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１ むさしの青空市の概要 

昭和 48 年のオイルショックを契機として省資源、省エネが喚起され、リサイク

ル、フリーマーケットなどの市民運動が全国的に拡大した。

本市においても、市民団体や一般市民の参加による実行委員会と市との共催事業

として、昭和 56 年 11 月に第一回むさしの青空市を開始した。 

むさしの青空市は回を重ねる中で、当初のリサイクル、リユース運動を中心とし

たものから、農業振興（ＪＡとの連携。農産物品評会を同日開催）、友好都市交流

など目的が加わり、市民交流の「お祭り」的な事業へと変化してきた。 

《参考》第 39 回むさしの青空市 

・開催日  令和元年 11 月 10 日実施（令和２年度、３年度は中止） 

・参加団体 58 団体（出店 44 団体、協力２団体、舞台出演団体 12 団体）

・来場者  約１万８千人 

２ むさしの青空市のあり方検討委員会の設置経緯  

令和２年度の事務事業見直しにおいて、事業開始当初の使命は果たされたと評価

され、この事業の歴史的な経過を踏まえつつ、さらに事業目的の整理を行い、関係者

等と協議の上今後の在り方について検討することが求められたところである。 

また、このむさしの青空市に携わってきた役員が高齢化し、新たな担い手の不在か

ら、実行委員会の運営が困難な状況となっている。 

これらの課題や現状を踏まえ、リサイクル、ごみの減量などの問題に先駆的に取り

組み、市民の実行委員会方式で運営されてきたむさしの青空市のレガシーを検証し、

さらに武蔵野市のまちの魅力を創出する新たな事業の方向性を検討するため、むさ

しの青空市のあり方検討委員会（以下、委員会という。）を設置した。 
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《参考》令和２年度事務事業見直し結果集抜粋（令和３年３月） 

 事業番号 20  

事務事業名 青空市 主管課 産業振興課 

事務事業概要 むさしの市民公園で毎年 11 月の日曜日に開催する、環境やくらしの

安全を考えるための市民の交流イベント。会場内では、ごみ減量・分別

資源化啓発を参加団体の実行委員会で実施している。 

見直し区分 その他 効果額 （事業費） 0 千円 （人件費） 0 千円 

見直し内容 

約１万 8000 人が集まり、

かつ飲食を伴うイベント

であり、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点か

ら、令和３年度に従前と同

様の形で開催することは

困難と考えられる。また、

リサイクル意識が市民に

一定程度定着し、使命を果

たしたとも評価できる。 

令和３年度の青空市開催

の可否及び今後の青空市

のあり方について検討す

る。 

 

見直しによる

影響・対応策 

消費者によるリサイクル

運動から始まり、農業振

興、友好都市交流も目的

に追加されてきた青空市

の歴史的経過を踏まえつ

つ、時代の変化にあわせ 

て事業目的を整理し、青

空市の役員等の関係者や

関係課と協議し、検討を

進める。なお、むさしのエ

コ re ゾートや環境フェ

スタにおいて、リサイク

ルも含めた環境全体の 

啓発を行っていくことと

している。 

 

３ むさしの青空市の意義と成果 

（１）消費者運動・市民の交流促進 

   オイルショックによる経済の混乱に対抗するために、昭和 48 年 12 月に武蔵野

市消費者運動連絡会（消費連）が結成され、27 団体の消費者団体が加盟した。消

費連が実施していた生活用品交換会がむさしの青空市に発展し、消費連は中心的

な役割を担ってきた。 

   また、むさしの青空市は第一回から市民団体、ＪＡ、商店会などの市民による

実行委員会形式により実施され、団体間、来場者との交流の場となっている。 

 

（２）リサイクル意識、ごみ減量への取り組みの向上 

   むさしの青空市の開始当初、家庭で不要になった衣類、小物などを回収、販売

した消費連や家具などの回収品を修理して販売したシルバー人材センターの出店

は、むさしの青空市の柱となった。高度成長期の大量生産、大量消費から環境に

配慮した消費への転換、リサイクル、リペア、リユースの意識を広く浸透させ

た。 
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   また、当時、ふじみ焼却場へのごみ搬入阻止や武蔵野クリーンセンターの建設

など、ごみの問題は市政の大きな課題だった。その状況を背景に、クリーンむさ

しのを推進する会などを中心に、「青空市でごみは出さない」をスローガンにご

みの減量、分別に取り組んだ。この取り組みはイベントでのごみ減量の気運を醸

成した。 

 

