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公共施設の老朽化が進み、建替えには多額の費用が
必要になってきます。少子高齢化が進む中、地域の課
題やその解決方法について、市民の皆様と一緒に考え
アイデアをご提案いただく「公共施設のあり方ワーク
ショップ（全４回）」を開催しています。このワークショッ
プ内容や雰囲気を参加者のみならず、市民の皆様に
発信していくため、かわらばんを創刊しました。 

東部（吉祥寺）地区、中央地区、西部（武蔵境）地区の全地区が集い、最
終回のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを行いました。最終回では、多数の一般の傍聴者も参加
のもと、ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ形式で、各ｸﾞﾙｰﾌﾟが作成した提案ﾎﾟｽﾀｰをﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
参加の市民自ら発表しあい、市民間で活発な意見交換がなされました。 

順位 提案 

第１位 
公会堂を“きちじょうじプレイス”に！ 

（東部地区２グループ） 

第２位 
知る⇒わかる⇒つながる 

（西部地区２グループ） 

第３位 
武蔵野コンシェルジュ 

（中央地区１グループ） 

日時 1月19日（土）午後13時〜15時10分 
会場 ｽｲﾝｸﾞｽｶｲﾙｰﾑ / 参加者 68人 

各提案ﾎﾟｽﾀｰの「いいね！」と思ったことをふせんに書きだして、ﾎﾟｽﾀｰに貼り
ました。会の最後に、「実現してほしい！」提案の投票を行いました。 

投票結果 

みんなからのコメント 

讃岐先生コメント 

・プレゼンテーションがとても美しく表示が上手。温かみを感じる。 
・子どもと一緒に来るのを楽しみにしています。 

・文化度も高いので、武蔵野プレイスを超えるきちじょうじプレイ
スを期待します。 
・木造で複合施設。クラウドファンディングの可能性がすてきです。 
・目的がなくても立ち寄りたくなるコンセプトすてきです。 
・全てに同意！！全部ほしいです！ 

三鷹市も含め、「吉祥寺」。そんなメッセージが見える（感じら
れる）素晴らしい提案だと思います。 

2ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

東部地区 

かわらばんは市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載しています。 



1グループ 

東部（吉祥寺）地区 提案ﾎﾟｽﾀｰ・ｺﾒﾝﾄ 

東部地区 

みんなからのコメント 

・つくれば長いおつきあいになるので、利益を生むア
イディアよい。 

・アイディアがいっぱいですごい。駅前のごちゃご
ちゃ対策の具体案good 

・「ペデストリアンデッキ」「公会堂にプールを」できた
ら夢のようです！ 
・GOOD専門的アイデア 

・コスト意識がしっかりしていてすごい。有料利用の
考えもいいと思います。 
・発想がおもしろい。 
 

讃岐先生コメント 

ペデストリアンデッキの使い途が
たくさん考えられそう！ 

3グループ 
東部地区 

みんなからのコメント 

・公会堂のリノベーションは吉祥寺の肝！PPP、ネー

ミングライツを活用して再開発をすべきです！大賛
成です！ 

・公会堂だけでなく地域全体を考えているのがよい
と思いました。 
・緑が入っていこいと安らぎが入ってよい。 

・吉祥寺らしさって何だろうかと考える良いきっかけ
になりました。駅前（主に南口）の交通弱者対策は
特に大切と思いました。 
 

讃岐先生コメント 

民間の活力、市民の力、地域の資源
⇒こういった大事な指摘をいただけて、
素晴らしい！ 



5グループ 

4グループ 
東部地区 

みんなからのコメント 
・公共施設があることで安心・安全のまちにできる。
新しい気づきでとてもいい視点だと思います。 

・環境浄化運動の歴史を踏まえた具体的な提案に
大賛成です！ 

・駅周辺の市有地を統合し複合施設を作る。大賛成
です。 

・確かに南口のバス停、バス降り場を歩くのがこわ
いので、ロータリーをつくってほしい！！歩車分離 

・保育園の複合化！！ぜひぜひしてほしいですねー
^_^ 
・武蔵野の湧水を活用してビオトープ、すてきですね。 

讃岐先生コメント 
「建物」だけでなく、「地域的に」
かつ「交通」も考えている点が
Good！ 

5グループ 
東部地区 

みんなからのコメント 
・新公会堂のイメージ、収入源も確保され、市民の
ためのスペースもあり賛成です。 
・「住みたいまち」→「住み続けたいまち」にしたいで
すね。 

