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この資料は、第六期長期計画・調整計画の策定にあたり、現在計画期間と

なっている主な個別計画等の概要をまとめたものです。 



分野 計画名 課 頁

1 武蔵野市第３期健康福祉総合計画
地域支援課、生活福祉課、
高齢者支援課、障害者福祉
課、健康課

1

2 武蔵野市第５期地域福祉計画 地域支援課、生活福祉課 4
3 武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画 地域支援課 7
4 武蔵野市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画 高齢者支援課 10
5 武蔵野市障害者計画・第６期障害福祉計画 障害者福祉課 13
6 武蔵野市第４期健康推進計画 健康課 16
7 武蔵野市食育推進計画 健康課 19
8 武蔵野市自殺総合対策計画 健康課 22

9
武蔵野市国民健康保険データヘルス計画・第３期武蔵野市特定健康
診査等実施計画

保険年金課 25

10 第五次子どもプラン武蔵野（令和２～６年度） 子ども子育て支援課 28

11 第三期武蔵野市学校教育計画
教育企画課・指導課・教育
支援課

31

12 武蔵野市学校施設整備基本計画 教育企画課 34
13 第二期武蔵野市産業振興計画 産業振興課 37
14 第二期武蔵野市観光推進計画 産業振興課 40

15 武蔵野市農業振興基本計画＜令和３（2021）年度改定版＞ 産業振興課 43

16 第二期武蔵野市市民活動促進基本計画 市民活動推進課 46
17 武蔵野市第四次男女平等推進計画 市民活動推進課 49
18 武蔵野市文化振興基本方針 市民活動推進課 52
19 武蔵野市コミュニティセンター整備計画 市民活動推進課 55
20 武蔵野市文化施設整備計画 市民活動推進課 58
21 武蔵野市生活安全計画 安全対策課 61
22 武蔵野市国民保護計画 安全対策課 64
23 武蔵野市地域防災計画（平成27年修正） 防災課 67
24 武蔵野市耐震改修促進計画（第２回改訂版） 建築指導課 70
25 第二期武蔵野市生涯学習計画 生涯学習スポーツ課 73
26 第二期武蔵野市スポーツ推進計画 生涯学習スポーツ課 76
27 第２期武蔵野市図書館基本計画 図書館 79
28 第２次武蔵野市子ども読書活動推進計画 図書館 82
29 第五期武蔵野市環境基本計画 環境政策課 85
30 武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（事務事業編）2022改定版 環境政策課 88
31 武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（区域施策編）2022改定版 環境政策課 91
32 武蔵野市生物多様性基本方針 環境政策課 94
33 武蔵野市一般廃棄物処理基本計画 ごみ総合対策課 97
34 武蔵野市分別収集計画（第９期） ごみ総合対策課 100
35 武蔵野市緑の基本計画2019 緑のまち推進課 103
36 仙川リメイク　武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画 緑のまち推進課 106

37
仙川水辺環境整備基本計画（仙川リメイク）の評価と今後の方向性
について

緑のまち推進課 109

38 千川上水整備基本計画 緑のまち推進課 113
39 公園・緑地リニューアル計画2020 緑のまち推進課 116
40 武蔵野市都市計画マスタープラン まちづくり推進課 119
41 武蔵野市バリアフリー基本構想2022 まちづくり推進課 122
42 三鷹駅北口街づくりビジョン まちづくり推進課 125
43 武蔵野市景観ガイドライン まちづくり推進課 128
44 武蔵野市国土強靭化地域計画 まちづくり推進課 131
45 吉祥寺グランドデザイン2020 吉祥寺まちづくり事務所 134
46 ＮＥＸＴ吉祥寺2021 吉祥寺まちづくり事務所 137
47 武蔵野市自転車等総合計画 交通企画課 140
48 第11次武蔵野市交通安全計画 交通企画課 143
49 武蔵野市地域公共交通網形成計画 交通企画課 146
50 武蔵野市自転車走行環境づくり推進計画 交通企画課 149
51 武蔵野市第四次住宅マスタープラン 住宅対策課 152
52 武蔵野市公営住宅等長寿命化計画 住宅対策課 155
53 武蔵野市道路総合管理計画 道路管理課 158
54 武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画 交通企画課 161
55 景観整備路線事業計画(第２次) 交通企画課 164
56 御殿山通り（武蔵野都市計画道路7・6・1号線）整備基本計画 交通企画課 167
57 武蔵野市橋りょう長寿命化計画 道路管理課 170
58 武蔵野市下水道総合計画（2018） 下水道課 173
59 武蔵野市下水道ストックマネジメント計画 下水道課 176

緑・環境

都市基盤

目　次

健康・福祉

子ども・教育

平和・文化・市
民生活



60 第六次武蔵野市行財政改革を推進するための基本方針 企画調整課 179
61 武蔵野市行財政改革アクションプラン（令和３～６年度） 企画調整課 182
62 第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画 資産活用課 185
63 武蔵野市公共施設保全改修計画 施設課 189
64 武蔵野市人材育成基本方針 人事課 192
65 第８次職員定数適正化計画 人事課 195
66 武蔵野市特定事業主行動計画 人事課 198
67 職員研修計画 人事課 201
68 第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画（令和３年度改定版） 保険年金課 204
69 武蔵野市第六次総合情報化基本計画 情報政策課 207
70 武蔵野市自治体DXに関する全体方針 情報政策課 211

※本文中における年・年度の表記は、原則として全て和暦とする。

行財政



現計画の対象期間

平成30年度～平成35年度（なお介護保険事業計画と障害福祉計画は計画期間が３年となって
いるため、一体となって策定している高齢者福祉計画と障害者計画とともに平成32年度に改
定を行い、さらには地域福祉計画、健康推進計画・食育推進計画も関連する部分の見直しを
行う。）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第３期健康福祉総合計画・地域福祉計画策定委員会
策定期間：平成29年７月10日～平成30年1月31日（全４回開催）

策定委員の構成
学識経験者３名、福祉関係者４名、保健医療関係者１名、関連計画委員３名、公
募市民１名
計12名

市民意見の反映方法

①策定委員として公募市民が参加
②各種実態調査を実施（９調査）
③団体ヒアリングを実施（５種類）
④市民意見交換会の実施（３日間、124名参加）
⑤パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市第３期健康福祉総合計画

所管部署 健康福祉部 地域支援課、生活福祉課、高齢者支援課、障害者福祉課、健康課

第六期長期計画における位
置づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

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）の
総合化は平成15年

計画策定の背景・目的

背景：少子高齢化の進行に加え、家族や親族の支え合いの機能の低下、非正規労働者の増
加など、社会保障制度を取り巻く状況が大きく変化し、年金・医療・介護等への不安や格
差の拡大、地域のつながりの希薄化等から、将来の暮らしに関わる不安やリスクの拡大が
懸念されている。また、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく
活躍できる地域コミュニティを育成し、公的な福祉サービスと協働して助け合いながら暮
らすことのできる「地域共生社会」が今後の福祉改革の柱として位置づけられ、高齢者、
障害者、児童等の各施策分野については、住民参加による総合的、包括的な取組みの方向
性が明確にされた。

目的：これらの背景を受け、本総合計画では、健康・福祉分野の個別計画に共通する横断
的な課題や連携すべき課題を総合的に整理し、市の健康福祉行政の目指すべき方向性と総
合目標を明らかにするとともに、重点的な取組みを定め、その推進を図るものとした。

現計画の策定時期 平成29年度（平成30年３月）

該当施策名及び該当ページ

１　まちぐるみの支え合いを実現するための取組み P.50
２　生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 P.52
３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実 P.54
４　福祉人材の確保と育成に向けた取組み P.57
５　新しい福祉サービスの整備 P.59

根拠法等の有無及びその名称

健康福祉総合計画・地域福祉計画(社会福祉法第107条)【努力義務】
高齢者福祉計画(老人福祉法第20条の8)【義務】
介護保険事業計画(介護保険法第117条)【義務】
障害者計画(障害者基本法第11条)【義務】
障害福祉計画(障害者総合支援法第88条)【義務】
障害児福祉計画(児童福祉法第33条の20)【義務】
健康推進計画(健康増進法第８条)【努力義務】
食育推進計画(食育基本法第18条)【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 １ 健康・福祉
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住み慣れた地域
での生活を継続す
るための基盤整備