（３）市内農産物・友好都市物産の販売と交流 

   農産物品評会の出品野菜の即売会やＪＡによる宝船の展示販売などにより、市

内農業について広く市民にＰＲすることができた。 

   また、友好都市の物産販売やステージでの郷土芸能の披露などにより、友好都

市の魅力を発信し、さらなる交流のきっかけの場となっている。 

 

（４）賑わいイベントの実施 

    おおむね１万人を超える来場者があり、参加団体の出店するテントでの買物や飲食、

ステージでの多様なプログラムを楽しむ「秋のお祭り」として定着している。 

 

４ 委員会委員による主な意見 

（１）むさしの青空市の評価 

 ・クリーンむさしのを推進する会のごみ分別の指導により、市民への意識づけができた。 

・リサイクル家具や手作り小物を、青空市で販売できることで張り合いがあった。 

 ・資源活用やごみ減量や分別に取り組めたことが、青空市の大きな役目だった。先駆的な

ものだった。 

・青空市はお祭り。和気あいあいとみんなが楽しめる場だった。 

  

（２）むさしの青空市の課題 

 ・開始当初は市民運動の要素があったが、だんだんお祭りの要素が濃くなった。お祭りは

桜まつりがあり、目的や目指すものを整理する必要がある。 

・出店はしたいが、役員はできないという人が多い。新たな担い手の不在。高齢化が顕著

になっている。 

 ・いかにして若い人を入れていくかが課題。若い人はリサイクルの意識は学校教育などで

身につけている。意識は高いが実際に行動（参加）はハードルが高い。 

 ・飲食の出店は、使い捨て容器の問題があり、環境面での課題がある。 

 

（３）むさしの青空市の継承したいもの 

 ・ふれあいができる場の提供。 

 ・参加する人が楽しくないとできない。目的があれば充実感もあり、楽しいと思える。実

行委員も思いが強い人が集まって構成できる。 
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（４）新たに求められる視点や事業 

 ・武蔵野市第六期長期計画や第二期武蔵野市産業振興計画に掲げた「“まちの魅力”を高

め“豊かな暮らし”を支える産業の振興」という目標。 

 ・フリーマーケットなどリサイクルができる場は必要とされている。環境フェスタで実施

することはできないか。市民が主体的にかかわることができる環境への取り組みができ

る場が欲しい。 

 ・むさしのエコ reゾートが目指しているものや、どんな事業をしているのか等をより多

くの市民に周知する必要がある。 

 ・むさしの青空市での環境への取り組みを、環境フェスタやむさしのエコ reゾートで引

き継いでいって欲しい。 

 ・「リデュース、リユース、リサイクル」のできる場が欲しい。目的を絞ったイベントを

開催して欲しい。 

 

５ 新しい事業の方向性 ～まとめ～ 

（１）むさしの青空市についての考察 

「リサイクル意識の向上」や「ごみ減量・資源化」といった青空市の開催当初からの

目的は、令和元年度（第 39回むさしの青空市）の参加団体 35団体を対象にしたアンケ

ートや令和２年度の事務事業見直しの結果からも、概ね達成されたと評価できる。ま

た、平成 20年からは「むさしの環境フェスタ」が開催され、令和２年には「むさしの

エコ reゾート」もオープンしており、リサイクルやごみ減量といった理念は、形を変

えて受け継がれている。また、市内で開催される各種のイベントについても、環境に配

慮した運営方法が浸透し、スタンダードになっている。 

もう一つの目的であった「消費者運動」についても、消費生活展や消費生活センター

における各種事業等で継続して実施している。 

一方で、これまで実行委員会を支えてきた役員の高齢化や新たな担い手の不在から、

これまでと同様のむさしの青空市の継続は困難な状況である。 

しかしながら、秋のイベントやお祭りとしての継続を望む声もあり、このままでは秋

のイベントそのものがなくなってしまう恐れがある。そのため、新たなイベントの立案

と運営体制を検討する必要が出てきた。 

先のアンケートやこれまで実行委員会に関わってきた役員等の意見からは、実行委員

会形式での開催が望まれており、その理由として、実行委員会を運営していく中で市民

の交流が促進されていた側面があったとの意見があった。しかしながら、回を重ねるご

とに運営メンバーも出店者も固定化していき、次第に出店者間の交流も減ってしまった

ため、今後は出店者も含めて交流やつながりが生まれるような実行委員会の運営をして

ほしいとの意向がある。お祭りとしては「武蔵野桜まつり」があるものの、出店者間の

交流やつながりという点では十分に機能しているとまでは言えない状況である。 

また、武蔵野市第六期長期計画や第二期武蔵野市産業振興計画に掲げる「“まちの魅

力”を高め“豊かな暮らし”を支える産業の振興」という目標に向かうためには、市内
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の多種多様で魅力的な事業者との連携や事業者間の相互連携（マッチングやコラボレー