・井の頭公園との相乗効果で複合施設の利用を向
上させる案はよいと思います。現状分析がよくでき
ています。 
・民間活用賛同します！ 

・市民が望んでいることなのでぜひ実現してほしい。
絵が分かりやすい。 
・続けたいまち。住民にとって 
 

讃岐先生コメント 
建物の中身に加えて、「資金」のことも
きちんと議論できていますね。 



2グループ 

中央地区 提案ﾎﾟｽﾀｰ・ｺﾒﾝﾄ 

1グループ 
中央地区 

・コストを意識したアイデアが良いと思います。 

・良案です。コンシェルジュ感じの良い応対で利用者
が安心して登録できるように。 

・住民目線からの問題発見から解決策を提案してい
て良かった。実現性もあり、とても良いアイデア！！ 
・絵がかわいくてわかり易い。 
・Webの活用大事だと思います。ただ、一律にできな

い事（施設）もあり難しい部分も。でも改善点はたくさ
んあると思う。 
 

みんなからのコメント 

讃岐先生コメント 

「身近なところから」「できるところ
から」実践のスタートとしてとても
実現性が高いと思います。 

2グループ 
中央地区 

みんなからのコメント 

・中央地区は資源が一番充実していると思う。それ
らをマッチングして更に活性化しようという点が良
かった。 
・オリパラスポーツプチ体験やってほしい。 

・ハコモノの提案ではないことが他の班とちがってす
てきです。 
・多年代が一緒に仕事するのいいと思います。 
・「中央公園の中にカフェを」グッドアイデア！ 

・絵がかわいい。クラシックの野外コンサートいいで
すね～。武蔵野交響楽団とコラボはどうですか？ 

讃岐先生コメント 
「できるところから」という基本的な、大
事な、発想は、市にとってもとても心強
いと思います。 



3グループ 
中央地区 

4グループ 
中央地区 

・公民のカベをなくすいいアイディアですね！ 

・マッチングのための場があるのは良いアイディアで
すネ。 
・明るい未来を感じる内容だと思いました。 

・企業マッチング、人材活用は必要！！すごく良い
です。 
・施設をしぼって活用法がよくねられている。 

・芸能劇場は場所が良く、もっと多様化させ利用度
が上がると良いと思います。 
 

みんなからのコメント 

讃岐先生コメント 
「やりたい人」をきちんと拾い上
げることが可能な「コーディネー
ト」機能の提案。カッコ良い！！ 

・将来の少子化を見すえて、学校をうまく活用（コミセ
ンとの複合）するアイデアが良い。 
・施設をつなぐことは大切だと思います。 
・世代間交流に賛成。 

・学校の複合利用を市と市民で協力できたら、そし
て実現できたらすてきです。 

・「中学校」というのがとてもいいと思います。中学生
こそ、地域のいろいろなおとなとふれあうと人生観変
わるので。 
 

みんなからのコメント 

讃岐先生コメント 

コミセンと学校の連携、ひいては複
合化にまで具体化できている点が
Good 



西部（武蔵境）地区 提案ﾎﾟｽﾀｰ・ｺﾒﾝﾄ 

5グループ 
中央地区 

・武蔵野の良さを次世代へ伝えるのは大切だと思いま
す。 

・自然環境に着目しているところ、人としての成長を考え
ているところがいいですね。 
・キッズティーチャー大賛成！ 
・こどものための公共施設のあり方を考えることが大事。 