重点的取組み５

複合的なニーズに対応する新しい施
設の検討

高齢・障害

新しい介護・福祉
サービスの整備

ダブルケア、トリプルケアへの支援や
介護離職防止のための取組みの検討

高齢

桜堤地域における福祉サービス再編
の検討

高齢・障害

誰もがいつまでも
健康な生活を送る
ための健康づくり
の推進

シニア支え合いポイント制度の拡充 地域・高齢

地域・高齢・障害

誰もが地域でいき
いきと輝けるス
テージづくり

重点的取組み４ 福祉人材の確保及び育成 地域・高齢・障害

人材の確保と育成
に向けた取組み

地域包括ケア推進人材育成センター
（仮称）の設置

地域・高齢・障害

安心して暮らしつ
づけるための相
談・支援体制の充
実

権利擁護事業・成年後見制度の利用
促進

地域・高齢・障害

虐待防止の推進 地域・高齢・障害

見守り・孤立防止の推進 地域・高齢・障害

自殺対策の推進 障害・健康

災害時における避難支援体制づくり
等の推進

生命と健康を守る
地域医療充実へ
の取組みと連携の
強化

在宅医療と介護連携の強化 健康・高齢

在宅医療を支える後方支援病床の検
討

まちぐるみの支え
合いを実現するた
めの取組み

地域福祉活動の推進や障害者団体
やボランティア団体などの活動支援の
充実

地域・高齢・障害

「食」に関するセルフマネジメントとライ
フステージに応じた支援

高齢・食育

心のバリアフリー事業の推進 地域・高齢・障害

現
計
画
の
中
身

施策の体系

第五期長期計画・
調整計画基本施

策

第３期健康福祉総
合計画　重点的取

組み
横断・共通する施策 各個別計画

支え合いの気持ち
をつむぐ

重点的取組み１ 「健康長寿のまち武蔵野」の推進 高齢・健康

高齢・健康

保健・医療・介護・福祉関係者の連携
による課題解決に向けた取組みの推
進

障害・健康

重点的取組み３

相談支援体制の充実とネットワークの
強化

地域・高齢・障害

摂食嚥下支援体制の充実 高齢・障害

誰もが地域で安心
して暮らしつづけ
られる仕組みづく
りの推進

重点的取組み２

市民の生命と健康を守る病院機能の
維持・充実

健康

－2－



現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１ 人口構成などの変化
・本市の人口は緩やかに増加し、本計画期間中の平成34年には、15万人台まで伸びると見込まれる。
・高齢者人口の伸びが大きく、75歳以上の人口は大きく伸びると見込まれる。
・障害のある人についても高齢化が進んでおり、大きな課題となることが予想される。

２ 財政状況
・サービスの質を高める努力をしながら、持続的に多様な福祉ニーズにも対応するためには、新たな財源や
負担のあり方の検討を含め、これまで以上に歳入の確保に努めることはもちろん、負担の在り方、事務事業
の見直しやコストの削減を強力に推進し、経常的な経費をいかに抑制していくかが重要である。

○基本理念「地域リハビリテーション」（第５期長期計画の重点施策より）
すべての市民が、その年齢や状態に関わらず、住み慣れた地域で、本人の意思に基づいて安心して生活が

続けられるよう、保健・医療・福祉・教育など、地域生活に関わるあらゆる組織、人が連携した継続的、体
系的な支援

○総合目標「誰もが　いきいきと　安心して　住み続けられる　支え合いのまち」
介護と子育て、介護と障害、といった複合的な課題への対応、医療と介護の両方を必要とする高齢者等の

増加や育児環境の変化に伴う要支援家庭の増加などといった課題に対応するためには、医療・介護・福祉の
さらなる連携を進めるとともに、健康福祉施策を総合的、横断的、相互補完的に推進する必要がある。
　国が目標として掲げる「制度・分野や、支え手・受け手といった関係を超えて、地域住民や多様な主体が
つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会」＝「地域共生社会」
については、本市の「地域リハビリテーション」の理念と趣旨が同一であると言える。そのため、年齢や状
態にかかわらず、自らの選択が可能となるような環境の整備や、複合的な課題に対応する包括的な相談・支
援体制の充実・ネットワーク整備、介護・看護人材の確保・育成などに取り組む。
　また、本総合計画では、各個別計画で掲げられている基本目標のもとに、武蔵野市の福祉施策を総合的・
横断的に推進する。

・重点的取組み１　まちぐるみの支え合いを実現するための取組み
「健康長寿のまち武蔵野」の推進
地域福祉活動の推進や障害者団体やボランティア団体などの活動支援の充実
「食」に関するセルフマネジメントとライフステージに応じた支援
シニア支え合いポイント制度の拡充
心のバリアフリー事業の推進
摂食嚥下支援体制の充実

・重点的取組み２　生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化
市民の生命と健康を守る病院機能の維持・充実
在宅医療と介護連携の強化
在宅医療を支える後方支援病床の検討
保健・医療・介護・福祉関係者の連携による課題解決に向けた取組みの推進

・重点的取組み３　安心して暮らしつづけるための相談・支援体制の充実
相談支援体制の充実とネットワークの強化
権利擁護事業・成年後見制度の利用促進
虐待防止の推進
見守り・孤立防止の推進
自殺対策の推進
災害時における避難支援体制づくり等の推進

・重点的取組み４　人材の確保と育成に向けた取組み
福祉人材の確保及び育成
地域包括ケア推進人材育成センター（仮称）の設置

・重点的取組み５　新しい介護・福祉サービスの整備
複合的なニーズに対応する新しい施設の検討
ダブルケア、トリプルケアへの支援や介護離職防止のための取組みの検討
桜堤地域における福祉サービス再編の検討

計画名称 武蔵野市第３期健康福祉総合計画 計画期間 平成30年度～平成35年度 所管部署
健康福祉部 地域支援課、生活福祉課、高齢者

支援課、障害者福祉課、健康課
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現計画の対象期間

平成30年度～平成35年度（なお介護保険事業計画と障害福祉計画及び障害児福祉計画は計画
期間が法令で３年となっているため、一体となって策定している高齢者福祉計画と障害者計
画とともに平成32年度に改定を行い、それに伴い必要となった場合は地域福祉計画、健康推
進計画・食育推進計画も関連する部分の見直しを行う。）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第３期健康福祉総合計画・地域福祉計画策定委員会
策定期間：平成29年７月10日～平成30年1月31日（全４回開催）

策定委員の構成
学識経験者３名、福祉関係者４名、保健医療関係者１名、関連計画委員３名、公募
市民１名
計12名

市民意見の反映方法

①策定委員として公募市民が参加
②地域福祉に関するアンケート調査を実施（平成28年11月～12月　対象2,000人
回収率43.2％）
③地域福祉団体等ヒアリングを実施（７団体、３日間）
④市民意見交換会の実施（３日間、124名参加、第３期健康福祉総合計画、高齢者
福祉計画・第７期介護保険事業計画策定委員会、障害者計画・第５期障害福祉計
画、第４期健康推進計画、食育推進計画と合同）
⑤パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市第５期地域福祉計画

所管部署 健康福祉部 地域支援課、生活福祉課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

最初の地域福祉計画は、平成３年に策定され、平成４年～平成13年を計画期間とし
て実施された。

計画策定の背景・目的

背景：少子高齢化等の進行に加え、子育てや医療・介護・年金への不安、格差の拡大、社
会的つながりの希薄化など、暮らしに関わる不安やリスクが拡大し、高齢者の孤立防止対
策、生活困窮者自立支援対策について、地域福祉計画等で対応するものとされた。また、
平成30年４月の社会福祉法の改正により、「地域共生社会」の実現のために、福祉、介
護、保健医療等に限らないあらゆる課題（地域生活課題）を把握し、関係機関と連携する
ことで課題の解決を図ることとされた。

目的：これらの背景を受け、本計画は地域福祉分野での施策の推進を担う計画として位置
づけられるものとした。

現計画の策定時期 平成29年度（平成30年３月）

該当施策名及び該当ページ

１　まちぐるみの支え合いを実現するための取組み P.50
２　生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 P.52
３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実 P.54
４　福祉人材の確保と育成に向けた取組み P.57
５　新しい福祉サービスの整備 P.59

根拠法等の有無及びその名称 社会福祉法第107条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 １ 健康・福祉
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住み慣れた地域
での生活を継続
するための基盤整
備

誰もがいきいきと
輝けるステージづ
くりの促進

キャリア活用による社会貢献活動の推進

様々なステージ（活動、機会など）づくりの支援

サービスの担い手
の確保

地域包括ケア推進人材育成センター（仮称）の設置

福祉人材の確保と育成

社会福祉法人への連携・支援の充実

誰もが地域でいき
いきと輝けるス
テージづくり

虐待防止の推進

健康福祉総合計画・地域リハビリテーション推進会議
等による課題解決のためのネットワークの強化

在宅医療・介護連携推進事業による多職種連携の強
化

バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー化・ユニ
バーサルデザイン化の推進

ボランティア学習・福祉学習の推進

生活困窮者への
支援

生活困窮者を早期に発見し支援するための広報活動
及び庁内・庁外のネットワークの充実

生活困窮者の経済的自立を支援する家計相談支援
事業の実施の検討

貧困の連鎖を防止する子どもの学習支援事業等の対
象者拡充の検討

安心・安全な暮ら
しを支える自助・
共助・公助の連携

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）の推進

見守り・孤立防止の強化

ひとり暮らし高齢者の安心の確保

安否確認及び避難支援体制づくりの推進

福祉避難所の充実

権利擁護事業・成年後見制度の利用の促進

成年後見制度利用促進基本計画策定の検討

現
計
画
の
中
身

施策の体系

第五期長期計画・
調整計画基本施

策

第５期地域福祉計
画　基本施策

個別施策

支え合いの気持ち
をつむぐ

市民の主体的な
地域福祉活動の
促進

地域社協（福祉の会）をはじめとする地域福祉関係団
体への活動支援の充実

共同募金事業のあり方の検討

市民社協等財政援助出資団体との連携強化

障害者団体やボランティア団体の活動支援の充実

シニア支え合いポイント制度の拡充

地域福祉コーディネーター（仮称）設置の検討

誰もが地域で安心
して暮らしつづけ
られる仕組みづく
りの推進

民生児童委員協議会、赤十字奉仕団、保護司会の
活動支援の充実

心のバリアフリー事業の推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１ 人口構成などの変化
・本市の人口は緩やかに増加し、本計画期間中の平成34年には、15万人台まで伸びると見込まれる。
・高齢者人口の伸びが大きく、75歳以上の人口は大きく伸びると見込まれる。
・障害のある人についても高齢化が進んでおり、大きな課題となることが予想される。