ション等）を促進する必要がある。 

 

（２）“まちの魅力”を創出する新しい事業の提案 

以上のことから、市内事業者を加えた新たな実行委員会を組織し、青空市に代わる秋

のイベントを企画・運営することで、青空市からの「市民の交流・ふれあい」や「出店

者間の交流」を引き継ぐことを提案する。 

この新たな秋のイベントの実行委員会を、事業者間の相互連携を生む仕掛け作りの場

として新たな商品や事業を開発してもらい、イベント当日に新商品等の発表（販売・試

供）を行う。そうすることで、そこに市民が集い、世代を超えた新たな交流やふれあい

が生まれる賑わいイベントとなるのではないか。 

さらに、毎年の開催テーマを変えることで、実行委員会に加わる事業者も変えること

ができ、メンバーの固定化による交流の停滞も防ぐことができる。例えば、ある年は

「食と農」をテーマにして、市内産農産物を使ったメニューを開発してもらうことで、

市内農家と飲食店等の市内事業者との交流や連携を生み、またある年は「アニメと観

光」をテーマにして、市内のアニメ制作会社と市内事業者の連携を生み、新たな商品や

観光スポットを創出するなどである。イベント当日をテストマーケティングの場と捉え

ると、そこに集った市民に消費者や応援者として、開発した商品や事業を評価してもら

うことで、ブラッシュアップする機会ともなるのではないか。 

この「市内事業者を加えた新たな実行委員会を組織し、青空市に代わる秋のイベント

を企画・運営すること」を今後の方向性として提案する。むさしの青空市がそのあり方

の源流に持つ、「市民参加」の理念をしっかりと受け継ぐことが、重要であることも強

調しておきたい。  
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資 料 
 

むさしの青空市のあり方検討委員会委員名簿 

 

任 期  自   令和３年11月 18日 

至  令和４年２月 28日 

（当初任期令和４年１月 31 日より延長） 

《委 員》                      

 *敬称略 

金子 良子 公益社団法人 武蔵野市シルバー人材センター 

菊地 公子（委員長） 武蔵野市消費者運動連絡会 

志賀 和男 クリーンむさしのを推進する会 

平野 明夫 武蔵野市米穀小売商店組合 

田川 良太（副委員長） 市民部長 

朝生 剛 環境部長 

 

 

《事務局》  市民部産業振興課 

 

 

《検討の経過》 

 

 開催日 内 容 

第１回 令和３年 11月 18日（木） むさしの青空市のあり方検討委員会設置の経緯 

むさしの青空市の今後の方向性について 

むさしの青空市のあり方について意見交換 

第２回 令和３年 12月 16日（木） 中間のまとめ（案）の事務局説明 

中間のまとめ（案）について意見交換 

第３回 令和４年２月 17日（金） 中間のまとめに対するパブリックコメントと 

検討委員会の考え方について意見交換 

報告書（案）の検討 
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むさしの青空市のあり方検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 行財政改革推進本部会議において、令和２年度に事務事業見直し事業として選定さ

れた昭和56年度から開催しているむさしの青空市について、時代の変化に合せて事業目的

を整理し、今後のむさしの青空市のあり方について検討することを目的に、むさしの青空

市検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

（所管事項） 

第２条 検討委員会は、次に掲げる事項について、協議及び検討を行い、その結果を市長に

報告する。 

 (1) むさしの青空市の今後のあり方に関すること。 

 (2) 今後のむさしの青空市と関係課の実施する事業との協働に関すること。 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 検討委員会は次に掲げる委員６人以内をもって構成し、市長が委嘱し、又は任命す

る。 

 (1) むさしの青空市役員又はむさしの青空市実行委員会に従事した者 

 (2) 市民部長 

 (3) 環境部長 

（委員長及び副委員長） 

第４条 検討委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。 

３ 委員長は会務を統括し、検討委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第５条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 検討委員会の会議の議長は、委員長とする。 

