな課題ですが、公共施設等総合管理計画に沿って類型別個別施設整備計

画を作り、着実に実行してまいります。 

行財政改革は、これまでどおり、事務事業の見直しや補助金の見直しなど着

実に行ってまいりますが、行政改革それ自体が目的ではなく、市民の福祉の向

上、武蔵野市の持続的発展を図ることを目的として取り組んでまいります。 
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Ⅳ 結び 

 

私は、市民の皆様からご信任いただきました重責を担うべく、そのご期待に

応えることに全力を尽くしてまいりたいと存じます。職員の先頭に立って、チ

ーム武蔵野として、課題や難題を先送りせず、解決に向けた努力を惜しむこと

なく市民の皆様のために自治体経営を全力で行ってまいります。 

その結果、住民福祉の向上、さらに水準の高い行政サービスを展開していく

ことで、住みたいまちとして評価の高い武蔵野市を、「住んで良かった」「さら

に住み続けたい」と実感していただけるよう、市民の皆様とともにまちづくり

を推進してまいります。 

 