２ 財政状況
・サービスの質を高める努力をしながら、持続的に多様な福祉ニーズにも対応するためには、新たな財源や
負担のあり方の検討を含め、これまで以上に歳入の確保に努めることはもちろん、負担の在り方、事務事業
の見直しやコストの削減を強力に推進し、経常的な経費をいかに抑制していくかが重要である。

○基本理念「地域リハビリテーション」（第５期長期計画の重点施策より）
すべての市民が、その年齢や状態に関わらず、住み慣れた地域で、本人の意思に基づいて安心して生活が

続けられるよう、保健・医療・福祉・教育など、地域生活に関わるあらゆる組織、人が連携した継続的、体
系的な支援

○基本目標「ひとりひとりが　つながる　支え合いのまち」
基本目標である「ひとりひとりが　つながる　支え合いのまち」の実現に向けて、地域における互助・共

助力を高めていくため、５つを基本施策として位置づけている。

基本施策１　市民の主体的な地域福祉活動の促進
  地域社協（福祉の会）をはじめとする地域福祉関係団体への活動支援の充実
  共同募金事業のあり方の検討
  市民社協等財政援助出資団体との連携強化
  障害者団体やボランティア団体の活動支援の充実

シニア支え合いポイント制度の拡充
地域福祉コーディネーター（仮称）設置の検討
民生児童委員協議会、赤十字奉仕団、保護司会の活動支援の充実
心のバリアフリー事業の推進
ボランティア学習・福祉学習の推進

基本施策２　安心・安全な暮らしを支える自助・共助・公助の連携
  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）の推進
  見守り・孤立防止の強化
  ひとり暮らし高齢者の安心の確保
  安否確認及び避難支援体制づくりの推進
  福祉避難所の充実
  権利擁護事業・成年後見制度の利用の促進
  成年後見制度利用促進基本計画策定の検討
  虐待防止の推進
  健康福祉総合計画・地域リハビリテーション推進会議等による課題解決のためのネットワークの強化
  在宅医療・介護連携推進事業による多職種連携の強化
  バリアフリー基本構想に基づくバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の推進

基本施策３　生活困窮者への支援
  生活困窮者を早期に発見し支援するための広報活動及び庁内・庁外のネットワークの充実
  生活困窮者の経済的自立を支援する家計相談支援事業の実施の検討
  貧困の連鎖を防止する子どもの学習支援事業等の対象者拡充の検討

基本施策４　誰もがいきいきと輝けるステージづくりの促進
キャリア活用による社会貢献活動の推進
様々なステージ（活動、機会など）づくりの支援

基本施策５　サービスの担い手の確保
  地域包括ケア推進人材育成センター（仮称）の設置
  福祉人材の確保と育成
  社会福祉法人への連携・支援の充実

計画名称 武蔵野市第５期地域福祉計画 計画期間 平成30年度～平成35年度 所管部署
健康福祉部 地域支援課、生

活福祉課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和５年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会
策定期間：令和元年６月４日～令和２年１月28日（全４回開催）

策定委員の構成
・学識経験者１名、法曹等関係者４名、福祉に従事する者２名、金融機関を代表
する者１名、公募による市民２名、公益財団法人武蔵野市福祉公社を代表する者
１名

市民意見の反映方法
①策定委員として公募市民が参加
②パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画

所管部署 健康福祉部地域支援課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和元年度

計画策定の背景・目的

背景：成年後見制度は、民法の一部改正により平成12年から開始した。認知症や
障害があることにより日常生活や財産の管理等に支障がある人を社会全体で支え
合うための制度であるが、十分に利用されていない、利用者もメリットを実感で
きていない、不正利用があるといった問題が指摘された。こうした状況を踏ま
え、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が平成28年5月に施行し、翌29年
3月には、国の「成年後見制度利用促進基本計画」が策定され、利用者がメリット
を実感できる制度運用へ改善を進めるとともに、市町村は、地域における成年後
見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるこ
ととなった。

目的：今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者、親なき後の支援が必要な障害
者等の増加が見込まれ、成年後見制度の必要性はさらに高まっていくと考えられ
ていることから、本市では、（公財）武蔵野市福祉公社等と協力し、たとえ支援
が必要な状態になっても、住み慣れた地域の中で、その人の望むその人らしい生
活を支えていくことができるよう、関連施策を総合的・計画的に展開するため、
計画を策定した。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年３月）

該当施策名及び該当ページ ３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実　Ｐ56

根拠法等の有無及びその名称 成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

成年後見制度利用促進基本計画（国）

分野 １　健康・福祉
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（６）市長申立による支援

４ 成年後見制度の担い手への支援の充実

現
計
画
の
中
身

施策の体系

基本目標 基本方針 施策 事業

　
　
　
生
涯
を
通
じ
て
 
本
人
意
思
が
尊
重
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
　
 
 
安
心
し
て
 
自
分
ら
し
く
暮
ら
せ
る
ま
ち

１ 利用者とそ
の家族、誰も
が安心して利
用できる制度
の運営と周知

２ その人が望
むその人らし
い生活を、継
続的に支援す
る体制を整備

３ 成年後見制
度のネット
ワークを、市
と福祉公社を
中核機関に据
え強化

１ 地域連携ネッ
トワークの構築と
中核となる機関の
整備・運営

（１）既存の推進機関とネッ
トワークを活用した地域連携
の強化

（２）中核機関の整備・運営

２ 地域連携ネッ
トワークを活用し
た利用支援体制の
整備

（１）支援が必要な人の早期
発見と連携体制の整備

（２）チーム体制による身上
保護及び意思決定支援を重視
した支援体制の整備

３ 制度利用を支
える機能の充実

（１）広報機能の充実（周知
啓発と講座等の拡充）

（２）相談機能の充実

（３）受任者調整（マッチン
グ）等の支援

（４）担い手の育成
     ①市民後見人の育成
     ②法人後見人の育成

（５）後見人への支援
     ①市民後見人への支援
     ②親族後見人への支援
     ③専門職後見人への支援
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

基本課題
（１）制度の周知不足による誤解・不信の問題
（２）本人の意思決定を尊重した継続した支援が必要
（３）福祉公社等の取り組みを広げる、ネットワークの構築が必要

１ 基本目標
　「生涯を通じて　本人意思が尊重され　安心して　自分らしく暮らせるまち」
・第３期健康福祉総合計画の総合目標である「誰もが　いきいきと　安心して　住み続けられる　支え合い
のまち」の考えを踏まえ、上記の基本目標を掲げ、認知症になっても、障害があっても、どのような状態に
なっても、本人の意思が尊重され、安心して暮らし続けられるまちづくりを進める。

２ 基本方針
　１　利用者とその家族、誰もが安心して利用できる制度の運営と周知
　２　その人が望むその人らしい生活を、継続的に支援する体制を整備
　３　成年後見制度のネットワークを、市と福祉公社を中核機関に据え強化

施策１：地域連携ネットワークの構築と中核となる機関の整備・運営
・既存の推進機関とネットワークを活用した地域連携の強化
・中核機関の整備・運営

施策２：地域連携ネットワークを活用した利用支援体制の整備
・支援が必要な人の早期発見と連携体制の整備
・チーム体制による身上保護及び意思決定支援を重視した支援体制の整備

施策３：制度利用を支える機能の充実
・広報機能の充実（周知啓発と講座等の拡充）
・相談機能の充実
・受任者調整（マッチング）等の支援
・担い手の育成
・後見人への支援
・市長申立による支援

施策４：成年後見制度の担い手への支援の充実

計画名称 武蔵野市成年後見制度利用促進基本計画 計画期間 令和２年度～令和５年度 所管部署 健康福祉部地域支援課
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該当施策名及び該当ページ

１　まちぐるみの支え合いを実現するための取組み P.50
２　生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 P.52
３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実　P.54
４　福祉人材の確保と育成に向けた取組み P.57
５　新しい福祉サービスの整備 P.59

根拠法等の有無及びその名称
高齢者福祉計画（老人福祉法第20条の8）【義務】
介護保険事業計画（介護保険法第117条）【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市健康福祉総合計画