３ 検討委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を

聴くことができる。 

（事務局） 

第６条 検討委員会の事務局は、市民部産業振興課に置く。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会について必要な事項は、市長が別に定め

る。 

   付 則 

 この要綱は、令和３年11月８日から施行する。 
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◎むさしの青空市についてのアンケート結果（令和２年６月実施：一部抜粋） 

  

新型コロナウイルス感染症の拡大する状況で、令和２年度のむさしの青空市の実施の可否

を含め、むさしの青空市のあり方等について、令和元年度の市民の参加団体（35団体）にア

ンケートを実施した。28団体より回答。 

 

１ 今年度の青空市の開催について 

 ・開催する      ３件 

 ・開催しない     16件 

 ・その他       ８件 

 ・回答なし      １件 

 

２ 青空市の今後の在り方について 

 ・これまでの実行委員会形式を踏襲し同じ形態で続けていく          16件  

・開始当時の理念に基づく一定の役割と目的を果たしたので、今後は開催しない ４件 

・その他                                 ８件 

 

【各団体意見】 

・秋のイベントとして市民に定着しているので、イベント自体は継続してほしい。 

・実行委員のなり手がない状況で、以前通り進めるのは難しいが市民が環境等を考え、直接

参加する形は残す必要があると思う。何とか若い方の担い手を見つけられないだろうか。 

・第 40回までは開催し、以降は秋まつりとして再考してはいかがか。リサイクル・日用品コ

ーナーも参加団体が少なくなり、独立開催は無理です。特に衣料は販売困難になってきま

した。 

・昨年度初めて展示ブースとして参加させていただき、運営にかかる関係者のご苦労を完全

に理解しているわけではないが、市民が楽しみにしている「お祭り」として存続した方が

良いと思う。ただし、青空市の理念、体裁が現在の社会情勢や市民の考えに即したものか

などは、議論の余地があると思う。 

・友好都市の特産品販売、JAのイベント（品評会・宝船）を市民公園で開催し、より収穫祭

に近い形態での開催を検討してみてはどうか。また、リサイクル等の当初理念は環境フェ

スタへ集約させる。友好都市の負担も考え、交流昼食会は、桜まつりのみとし、青空市で

の開催は縮小してもよいのでは。 

・市民が直接資源活用などの活動に参加することは必要だと思うので、そういうコーナーは

ぜひ残したい。 

・リサイクル・日用品コーナーとして出店は継続したいが、実行委員会形式にはこだわら 

ない。 

・リサイクルなどの消費者運動、安全な商品流通、市民交流や地域活性に対する青空市の位

置づけは非常に大きいと思う。課題が明確にわからないが主催する方の負担が分散される
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形等検討し、イベントは継続してほしい。 

・最近青空市に参加したので、開始当時の理念などはよくわからない。しかしながら市民の

交流の場としてあるいは参加団体の広報をする場としては継続してゆく意義があるのでは

ないか。 

 

３ 貴団体は、青空市の実行委員会を役員として支え、主体的に活動していくことができる

か 

・役員として活動できる        ２件 

・従来通りの参加にしたい       24件 

・その他               ２件（可能な範囲で、できることがあれば） 

 

【各団体意見】 

・役員の活動がどの程度の時間や作業が必要なのかわからないが、地域の方たちと協力し合

っていけるのは大切な場と考えており、可能な範囲でできることがあればと思う。（若者た

ちと設営などの準備はできそう。） 

・団体として主体的な活動はメンバーが少ないので難しいが、団体の一員として個人的に 

 お役に立てることがあれば協力したいと思う。 

・実行委員会の開催回数は、議案内容を見直して、最小とすることも考えられる。 

・当団体の組合員数の減少により参加困難な状況にある。 

 