・地域の人材育成が続いていく仕組みづくりができたら
いいですね。 

・「生き物カメラマンになろう、独歩の森でカブトムシをと
ろう、玉川上水を散歩しよう」全部本当に企画したいで
すね。素晴らしいと思いました。 

みんなからのコメント 

讃岐先生コメント 
「公共施設」でつい忘れがちな
「子供」視点がある点がGood！ 

1グループ 
西部地区 

・ポイント制は時代に沿っている。地域貢献とマッチする
のは面白い！ 

・中高生や大学生が主体になることが大切！ぜひ実現
したい。 
・施設→用途ではなく、用途→施設・場所という見つけ方
ができるのがいいと思います。 

・公共施設だけでなく民間施設を活用してという視点が
良いと思います。 

・地域発の実行委員会が活発に活動できると地域が活
性化されると思います。 

・今あるものの利用と人のつながりを考えているのがい
い。 
 

みんなからのコメント 

讃岐先生コメント 

市民の「生活目線」で公共サービスのあり
方を提案してくれている点がGood！ 



2グループ 
西部地区 

3グループ 
西部地区 

みんなからのコメント 
・松露庵、ふるさと歴史館という西地区の特徴的な
施設に絞って考えを深めたのはよかったと思います。 

・体験型興味あり！遠方に行かずとも市内、住んで
いる地域で楽しめるのは魅力。利用するための仕組
みが簡単であれば嬉しい。 
・松露庵知りませんでした。行ってみます。 

・現在ある施設を大切にする利用法がいいと思いま
す。 

・外国人をターゲットにしたイベント・企画を充実する
とおもしろいかもしれません！楽しい企画を考えて
いきましょう。 

みんなからのコメント 
・市の施設等の各カード集約化、1枚にするアイデア、
すごく良いと思います。 
・うまく運用できるシステムができるといいですね。 
・情報が１本になりいいですネ。 
・吹き出しの中のつぶやきが私も1度は考えるもので、

でもどう解決すればいいのかな～と思っていました。
コンシェルジュ！命名の工夫！なるほどなるほど
…！実現すればいいなぁと強く思います☆good 
idea♡ 
・コンセプトが新しくて良い。 
 

讃岐先生コメント 
イベントだけでなく、それを実現
する「コラボレーション」のアイデ
アがGood 

讃岐先生コメント 
「施設」というハードにとどまらず、
小さなことでも「ソフト」の面でたく
さんアイディアがある！！ 



4グループ 
西部地区 

5グループ 
西部地区 

みんなからのコメント 

みんなからのコメント 

・PPP手法の活用がすごく良い！！ 

・カフェ、シャワー室魅力です。公園で誰でも参加で
きるものがあると素敵だなあと思いました。 

・特に公園に着目したところが面白いですね！私も
武蔵野の公園の多さは活かせればいいと思ってい
ました。Good idea 
・公園の特色づけ→MAPにする、良いアイデアだと
思いました。 

・官民連携は重要だと思います。成功事例が有れば
どんどん進みそう。財源も限りがあるので有効と思
います。 

・ウォーキングフットボール初めてききました。多世
代でスポーツにとりくめるのわくわくします。 
 

・公共施設の機能を再検討することでお金を減らす
ことが良いと思います（特に具体的な方策がでてい
るのでよかった）。 

・武蔵野市の個性を考えることはとても大事な事だ
と思いました。相模原市の個性が何であるかもこれ
から考えたいです。 

・松露庵、ふるさと歴史館、地味ですが重要資産で
すよね。 
・歴史的なものにもっと予算を！ 
・利便性だけでないところがよい。 
 

讃岐先生コメント 
・PPP→市民組織 
・芝生→市民管理 

・市民が主役であることを意識さ
せられました。 

讃岐先生コメント 
２つの施設を複層的に検討して
いる点がGood 