分野 １ 健康・福祉

この計画が初めて策定された
時期

平成12年３月（武蔵野市高齢者保健福祉計画・武蔵野市介護保険事業計画）

計画策定の背景・目的

背景：現在、団塊の世代が75歳以上となる2025年、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040
年に向けて、各地で「地域包括ケアシステム」の構築が進められている。平成26年６月18日
に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等
に関する法律」、そして平成29年５月26日成立の「地域包括ケアシステムの強化のための介
護保険法等の一部を改正する法律」においては、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防
止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サー
ビスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることとされた。それらの多岐
にわたる大幅な改正に引き続き、令和２年６月５日には「地域共生社会の実現のための社会
福祉法等の一部を改正する法律」が成立した。今後、市町村は、「地域共生社会」の実現に
向け、多様で複合的な地域生活課題を住民や福祉関係者が把握し、関係機関との連携等によ
り解決が図られることを目指し、地域づくりや包括的な支援体制を整備することが求められ
ている。
目的：本計画は市の長期計画の下位計画として、老人福祉法に基づく高齢者福祉計画と介護
保険法に基づく介護保険事業計画を一体的に策定した計画であり、高齢者が住みなれた地域
で安心して生活を継続できるようにするために、実績と現状の分析に基づいて、令和３年度
から令和５年度までの３年間の高齢者福祉施策及び介護保険事業の施策体系、取組み等を示
すものである。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年３月）

現計画の対象期間 令和３年度～令和５年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定委員会
策定期間：令和２年５月～令和３年１月（全６回開催）

策定委員の構成
学識経験者２名、保健医療関係者３名、福祉関係者４名、公募市民２名
計11名

市民意見の反映方法

①策定委員として公募市民が参加（第１号被保険者・第２号被保険者　各１名）
②市民意見交換会の実施（20名参加）
③パブリックコメントの実施（10名応募）
④実態調査を実施
・高齢者の介護予防・日常生活アンケート調査（有効回答数1,055件 回答率70.3％）
・要介護高齢者・家族等介護者実態調査（有効回答数617件）
・ケアマネジャーアンケート調査・高齢者の在宅生活継続調査（有効回答数187件 回答率
67.2％）
・介護職員・看護職員等実態調査（事業所：配布数185件 回収数155件　回収件数1,693件）
・武蔵野市介護施設等における入退所調査（事業所：配布数37件 回収数29件）
・独居高齢者実態調査（有効回答数1,245件）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画

所管部署 健康福祉部 高齢者支援課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

武蔵野市高齢者福祉計画
■ いきいきと暮らしつづけられるために
１.いつまでも健康でありつづけるための自立支援、介護予防・重度化防止の推進
■ 市民の支え合いをはぐくむために
１.市民が主体となる地域活動の推進
２.地域共生社会の実現に向けた取組み
■ 住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられるために
１.地域包括ケアシステムを支える病院機能の維持及び在宅医療・介護連携の推進
２.複雑化・多様化した支援ニーズに対応する重層的な相談支援体制の強化
３.認知症になっても安心して暮らしつづけられる
４.ひとり暮らしでも安心して暮らしつづけられる
５.介護離職をせずに安心して暮らしつづけられる
６.中・重度の要介護状態になっても安心して暮らしつづけられる
７.災害や感染症が発生しても安心して生活できる
■介護や看護に従事する人たちが誇りとやりがいをもって働きつづけられるために
１.高齢者とその家族を支える人材の確保・育成
■ 医療ニーズの高い高齢者を支えるために
１.医療と介護の複合的な課題のある高齢者を支える新しいサービスの整備

第８期介護保険事業計画
■第８期介護保険事業計画のポイント
１.2040年をも見据えた「まちぐるみの支え合い」の強化
２.令和３（2021）年度からの介護保険制度改正
３.武蔵野市の介護保険制度改正への対応
４.第８期介護保険事業計画策定のポイント
■武蔵野市の介護保険事業の実態把握と分析
１.人口及び被保険者数の実績
２.要支援・要介護認定者数の実績
３.日常生活圏域の設定と地域分析
４.第７期介護保険事業計画の給付の分析
５.介護保険事業会計の推移
■2040年を見据えた介護保険事業のさらなる充実及び地域分析に基づく保険者機能
の向上
１.武蔵野市の第８期介護保険事業計画の基本的方向性
２.国の介護保険制度改正と武蔵野市の対応
３.介護保険サービス事業量および給付費の推計
４.地域支援事業の推計
５.第１号被保険者保険料の見込み
６.地域分析に基づく自立支援・介護予防の取組みの推進
７.持続可能な介護保険制度への取組みの推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

現在、団塊の世代が75歳以上となる2025年、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年に向けて、各地で
「地域包括ケアシステム」の構築が進められている。平成26年６月18日に成立した医療・介護総合確保法
（正式名称は、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法
律」）では、地域包括ケアシステム構築の入口として位置付けられる「介護予防・日常生活支援総合事業
（以下「総合事業」という。）」を、平成29年４月までに開始することが義務付けられているが、武蔵野市
では平成27年10月に導入し、地域づくりを進めている。
そのような中、平成29年５月26日には、介護保険法改正を含む地域包括ケアシステム強化法（正式名称は
「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」）が成立し、令和２年６月５
日には改正社会福祉法（地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律）が成立した。同
法は、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能
性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにすることを目的
としている。令和２年度の改正は、さらに「地域共生社会」の実現に向け、多様で複合的な地域生活課題を
住民や福祉関係者が把握し、関係機関との連携等により解決が図られることを目指し、地域づくりや包括的
な支援体制を整備することを求めるものである。
今後市町村は、2040年を見据えた地域の実情に合った中長期的な基盤整備の検討とともに、地域包括ケア
「見える化」システム、保険者機能強化推進交付金等の評価指標を活用した地域の実態把握・課題分析を通
じ、関係機関と連携の上で目標設定と進捗管理（PDCAサイクル）を繰り返し実施の上、高齢者の自立支援・
重度化防止等に向けたさらなる取組みの推進が求められている。

武蔵野市では、“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり（武蔵野市の地域包括ケアシステム）”のため、自
らの健康は自ら維持するという「自助」、支え合いの精神に基づく「共助」、自助や共助が対応できない課
題について補完する「公助」のバランスのとれた仕組みづくりを目指し、取組みを進めてきた。支えられる
側と支える側という関係性を越えて、高齢者も地域活動の担い手となるような地域づくりに取り組み、ま
た、その高齢者自身の社会参加が効果的な介護予防や健康寿命の延伸につながるという考え方はこれからも
同様である。
また、市民を含めた地域のすべての関係者が目標を共有し、一体となって取組みが進められるよう、2025年
に向けて武蔵野市が目指す“高齢者の姿とまちづくり”を提示し、これからも引き続き、いつまでもいきい
きと健康に、ひとり暮らしでも、認知症になっても、中・重度の要介護状態になっても、誰もが住み慣れた
地域で生活できるまちづくりを着実に進め、武蔵野市における地域共生社会を実現していく。
そのため、高齢者の生活を支える人材の確保と育成、高齢者の自立支援と重度化防止のために不可欠な医療
と介護の連携に重点的に取り組み、まちぐるみの支え合いの基盤をつくっていく。

１：いつまでもいきいきと健康に“誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる”
２：ひとり暮らしでも“誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる”
３：認知症になっても“誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる”
４：中・重度の要介護状態になっても“誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる”
５：自立支援・重度化防止へ向けた医療と介護の連携
６：高齢者を支える人材の確保・育成

計画名称
武蔵野市高齢者福祉計画・第８期介護保険事
業計画

計画期間 令和３年度～令和５年度 所管部署 健康福祉部 高齢者支援課
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現計画の対象期間 令和３年度～令和５年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

１　策定主体：武蔵野市障害者計画・第６期障害福祉計画策定委員会
２　策定期間：令和２年５月～令和３年３月
３　概要
　計画の策定に先立ち、障害者実態調査や障害者団体ヒアリングを実施し、当事者や支援者
の方の意見を把握した。実態調査結果や市の施策の実施状況などを基に、地域自立支援協議
会の委員で構成された「武蔵野市障害者計画・第６期障害福祉計画策定委員会」において、
今後の取組みの方向性や重点など幅広く審議を行った。また、計画策定委員会による審議の
過程で、パブリックコメントや市民意見交換会を開催し、広く市民意見を反映して策定を
行った。

策定委員の構成 学識経験者１名、福祉関係者12名、保健医療関係者１名、公募市民１名　計15名

市民意見の反映方法

１　障害者福祉についての実態調査
・調査期間：令和元年11月28日～12月20日
・調査対象者：3,000名（無作為抽出）
・有効回収数：1,691名（回収率56.4％）
２　障害者団体ヒアリング
・実施期間：令和２年５月（コロナ対応のため、書面等でヒアリングを実施）
・実施団体数：27団体
３　パブリックコメントの実施
・実施期間：令和２年11月16日～12月18日
・件数：117件（市民意見交換会の意見含む）
４　市民意見交換会の実施
・令和２年12月12日（参加者19名）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市障害者計画・第６期障害福祉計画