４ その他のご意見 

・武蔵野市民のリサイクル意識は、この「青空市」のおかげで大分根づいてきた。新市民の意

識学習はもう少し必要かと思うが。春の「桜まつり」、秋の「青空市」名称はこのままで内

容は変革が必要かと思います。若い人や新市民がもっと参加しやすい内容で実現してほし

い。 

・青空市は市民が楽しみにしている「お祭り」としての側面があり、行政としても多様な 

世代の方に施策をアピールする場ともなるのでぜひ存続いただきたいところですが、 

運営に携わる方々の負担を考えると、現在の趣旨・形態を維持するのか、単なる「お祭 

り」として運営を市民に委ねるか議論があってもよい。 

・開催当時の理念というのは、省資源や省エネルギーの意識づけのためリサイクルやフリー 

マーケットでしょうか？今後も継続して取り組んでよいテーマかと思うし、あれほど多 

くの地域団体の方々や地域にお住まいの方々と触れ合える場はなく、大事な交流機会と 

考える。他の参加団体の方たちはどのような目的で参加しているのか気になるところだ。 

・青空市はごみ減量の一環としての活動だと思うので、続けてほしい。 

・毎年参加しているが、運営委員の方参加団体の方々との交流を楽しみにしている。また、 

当日地域住民に私たちの活動を知ってもらえることが、大変有意義であり、ありがたいと

思っている。 
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◎むさしの青空市のあり方検討委員会報告書～中間のまとめ～に対するパブリックコメント

と検討委員会の考え方について 

 

【パブリックコメント概要】 

◇周知方法：市報 1月 15日号、市ホームページに掲載。「むさしの青空市のあり方検討委員

会報告書～中間のまとめ～」を消費生活センター、産業振興課、市政資料コーナー、各市

政センター、各図書館で配布。第 39回むさしの青空市実行委員会参加団体へ送付。 

◇募集方法：郵送、ファクシミリ、メール又は直接持参 

◇募集期間：令和４年１月 24日（月）～令和４年２月 10日（木） 

◇応募状況：８人（26件） 

 

№ 意見 検討委員会の考え方 報告書記載欄 

１ 「新たな担い手の確保」という表現が

あり、「確保」はひどい表現だと思う。

「むさしの青空市の理念に賛同し、実

行委員をやりたいという人が現れ(ま

たは、見つから)ないので」ではないか。

p.4 の「新たな担い手の不在」という

表現はいいと思う。 

 

ご意見のとおり、「新たな担い手の

不在」と本文を修正しました。 

２ むさしの

青空市のあり

方検討委員会

の 設 置 経 緯 

他 

２ 春まつり（桜まつり）、秋まつりのそれ

ぞれの意味、特徴を持たせた方がよい。

行政と市民、市民同士が十分に対話を

して、工夫して、市民に愛着をもって

もらえるイベントづくりが必要。 

おまつりの賑わいや友好都市との

交流は、春の桜まつりが中心で担

い、秋は市内事業者を加えた実行

委員会による、まちの魅力を創出

する新たなイベントとして、事業

目的を整理しています。 

 

４ 委員会委

員による主な

意見 

（２）むさし

の青空市の課

題 

 

３ 新たな実行委員会を組織する。市内の

大学などへの呼びかけ、ＳＮＳなどを

駆使して、若い人が参加しやすい実行

委員会を作ることが重要。 

市内事業者を加えた新たな実行委

員会を組織し、事業所間の相互連

携により、あらたな商品等の開発

を目指すイメージです。イベント

当日にそれらを発表することによ

り、市民が集い、新たな交流やふ

れあいが生まれる場として、世代

を超えて参加していただけると考

えています。 
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４ 青空市の見直しはいい機会だと感じ

る。メンバーの高齢化は様々な活動の

中でも見られ、若い人たちを呼び込め

る新しいツールが必要。持続可能な形

で、整理と統合の方向で検討して欲し

い。 

市内事業者を加えた新たな実行委

員会を組織し、毎年テーマを変え

ることで実行委員会に加わる事業

者も多様になり、メンバーの固定

化による交流の停滞を防ぐことが

できると考えています。 

 

５ 「出店はしたいが実行委員会はできな

い」という出店者の真意が気になる。 

問題は、楽をしていいとこ取りしたい

だけなのか、他の理由があるのか。出

店者など関係者に無記名アンケー ト

を取ってみたら、原因がもっとはっき

りするか。 

Ｐ３-４-（２）「出店はしたいが実

行委員会はできない」の記載は「実

行委員会」ではなく「役員」の誤

りで、修正します。令和２年６月

のアンケート結果では、Ｐ９－３

で役員としての活動についての質

問の自由記載欄では、各団体で活

動するメンバーの減少が伺えま

す。 

 

４  委員会委

員による主な

意見 

（２ ）むさしの

青空市の課題 

 