所管部署 健康福祉部 障害者福祉課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

障害者計画　　平成10年
障害福祉計画　平成18年

計画策定の背景・目的

　武蔵野市では、第六期長期計画の重点施策に「武蔵野市ならではの地域共生社会の推
進」を掲げ、「全ての市民が、その年齢、状態、国籍にかかわらず、住み慣れた地域で、
本人の意思に基づいて安心して生活が続けられるよう、地域生活に関わるあらゆる組織及
び人が連携した継続的かつ体系的な支援」の構築に努めている。また、高齢者、障害者を
はじめ、全ての人が包摂され、一人ひとりの多様性が認められる、支え合いのまちづくり
を推進している。
　障害者福祉に関しては、地域共生社会の実現を目指し、障害者基本法に基づく障害者計
画と障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を一体的に策定し、推進してきた。
　新型コロナウイルス感染症の対応として「新たな生活様式」が求められる中、障害福祉
にとどまらず、市の福祉施策全体の新たな様式を模索していくことも、大きな論点となっ
た。
　国の基本指針においては、地域福祉全体を見据えた「地域包括ケアシステムの構築」や
「地域共生社会の実現」に向け、引き続き取り組んでいくことが求められてた。
　国・都などの動向や各種制度、障害のある人とともに地域保健福祉全体における社会情
勢の変化に的確に対応し、障害者福祉施策の一層の推進を図るため、障害者計画と障害福
祉計画を一体的に見直し、「障害児福祉計画」を含む「武蔵野市障害者計画・第６期障害
福祉計画」を策定した。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年３月）

該当施策名及び該当ページ

１　１　まちぐるみの支え合いを実現するための取組み P.50
　２　生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化 P.52
　３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実　P.54
　４　福祉人材の確保と育成に向けた取組み P.57
　５　新しい福祉サービスの整備 P.59

２　１　子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり P.61

根拠法等の有無及びその名称
障害者計画(障害者基本法第11条）【義務】
障害福祉計画（障害者総合支援法第88条)【義務】
障害児福祉計画（児童福祉法第33条の20）【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市健康福祉総合計画

分野
１ 健康・福祉
２ 子ども・教育
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

■まちぐるみの支え合いを実現するための取組み
・健康づくりや食育支援の推進
・市民が主体となる地域活動の推進
・地域共生社会の実現に向けた障害者差別解消の推進

■生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化
・保健・医療・介護・福祉の連携

■安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実
・相談支援体制の強化
・社会参加の充実
・地域生活支援の充実
・成年後見制度の利用促進
・虐待防止の推進
・見守りや孤立防止の推進
・災害時に配慮を必要とする市民への支援

■福祉人材の確保と育成に向けた取組み
・地域福祉活動における多様な人材の育成と活用に向けた取組み
・福祉人材の確保（人材の育成）

■新しい福祉サービスの整備
・障害者施設の利活用等

■子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり
・児童発達支援センターみどりのこども館による子どもの発達支援の強化
・放課後等デイサービスの充実
・保育士等の研修の充実
・地域福祉活動における多様な人材の育成と活用に向けた取組み【再掲】
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１　新型コロナウイルス感染症対策について
・物資や支援が必要な人に届けられているか、状況の把握
・障害福祉サービス事業所等への支援の検討
・新しい生活様式に対応した活動支援
２　相談支援体制について
・発達障害や高次脳機能障害、医療的ケア、難病などの専門性が求められる相談への対応
・複雑化・多様化した支援ニーズに対応可能な相談窓口の設置や速やかに相談対応ができる

人材の確保、育成
・社会的な関わりの希薄な方について、アウトリーチ支援等社会とつながるための施策の検討
３　地域生活支援について
・地域生活支援拠点の整備
・住み慣れた地域で生活が継続できるよう支援するサービスのあり方についての検討
・入所施設、グループホーム等の整備と合わせた職員の人材確保と育成。医療的ケア対応可能な

人材の確保
・災害時における支援体制
４　社会参加について
・緩やかで多様な働き方を選択できるような就労の推進に向けた取組
・ひきこもりの支援
・通所後や週末の居場所づくり、余暇活動支援
５　障害児支援体制について
・母子保健や教育との連携による切れ目のない相談支援体制の構築
・児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業のサービスの質の向上
・重症心身障害児、医療的ケア児、肢体不自由児向けサービスの整備促進
・ペアレントメンターの養成や制度の周知啓発
６　障害者差別解消に向けた取組みについて
・心のバリアフリー啓発の推進を図り、障害理解を深めるための取組み
・差別解消に関する普及啓発
・情報保障の充実
７　障害者施設の利活用等について
・建物の老朽化が進み、大規模な改修が必要とされている障害者福祉センター業務のあり方の検討

及び移転が決定していた重度身体障害者グループホームＲＥＮＧＡの建物の利活用についての検討
・桜堤地区での地域共生社会の実現に向けた相談支援体制等の強化

１　基本目標
障害のあるすべての人が　住み慣れた地域社会の中で　生涯を通じて安心して　自分らしい生活を送るため
に

２　基本的視点
１ 「ウィズ・コロナ」社会に対応した取組みを推進し、継続した障害福祉サービスの提供と現場で対応す
る職員の安全確保、市民への適切な情報提供に努める。
２ 障害のあるすべての人が自らの選択に基づく生活スタイルを確保し、地域で安心して暮らし続けること
ができるよう相談支援体制を充実させる。
３ ライフステージに応じた地域生活の選択が可能となるよう環境の整備を進める。
４ 広く市民の中で障害が正しく理解され、一人ひとりの多様性を認め合い、差別や権利侵害のないまちづ
くりを推進する。

重点１　新型コロナウイルス感染症対策
障害福祉サービスを継続していくため、「ウィズ・コロナ」「ポスト・コロナ」社会に対応した支援体制の
構築に取り組む。
重点２　相談支援体制の強化
相談支援体制の役割を明確化し、オールライフステージにわたる支援の充実と重層的なネットワークの強化
に取り組む。
重点３　地域生活支援の充実
障害の重度化や高齢化、親なき後を見据え、地域社会での安心した生活の継続と地域移行を進めるため、地
域生活支援拠点の整備に取り組む。
重点４　社会参加の充実
社会とのつながりが希薄な方の社会参加を促進するため、障害特性に応じた参加しやすい環境の整備と障害
者雇用の促進に取り組む。
重点５　障害児支援体制の充実
子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくりを目指し、一人ひとりの子どもと家庭を包括的に支援
する。
重点６　障害者差別解消に向けた取組みの推進
障害のあるなしに関わらず、すべての人が包摂され、一人ひとりの多様性が認められる支え合いのまちづく
りを推進するため、障害者差別の解消に向け取り組む。

計画名称 武蔵野市障害者計画・第６期障害福祉計画 計画期間 令和３年度～令和５年度 所管部署 健康福祉部 障害者福祉課
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該当施策名及び該当ページ

１　１　まちづくりの支え合いを実現するための取組み　P.50
　２　生命と健康を守る地域医療充実への取組みと連携の強化　P.52
　３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実　P.54

２　１　子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり　P.61

根拠法等の有無及びその名称 健康増進法（平成14年法律第103号）【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市健康福祉総合計画

分野
１　健康・福祉
２　子ども・教育

この計画が初めて策定された
時期

平成16年度（第２期21年度～、第３期24年度～、第４期30年度～）

計画策定の背景・目的

背景：東日本大震災の発生により、災害時医療体制の重要性が増すとともに、家族や地域
の絆の大切さが再認識された。また、新型インフルエンザ、エボラ出血熱、結核や風しん
等の新興・再興感染症、食中毒など市民の生命や健康を脅かす健康危機が発生し、迅速な
対応が重要となっている。国の動きを見ると、平成24年７月には、「健康日本21（第２
次）」が策定され、「健康寿命の延伸」や「健康格差の縮小」を目的とした国民健康づく
り対策が始まった。加えて急速な高齢化の進展により、平成26年６月には、「地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」が成立
し、医療と介護を連携させる動きが加速した。国の動きに呼応して、東京都でも新しい取
り組みを進めている。「健康日本21」の一翼を担う「健やか親子21」は母子保健の主要な
取り組みを提示するビジョンであるが、平成27年から始まった第２次では、10年後の目指
す姿を「すべての子どもが健やかに育つ社会」としている。基盤課題のひとつとして「切
れ目ない妊産婦・乳幼児への保健対策」が、重点課題として「育てにくさを感じる親に寄
り添う支援」、「妊娠期からの児童虐待防止対策」が挙げられている。平成28年の母子保
健法の改正では、国・地方公共団体は母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資
するものであることに留意しなければならないと明記された。健康づくりは市民一人ひと
りの主体的な取り組みとともに、健康づくりを地域と一体となって推進するため、市と市
民と協働で行う健康づくり施策の視点も重要となってきている。

目的：第五期長期計画の重点施策としている「地域リハビリテーション」の理念を基本理
念として、市民を主役とし、多様な主体が協力しあうことによって健康づくりに取り組
み、健康増進を進めるまちを目指す。

現計画の策定時期 平成29年度（平成30年３月）

現計画の対象期間 平成30年度～平成35年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市第４期健康推進計画・食育推進計画策定委員会
策定期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日

策定委員の構成
委員長（学識経験者）１名、副委員長（学識経験者）１名
委員（保健医療、行政、健康増進、食育振興、公募）９名　　計11名

市民意見の反映方法
策定委員として公募委員が１名参加、市民意見交換会（３回）の実施、パブリック
コメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市第４期健康推進計画

所管部署 健康福祉部　健康課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

＜武蔵野市第４期健康推進計画　施策の体系＞

基本施策１：予防を重視した健康診査等の推進
（１）健康診査・保健指導等の充実
（２）がん検診の実施と精度管理の推進

基本施策２：市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援
（１）健康な食生活の推進
（２）身体活動や運動を習慣づけるための支援
（３）歯と口腔の健康維持に向けた取り組み
（４）たばこによる健康への影響の周知と対策
（５）アルコールによる健康への影響の周知と対策
（６）休養・こころの健康づくりの推進

基本施策３：市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化
（１）医療ネットワークの充実
（２）災害時対応の充実
（３）健康危機管理対策の推進

基本施策４：妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進
（１）妊娠期からの母子保健（ゆりかごむさしの）事業の推進
（２）子どもの成長を見守る連携の推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

平成28年に実施した「市民の健康づくりに関するアンケート調査」、「妊娠届出書」、「乳幼児健診票」、
健康診査等の結果から健康施策に関する現状・課題を抽出。
＜基本施策の課題等＞※個々の課題が複数あるため、例示として以下に記載
１　予防を重視した健康診査等の推進
　健康診査・保健指導、がん検診の実施と精度管理等について、より周知徹底していく必要がある。
２　市民の主体的な健康づくりと生活習慣改善の支援
　健康な食生活、運動習慣、歯と口腔の健康維持、たばこ・アルコールの健康への影響、こころの健康づく
り等の必要性が高い。
３　市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化
　医療ネットワーク、災害時対応の充実の必要性、健康危機管理対策の推進の必要性。
４　妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進
　妊娠期からの母子保健事業、子どもの成長を見守る連携を構築し、継続していく必要がある。

＜基本目標＞
　誰もが“いきいき”と暮らしつづけられる“まち”武蔵野
＜基本視点＞
　１　オールライフステージにわたる健康づくりへの取り組み
　２　市民自らの健康づくりへの支援
　３　市民の生命と健康を守る環境づくり
＜方針・考え方＞
　本計画では、市民を主役とし、多様な主体が協力しあうことによって健康づくりに取り組み、健康増進を
進めるまちを目指して、「誰もが“いきいき”と暮らしつづけられる“まち”武蔵野」を基本目標とした。
予防を重視した健康づくりへの取り組み、市民自らの健康づくりへの支援、病院機能の維持等の視点を持っ
て基本施策を掲げ、地域の関係機関等と連携・協働して計画内容の効果的かつ着実な推進を図っていく。

＜武蔵野市第４期健康推進計画＞
　１　予防を重視した健康診査等の推進
　２　市民の主体的な健康づくりと生活習慣病改善の支援
　３　市民の生命と健康を守る環境づくりと連携の強化
　４　妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援の推進

計画名称 武蔵野市第４期健康推進計画 計画期間 平成30年度～平成35年度 所管部署 健康福祉部　健康課
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該当施策名及び該当ページ
１ １ まちづくりの支え合いを実現するための取組み　P.50
２ ５ (４)学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保　P.71

根拠法等の有無及びその名称 食育基本法（平成17年法律第63号）【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市健康福祉総合計画

分野
１　健康・福祉
２　子ども・教育

この計画が初めて策定された
時期

平成30年度

計画策定の背景・目的

背景：近年、「食」をめぐる社会環境は変化しており、朝食欠食率の増加、肥満とやせ、
食卓を中心とした家族の団らんの喪失など課題が多くなってきている。平成27年、食育基
本法の改正に伴い、国では平成28年4月に第3次食育推進基本計画を策定している。第3次
食育基本計画では食育の総合的な推進に関する7つの事項と5つの重点課題を揚げている。
　（食育の総合的な促進に関する事項）
　１家庭における食育の推進
　２学校、保育所等における食育の推進
　３地域における食生活の改善のための取組の推進
　４食育推進運動の展開
　５生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等
　６食文化の継承のための活動への支援等
　７食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の
推進
　（食育推進に係る5つの重点課題）
　１若い世代を中心とした食育の推進
　２多様な暮らしに対応した食育の推進
　３健康寿命の延伸につながる食育の推進
　４食の循環や環境を意識した食育の推進
　５食文化の継承に向けた食育の推進

目的：第3期健康推進計画において、「食育の推進」を重点的取り組みとして位置づけ、
食育を推進してきたが、アンケート調査や各種健康診査の結果から、市民の食をめぐる状
況を把握・分析し、市特有の課題を明確にして体系的に整理を行い、それに合わせて市の
食育事業の整理を行う。

現計画の策定時期 平成29年度（平成30年３月）

現計画の対象期間 平成30年度～平成35年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市第４期健康推進計画・食育推進計画策定委員会
策定期間：平成29年４月１日～平成30年３月31日

策定委員の構成
委員長（学識経験者）１名、副委員長（学識経験者）１名
委員（保健医療、行政、健康増進、食育振興、公募）９名　　計11名

市民意見の反映方法
策定委員として公募委員が１名参加、市民意見交換会（３回）の実施、パブリック
コメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市食育推進計画

所管部署 健康福祉部 健康課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

＜武蔵野市食育推進計画　施策の体系＞

基本施策１：ライフステージの特性に応じた食育の推進
（１）妊娠期から子育て期への食育
（２）学齢期への食育
（３）若年層への食育
（４）壮年期への食育
（５）高齢期への食育

基本施策２：地域と連携した食育の推進
（１）食の循環に関する連携
（２）食を通じたコミュニケーションに関する連携
（３）栄養ケアを必要とする人への支援に関する連携

基本施策３：市民が地域の中で継続して食育を実践するための情報発信と環境づく
り

（１）食に対する理解を深め、食育を実践するための情報発信
（２）多様な関係者の連携による食育の推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

平成28年に実施した「市民の健康づくりに関するアンケート調査」、「妊娠届出書」、「乳幼児健診票」、
健康診査等の結果から健康施策に関する現状・課題を抽出。
＜基本施策の課題等＞※個々の課題が複数あるため、例示として以下に記載
１　ライフステージの特性に応じた食育の推進
　妊娠期から子育て期、学齢期、若年層、壮年期、高齢期への食育について、より多くの情報が求められて
いる。
２　地域と連携した食育の推進
　食の循環、食を通じたコミュニケーション、栄養ケアを必要とする人への支援などに関する連携が求めら
れている。
３　市民が地域の中で継続して食育を実践するための情報発信と環境づくり
　食に対する理解を深め食育を実践するための情報発信、多様な関係者の連携による食育の推進が求められ
ている。

＜基本目標＞　…「食を通じていきいきと暮らすまち武蔵野」
　一人ひとりが、その人らしくいきいき暮らすためには、充実した食生活を日々送ることが基本と考える。
そのような「まち」であることを目指す。

＜基本方針＞　…「食に関するセルフマネジメント（自己管理）力の推進」
　基本目標を達成するために、市民一人ひとりが「食」についての意識を高め、自己管理力を向上すること
で、生活の質の向上につながることを目指す。

＜基本施策＞　…「ライフステージの特性に応じた食育の推進」「地域と連携した食育の推進」「市民が地
域の中で継続して食育を実践するための情報発信と環境づくり」
　基本目標を達成するために、基本方針に基づき、３つの基本施策を掲げて推進していく。

＜武蔵野市食育推進計画の考え方＞
１ライフステージの特性に応じた食育の推進
・乳幼児から高齢者までそれぞれのライフステージで食に関する能力を身につけ、効果的なアプローチによ
り支援する。
・乳幼児期における機能獲得から高齢期における機能の維持・向上等、生涯を通じてそれぞれの時期に応じ
た歯と口の健康づくりを通じた食育を推進する。
２地域と連携した食育の推進
・より良い食環境を維持するための生産者と消費者
・地域の力を活用した食の楽しみ、食文化、伝統行事、料理技術などの継承
・栄養ケアを必要とする人への支援体制や方法の検討
３市民が地域の中で継続して食育を実践するための情報発信と環境づくり
・正しい食の情報発信
・クックパッド武蔵野市の公式キッチンにおける情報発信
・関係機関の連携等、様々な角度からの食育推進

計画名称 武蔵野市食育推進計画 計画期間 平成30年度～平成35年度 所管部署 健康福祉部 健康課
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該当施策名及び該当ページ ３　安心して暮らし続けられるための相談支援体制の充実　P.56

根拠法等の有無及びその名称 自殺対策基本法（平成18年法律第85号）【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市健康福祉総合計画