６ 「若い人」は「意識は高いが実際に行

動（参加）はハードルが高い」とある

が、「担い手」、「確保」、「若い人を入れ

る」と自分の存在を見ているような活

動に参加するハードルはかなり高い。 

むさしの青空市のみならず、各団

体のメンバーが高齢化している現

状があり、若い年齢層の参加への

期待があります。活動をすべて引

き継ぐのではなく、様々な年代と

協調した活動とするべきという認

識です。 

 

７ 青空市の活動や実行委員会の居心地は

どうか。自分の子や孫を誘いたくなる

ような、または子や孫が一緒にやりた

いと望むような楽しい活動か。 

昭和 56 年から令和元年度まで 39

回にわたり開催され、例年、１万

５千人前を超える来場者がある賑

わいのイベントであり、目的に向

かって活動する充実感はあるもの

の、役を担うことへの負担感があ

ると考えます。 

 

８ 飲食の出店における使い捨て容器の問

題について、都立武蔵野公園で開催さ

れている「はらっぱ祭り」では食器の

持参を基本とし、使い捨て容器を使わ

ないよう工夫している。食器持参だと

ご意見は今後のイベントの参考と

して、市に引き継ぎます。 
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安くなったり、有料(デポジットだった

か)で、食器貸し出したりしている。 

 

９ いずれの活動も若い推進役がますます

必要になっています。これを機会に若

手の推進役の起用を考えるべき。 

新しいイベントについては、市内

事業者を加えた新たな実行委員会

を組織し、事業所間の相互連携に

より、あらたな商品等の開発を目

指すイメージです。イベント当日

にそれらを発表することにより、

市民が集い、新たな交流やふれあ

いが生まれる場として、世代を超

えて参加していただけると考えて

います。 

なお、環境分野の活動についても

同様に多くの市民、多世代の市民

の参加が基本になると考えていま

す。 

 

10 p.4 「（３）むさしの青空市の継承した

いもの（４）新たに求められる視点や

事業」は不要。新たな事業はその事業

をする人たちが、自分たちの理念に基

づいて考えて活動するものである。 

むさしの青空市の見直しにあた

り、秋のイベントやお祭りの継続

を望む声があり、新たなイベント

との方向性を検討委員会の意見と

して提案しました。新たなイベン

トの実施にあたっては、新たな実

行委員会により検討を進めるべき

と認識しています。 

４  委員会委

員による主な

意見 

（３ ）むさしの

青空市の継承

したいもの 

（４）新たに求

められる視点

や事業 

 

11 リサイクルやごみの減量はさらなる取

り組みが必要。環境フェスタやエコリ

ゾートで継続して行って欲しい。 

ごみをはじめ様々な環境問題の啓

発は、エコリゾートや環境フェス

タに引き継がれていくものと考え

ています。 

 

４  委員会委

員による主な

意見 

（４）新たに求

められる視点

や事業 12 日本人が大切にしてきた『もったいな

い』を実践、実行する場がなくなる。

私たちの子孫を大切に思うなら、『リデ

ュース、リユース、リサイクル』は身

近で、地球のためになる行動である。

今後むさしのエコリゾートや環境

フェスタでは、３R を含めた環境

全体の啓発を行っていくものと考

えています。 
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青空市はいろいろな楽しみがあるが、

リデュース、リサイクルに目的を絞っ

たイベントでも継続して欲しい。 

 

13 青空市の延長ではなく、環境フェスタ

等の中で、例えば、生ごみを堆肥化し

て、有機野菜の栽培を紹介するテーマ

「食と安全」などを実施したらどうか。

毎年メインテーマを変えて実施したら

よい。 

 

環境フェスタの企画はむさしのエ

コリゾートの運営の中で検討され

るため、ご意見として市に引き継

ぎます。 

14 青空市での『お茶わんリユース』は多

くの市民の方に利用していただくこと

で、循環型社会を目指す一つの活動だ

と思い続けている。『リユース』の意味

を広く周知するためにも、『見える化』

は必要。青空市に代わる『場』を設定

して欲しい 

 

青空市に替わる「場」としては、

むさしのエコリゾートや環境フェ

スタが担っていくものと考えてい

ます。 

15 「ごみの減量・資源のリサイクルへの

取り組み」の目的が根付いてきたとい

え、今後も継続をしていくべきことと

考える。青空市が「お祭り」としての

側面が大きくなった。いろんなイベン

トと融合することで、若い世代などに

も、楽しみながら目的の理解を深めら

れる。従来の開催のあり方でもよいの

では。 

 