分野 １　健康・福祉

この計画が初めて策定された
時期

平成30年度

計画策定の背景・目的

全国の自殺者数は、平成10年に急増した後、3万人台で推移し続けていた。社会全体で
自殺対策を総合的に推進するため、平成18年に「自殺対策基本法」（以下「基本法」と
いう。）が制定された。基本法が施行されて以降、「個人の問題」と認識されがちで
あった自殺が広く「社会の問題」と認識されるようになり、国をあげた自殺対策が総合
的に推進されてきたこともあり、年間自殺者数は減少傾向に転じるなど、一定の成果も
見られる。しかし、それでもなお、自殺者数の累計は毎年２万人を超える水準で推移し
ており、主要先進7カ国の中では我が国の自殺死亡率が最も高く、決して楽観視できる
状態ではない。
基本法の施行から10年が経過した平成28年、国は、自殺対策をさらに総合的かつ効果的
に推進するため、基本法の改正を行った。この改正においては、誰も自殺に追い込まれ
ることのない社会の実現を目指し、自殺対策は生きることの包括的な支援であることが
盛り込まれるとともに、市区町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並び
に地域の実情を勘案して自殺対策計画を策定するものとされている。さらに、平成29年
には、自殺対策の指針である「自殺総合対策大綱」が抜本的に見直され、「生きること
の包括的な支援として推進する」、「関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取
り組む」、「対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる」、「実践と
啓発を両輪として推進する」、「国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国
民の役割を明確化し、その連携・協働を推進する」という5 つの基本方針が掲げられ
た。国では、自殺が個人の問題として捉えられるのではなく、その背景に様々な社会的
要因があることを踏まえ、「生きることの阻害要因」の低減と「生きることの促進要
因」の増加を目指し、自殺対策を社会全体の取り組みとして推進するとしている。市に
おいても、地域と連携・協働のもとに自殺対策を推進するため、「武蔵野市自殺総合対
策計画」を策定した。

現計画の策定時期 平成30年度（平成31年３月）

現計画の対象期間 平成31年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市自殺総合対策計画策定委員会
策定期間：平成30年７月17 日から平成31年３月31 日

策定委員の構成
委員長（学識経験者）１名、副委員長（学識経験者）１名
委員（保健医療、福祉、行政、民間、警察、救急救命、公募）10名　　計12名

市民意見の反映方法 策定委員として公募委員が１名参加、パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市自殺総合対策計画

所管部署 健康福祉部健康課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

＜武蔵野市自殺総合対策計画　施策の体系＞

基本施策１：地域におけるネットワークの強化
　・各種ネットワークとの協働と庁内連携機関の強化

基本施策２：自殺対策を支える人材の育成
　・「気づき」を促す研修の拡大と専門的人材の育成
　
基本施策３：相談支援事業の充実
　・様々な相談窓口の活用

基本施策４：生きやすさを育み寄り添う支援
　・地域での通いの場の充実、活動への支援
　・児童・生徒のＳＯＳの出し方に関する教育
　・生活困窮者に対する支援の強化
　・救急医療機関との連携
　・自殺未遂者、自死遺族の方等への支援に関する情報提供
　・障害児（者）施策における取り組み

基本施策５：市民への周知・啓発
　・様々な媒体を活用した周知・啓発
　・メンタルヘルスへの取り組み
　・男女平等の視点からの取り組み
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

＜基本認識＞
１　自殺は、その多くが追い込まれた末の死である
２　年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている
３　地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する

＜地域自殺実態プロファイル【2017】（自殺総合対策推進センター提供）＞
市の自殺実態データの分析の結果として以下の推奨される重点パッケージが示されている。
１　高齢者
２　生活困窮者
３　勤務・経営者

＜基本理念＞
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す

＜基本施策＞
１　地域におけるネットワークの強化
２　自殺対策を支える人材の育成
３　相談支援事業の充実
４　生きやすさを育み寄り添う支援
５　市民への周知・啓発

「こころの健康づくり庁内連携会議」において、自殺対策を含めた「こころの健康づくり」に関する事業
や、各課が持つ相談機能についての情報交換、課題の抽出や共有を行った。
＜基本施策の課題等＞
１　地域におけるネットワークの強化
関係機関等が広く連携して自殺対策を推進できるよう、各種ネットワークの取り組みを強化するとともに、
自殺対策を総合的に推進する庁内連携体制を強化する。
２：自殺対策を支える人材の育成
生活上の困難や悩みに対して早期に気づくことができるよう、広く「気づき」のための研修を行う。また、
より専門的な支援が可能となるよう、庁内の専門職等への研修を実施する。
３：相談支援事業の充実
こころの悩みを抱えている人、自殺を考えている人やその人に関わる人たちが、必要な時に適切な相談を受
けられるよう、相談支援事業の充実と各機関の連携を強化する。
４：生きやすさを育み寄り添う支援
通いの場の充実や活動支援、生活困窮者支援に関する対策を推進するほか、自殺未遂者、遺された人への支
援に関する情報を提供し、生きやすさを育み寄り添う支援を行う。
５：市民への周知・啓発
自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」であり、危機に陥った場合には誰かに援助を
求めることが適当であるということが、社会全体の共通認識となるように、積極的に普及啓発を行う。

計画名称 武蔵野市自殺総合対策計画 計画期間 平成31年度～令和６年度 所管部署 健康福祉部健康課
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該当施策名及び該当ページ １（１）「健康長寿のまち武蔵野」の推進 P.50

根拠法等の有無及びその名称
高齢者の医療の確保に関する法律　第19条【義務】
国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 １ 健康・福祉

この計画が初めて策定された
時期

特定健康診査等実施計画は、平成19年度（平成20年３月）から策定
データヘルス計画は平成28年度（平成29年３月）から策定

計画策定の背景・目的

【データヘルス計画】
　健康・医療情報を活用して、PDCAに沿った効果的かつ効率的な保健事業を実施するため
に策定する計画。情報を活用しながらターゲットを絞った保健事業を展開し、生活習慣病
の予防をはじめとする被保険者の健康増進や医療費の適正化への取組み等網羅的に国民健
康保険事業を進めることを目的とする。
【特定健康診査等等実施計画】
　高齢者の医療の確保に関する法律にもとづいて、医療保険者は、その被保険者等に対し
て、生活習慣病に関する健康診査及び健康診査の結果により健康の保持に努める必要があ
る者に対する特定保健指導を実施することとされた。本計画は、高齢者の医療の確保に関
する法律第20条等に規定された健康診査及び保健指導を実施する上での基本的事項を定め
ることにより、これらの事業の円滑な実施に資することを目的とする。

以上２計画を、より効率的・効果的に実施及び評価を行うことができるよう、一体化した
計画とする。

現計画の策定時期 平成30年３月（令和３年１月に中間評価を実施）

現計画の対象期間 平成30年度～令和５年度（データヘルス計画は平成29年度～令和５年度）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

職員による策定。平成29年度中に関係部署（健康福祉部健康課、公益財団法人武蔵
野健康づくり事業団）の職員と協議して策定し、武蔵野市国民健康保険運営協議会
の議題とした。専門業者による策定支援あり。

策定委員の構成

市民意見の反映方法 計画（案）に関するパブリックコメントを実施（平成30年３月）

基
礎
情
報

計画名称
武蔵野市国民健康保険データヘルス計画・第３期武蔵野市
特定健康診査等実施計画

所管部署 健康福祉部　保険年金課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

大目標１　被保険者の生活習慣病の発症及び重症化の予防
　　目標１　特定健康診査受診率の向上
　　　施策の方向性
　　　　・特定健康診査未受診者対策
　　目標２　特定保健指導実施率の向上
　　　施策の方向性
　　　　・特定保健指導利用勧奨
　　　　・生活習慣病等予防知識の普及啓発
　　目標３　生活習慣病重症化予防（糖尿病・高血圧症・脂質異常症への対策）
　　　施策の方向性
　　　　・生活習慣病等予防知識の普及啓発
　　　　・生活習慣病重症化予防
　　目標４　生活習慣改善者の増加
　　　施策の方向性
　　　　・特定保健指導利用勧奨
　　　　・生活習慣病等予防知識の普及啓発
　　　　・生活習慣病重症化予防
大目標２　医療費の適正化
　　目標１　医療費適正化への取組の推進
　　　施策の方向性
　　　　・重複・頻回受診への対応
　　　　・後発医薬品の使用促進
　　　　・国民健康保険制度の周知
　　　　・審査機能の強化
　　　　・被保険者の健康増進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１　医療費データの分析から見える現状
・被保険者数は年々減少、65歳～69歳の被保険者が多い。
・今後、被保険者の高齢化により、被保険者１人当たり医療費や、生活習慣病医療費の増加が予想される。
・若年層から疾病発症前の予防や早期発見・早期治療が可能な疾患について保健事業を行うことが重要。
・入院となる前の疾患発症予防、早期治療による医療費の適正化が重要。
・健診未受診者は疾病が重症化してから医療機関を受診する傾向がみられる。