ごみの減量・資源のリサイクル等

の理念は、むさしのエコリゾート

や環境フェスタに引き継がれてい

くものと考えています。 

４  委員会委

員による主な

意見 

（４）新たに求

められる視点

や事業 

 

16 「『まちの魅力を高め豊かな暮らしを

支える産業の振興』という目標」とあ

るが、集客イベントという視点で考え

たら、いわゆる「見本市」になるので

は。今のようなお祭りイベントとは違

う気がする。運営の主体を誰が担うの

かという問題は青空市同様起こると思

う。 

 

青空市からの「市民交流・ふれあ

い」、「出店間の交流」を引き継ぐ

ことを提案しています。実行委員

会のメンバーも、毎回の開催テー

マの設定により固定化による交流

の停滞を防ぐと考えています。 
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17 「青空市」の名前を残すかどうかは別

にして、環境分野については、今まで

の青空市で確実に展開を図ってきた。

近年、青空市と同日開催で、環境フェ

スタも開催されており、これまでの環

境分野の活動の受け皿として、「環境フ

ェスタ」をしっかりと残し、クリーン

センター周りのイベント（エコリゾー

トの催し物、エコマルシェ、収穫祭等）

とも連携して進めることが肝要と考え

る。 

 

むさしのエコリゾートや環境フェ

スタにおいて環境全体の啓発を行

っていくものと考えています。 

なお、環境啓発に関連するイベン

ト間の連携については、ご意見と

して市に引き継ぎます。 

18 青空市での環境分野の今後の活動の進

め方 

◎お茶わんリユース 

近年、大型イベントではお茶わんリユ

ースのニーズは確実に増えており、「環

境フェスタ」と手を組みながら、更な

る展開を図っていきたい。 

◎生ごみたい肥化と野菜づくり 

生ごみたい肥化については、市内で面

展開を進めており、これに呼応する形

で野菜づくりも広がっている。これら

の活動を市民にＰＲするためには、イ

ベントでの周知が必要であり、こちら

も環境部全体との連携が不可欠であ

る。 

◎プラごみの減量 

プラごみについては、すでに環境フェ

スタにおいて開発公社とともに活動を

進めてきており、今後も引き続き進め

て行きたい。こちらも同様に環境部全

体との連携が不可欠と考えている。 

むさしのエコリゾートや環境フェ

スタにおいて環境全体の啓発を行

っていくものと考えています。な

お、環境フェスタ等の企画内容は

むさしのエコリゾートの運営の中

で検討されるため、個別のご意見

については市に引き継ぎます。 

19 青空市はこのまま続けて欲しい。『桜ま

つり』と『青空市』は市民も大変楽し

みにしている。 

青空市の『市民参加』の理念を引

き継いだ、まちの魅力を創出する

新たな秋のイベントの実施を提案

しています。 

 

５ 新しい事

業の方向性～

まとめ 

（１） むさし 

の青空市につ
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20 「青空市は桜まつりと違う楽しみがあ

り、コロナ禍が明け、再開が待ち遠し

い、なくなってしまうのはさみしい」

という声があった。今までの方法が広

く市民に受け入れられていた。主催者、

参加団体等だけでなく、来場する市民

が活動に理解し、楽しみながら参加で

きるイベントを望む。 

 

青空市の『市民参加』の理念を引

き継いだ、まちの魅力を創出する

新たな秋のイベントを提案してい

ます。 

いての考察 

 

21 青空市がなくなってしまったら残念だ

が、担い手がいないのであれば仕方な

いと思う。出店者も参加者 も「担いた

くはないが、出店や参加はしたいから

継続して」というのはムシのいい話。 

 

ご意見として承ります。 

22 青空市に限らず、あらゆる事業や活動

について「何としてでも継続してほし

い。 ただし自分は関わりたくない」と

いうのは違う。青空市や秋のイベント

がなくなって残念だったり、不満だっ

たり困る人や団体は、自分から動くべ

き。当然、議会で不満を述べていた市

議会議員も含まれる。一般市民として

参加できない理由はない。 

 

ご意見として承ります。 

23 「新たなイベントの立案と運営体制を

検討する必要が出てきた」とあるが、

運営主体は決まっているのか。運営主

体を決めるほうが先ではないかと思

う。 

新たなイベントの趣旨に賛同する

市民や市内事業者などによる実行

委員会を組織することを提案して

います。今後の運営主体について

は、ご意見を市に引き継ぎます。 

 

24 新たなイベントとして、「毎年テーマ設

定」とあるが、テーマの設定により参

加者が限定されるのでは。青空市の枠

にとらわれない開催方法により、参加

したことによる学びや気づき、交流を

深まりなどの利点があった。「桜まつ

り」との類似という意見もあるが、季

毎年テーマを変えることで、実行

委員会に加わる事業者が代り、新

たな交流やふれあいが生まれ、さ

らに来場者へも広がりのある賑わ

いイベントになると考えていま

す。 

５ 新しい事

業の方向性～

まとめ 

（２）まちの

魅力を創出す

る新しい事業

の提案 
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節や内容により、双方違った楽しみが

ある。 

 

 

25 「武蔵野市ＮＰＯ・市民活動促進三原

則」（武蔵野市市民活動促進基本計画中

間まとめ p.5）に則り、今後もやる価値

を感じてやりたい人・団体（市含む）

がいれば、その人・団体たちと市が協

働でやればよいのでは。 

 

新たなイベントの実施にあたって

は、その趣旨に賛同する市民の方

と市との協働により、実行委員形

式で進めるべきと提案していま

す。 

26 新しいイベントを企画するのであれ

ば、はなから「青空市からの『市民の

交流・ ふれあい』や『出店者間の交流』

を引き継ぐことを提案する」のは違う

のではないか。新しいイベントを企画

していく段階で、新しい運営主体が自

然に「青空市の『市民の交流・ふれあ

い』や『出店者間の交流』を活かして

いこう」となるならいいと思う。 

 

むさしの青空市の見直しにあた

り、秋のイベントやお祭りの継続

を望む声があり、新たなイベント

との方向性を検討委員会の意見と

して提案しました。新たなイベン

トの実施にあたっては、新たな実

行委員会により検討を進めるべき

と認識しています。 
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◎ むさしの青空市開催一覧と参加団体・来場者数（第１回～第 39回） 

＊『－』は資料なし 

＊「事務報告書」、「武蔵野市の消費者行政」 

  

回数 開催日 参加団体数 来場者 回数 開催日 参加団体数 来場者

第１回 昭和56年11月22日 27団体 ― 第21回 平成13年11月4日 70団体 約12,000人

第２回 昭和57年11月7日 25団体 ― 第22回 平成14年11月10日 70団体 約13,000人

第３回 昭和58年11月6日 31団体 ― 第23回 平成15年11月16日 74団体 約13,000人

第４回 昭和59年11月4日 33団体 ― 第24回 平成16年11月7日 71団体 約13,000人

第５回 昭和60年11月3日 41団体 ― 第25回 平成17年11月13日 71団体 約12,000人

第６回 昭和61年11月2日 46団体 ― 第26回 平成18年11月12日 64団体 約11,000人

第７回 昭和62年11月8日 55団体 ― 第27回 平成19年11月11日 58団体 約10,000人

第８回 昭和63年11月6日 48団体 ― 第28回 平成20年11月9日 59団体 約11,000人

第９回 平成元年11月12日 47団体 ― 第29回 平成21年11月8日 56団体 約13,000人

第10回 平成2年11月11日 52団体 ― 第30回 平成22年11月7日 53団体 約15,000人

第11回 平成3年11月11日 51団体 ― 第31回 平成23年11月13日 52団体 約15,000人

第12回 平成4年11月8日 56団体 ― 第32回 平成24年11月11日 50団体 約12,000人

第13回 平成5年11月7日 51団体 約40,000人 第33回 平成25年11月10日 58団体 約12,000人

第14回 平成6年11月6日 ― 約15,000人 第34回 平成26年11月9日 57団体 約8,000人

第15回 平成7年11月12日 61団体 ― 第35回 平成27年11月8日 56団体 約6,000人

第16回 平成8年11月4日 ― 約20,000人 第36回 平成28年11月13日 59団体 約15,000人

第17回 平成9年11月9日 ― 約15,000人 第37回 平成29年11月12日 58団体 約18,000人

第18回 平成10年11月8日 ― 約15,000人 第38回 平成30年11月11日 59団体 約18,000人

第19回 平成11年11月7日 ― 約12,000人 第39回 令和元年11月10日 58団体 約18,000人

第20回 平成12年11月12日 80団体 約12,000人
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◎第 39回むさしの青空市ちらし（令和元年度）【参考】 
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