２　特定健康診査・特定保健指導データの分析から見える現状
・特定健康診査の受診率は平成24年度以降横ばい状態。
・若年層からの受診率を向上させるとともに、男性の受診率を向上させるための取組を強化していくことが必要
・受診者の有所見率は、年代に比例して高くなる傾向があり、肥満者の有所見率は、非肥満者に比べ性・年代別に関

わらず高い割合となっている。
・特定保健指導の対象とならない非肥満者にも一定数生活習慣病のリスク者がいることから、生活習慣病の発症及び

重症化予防のための保健事業が重要である。
・保健指導対象者が参加しやすい環境整備やプログラムの充実、勧奨の強化等実施方法の見直しや検討を行い、利用

率とともに実施率の向上が必要

１　被保険者の生活習慣病の発症及び重症化の予防
　被保険者の生活習慣病の発症予防については、特定健康診査等により血圧、脂質、血糖といった発症リ

スクを早期に把握するとともに、特定保健指導等による生活習慣の改善が有効である。また、健診結果から
医療受診が必要であるにもかかわらず、未受診となっている者への受診勧奨等を行い、早期治療による重症
化を予防することが重要である。
２　医療費の適正化

　被保険者の高齢化の進展や医療の高度化に伴い、被保険者１人当たりの医療費の増加が予想されてお
り、被保険者の健康増進等の施策も進め、生活習慣病に関する費用のみならず医療費全体の適正化を図る。

１　特定健康診査受診率の向上
　未受診者対策、継続受診を促す方法の検討
　効果的な周知、情報提供の方法についての検討

２　特定保健指導実施率の向上
　効率的・効果的な指導、支援の方法及び体制の検討
　未利用者等に対する利用勧奨の強化

３　生活習慣病等予防・知識の普及啓発
　がん検診や若年層健康診査、生活習慣改善に関する講座等の対象者への周知、情報提供

４　生活習慣病重症化予防
　広く被保険者に呼びかける講座等ポピュレーションアプローチ事業及び糖尿病重症化予防を目的とする医療機関受

診勧奨、保健指導事業の実施
５　重複・頻回受診への対応

　対象者の抽出、誘導の方法の検討、実施
６　後発医薬品の使用促進

　差額通知及び希望シールの配布
　定期的な情報提供

７　国民健康保険制度の周知
　医療費通知の実施

８　審査機能の強化
　療養費支給申請内容点検

９　被保険者の健康増進
　保養施設利用助成事業の再編

計画名称
武蔵野市国民健康保険データヘルス計画・第３期武蔵野市特

定健康診査等実施計画 計画期間
平成30年度～令和５年度（データヘルス計画は平

成29年度～令和５年度） 所管部署 健康福祉部　保険年金課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：子ども施策推進本部（庁内）
※策定段階において、子どもプラン推進地域協議会を常設の機関として設定し、

計画案の内容について協議、意見聴取を行った。

策定期間：平成30年度～令和元年度

策定委員の構成

【子ども施策推進本部】
市長、副市長、教育長、総合政策部長、市民部長、市民部市民活動担当部長、環境
部長、健康福祉部長、子ども家庭部長、都市整備部長、教育部長

（子どもプラン推進地域協議会）
学識経験者２名、事業主２名、子ども・子育て支援に関する事業に従事する者１
名、子育て関係団体を代表する者２名、子育てサービスの利用者３名、保健又は福
祉の関係者２名、教育の関係者３名、企業を代表する者１名、労働者団体を代表す
る者１名、公募市民２名　　計19名

市民意見の反映方法

「子ども・子育て支援に関するアンケート調査」、「ひとり親家庭アンケート調
査」、「青少年に関するアンケート調査」、「子ども生活実態調査」、中高生世代
広場、子育て支援施設の利用者ヒアリング調査、子育てひろばネットワークワーク
ショップ、パブリックコメント・市民意見交換会の実施

基
礎
情
報

計画名称 第五次子どもプラン武蔵野（令和２～６年度）

所管部署 子ども家庭部 子ども子育て支援課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成12年12月（子育てプラン武蔵野）

計画策定の背景・目的

　子どもが基本的人権を持つ存在であること、子どもの最善の利益を第一に考える
ことを前提として、子ども自身が、一人ひとりかけがえのない存在として認めら
れ、各人の個性を尊重されて成長・発達ができるように支援し、誰もが安心して子
どもを産み育てられる環境を整備することを目的とする。
　武蔵野市第六期長期計画の分野別アクションプラン（実施計画）として、第六期
長期計画の「子ども・教育」分野だけでなく、「健康・福祉」や「平和・文化・市
民生活」、「緑・環境」、「都市基盤」等の分野も含め、子どもに関わる全ての施
策・事業を計画に取り込むとともに、第六期長期計画では書き込みのない、既に実
施されている施策・事業も含めた内容としている。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年３月）

該当施策名及び該当ページ

１　子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり　P61
２　安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援　P63
３　子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実　P65
４　子どもの「生きる力」を育む　P67
５　教育環境の充実と学校施設の整備　P70

根拠法等の有無及びその名称

次世代育成支援対策推進法 第８条第１項【策定することができる】
子ども・子育て支援法　第61条【義務】
子どもの貧困対策の推進に関する法律　第９条第２項【努力義務】
母子及び父子並びに寡婦福祉法　第12条第１項【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ２ 子ども・教育

－28－



現
計
画
の
中
身

施策の体系

基本施策１　子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくり
　施策1-1 子どもと子育て家庭を包括的に支援する体制の整備
　施策1-2 それぞれの環境に応じたきめ細かな子ども・子育て家庭への支援
　施策1-3 児童虐待の未然防止と対応力の強化
　施策1-4 妊娠期からの母子保健（ゆりかごむさしの）事業の推進

基本施策２　安心して産み育てられる子育て世代への総合的支援
　施策2-1 多様な主体による子育て支援の充実と連携の強化
　施策2-2 希望する保育施設に入所できる施策等の推進と保育の質の確保・向上
　施策2-3 地域子ども館事業の充実
　施策2-4 子どもの医療費助成の拡充
　施策2-5 ライフステージの特性に応じた食育の推進
　施策2-6 子ども・子育て支援施設のあり方検討

基本施策３　子どもと子育て家庭を地域社会全体で応援する施策の充実
　施策3-1 まちぐるみで子どもと子育てを応援する事業の推進
　施策3-2 保育人材等の確保と育成
　施策3-3 子ども・子育てを支える地域の担い手の育成
　施策3-4 子どもに安全・安心なまちづくり

基本施策４　子どもの「生きる力」を育む
　施策4-1 「生きる力」を育む幼児教育の振興
　施策4-2 青少年健全育成事業の充実
　施策4-3 子どもの体験・学習機会の充実
　施策4-4 全ての学びの基盤となる資質・能力の育成
　施策4-5 多様性を認め合い市民性を育む教育
　施策4-6 一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実
　施策4-7 不登校対策の推進と教育相談の充実

基本施策５　教育環境の充実と学校施設の整備
　施策5-1 教育力の向上をもたらす教職員の働き方の追求
　施策5-2 質の高い教育を維持するための人材の確保と育成
　施策5-3 学校と地域との協働体制の充実
　施策5-4 学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　国の総人口は依然として減少傾向にあり、少子化は、未婚率の上昇と晩婚・晩産化、ライフスタイルや価
値観の多様化、経済状況等、様々な要因から進行している。
　また、子どもと子育てをめぐる環境も、共働き家庭の増加や核家族化、親のライフスタイルの変化、地域
とのつながりの希薄化、ゲーム機やスマートフォンの普及等により、著しく変化し続けている。子どもの貧
困や虐待、いじめ等、子どもを取り巻く諸問題も顕在化している。
　一方、本市では、人口増加の傾向が続いており、子どもの人口についても、これからさらに増加すること
が予想される。これまでの子ども・子育て支援の取組みをよりいっそう充実させるとともに、子どもと子育
て家庭を取り巻く諸問題に対応するための、新たな取組みも求められている。

　子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在として認められ、各人の個性が尊重された成長・発達過程が等しく保障
されるべきです。武蔵野市は、子どもと子育て家庭を支え、安心して子どもを産み育てられる環境を整備するととも
に、子どもと子育てを応援するまちの実現を目指します。
（１）子どもの最善の利益を尊重する社会の実現
　子どもは社会の希望であり、子どもと子育て家庭への支援は未来への投資です。子どもの最善の利益を尊重し行動す
る社会を目指します。経済的、家庭的環境に左右されず、一人ひとりの個性が尊重されるよう、子ども自身のニーズを
重視した施策を展開し、未来ある子どもたちが希望を持ち健やかに過ごせるまちづくりを進めます。
（２）子どもを安心して産み育てられる社会の実現
　父母・保護者には子育てについての第一義的責任があるという基本的認識の下に、行政や教育・保育・子育て支援施
設、地域団体・ＮＰＯなどが連携・協力して、妊娠・出産期からの切れ目のない支援を行う社会的責任を果たし、安心
して産み育てられる環境を整備し、子育てしやすいまちづくりを進めます。
（３）子ども・子育てを応援するまちの実現
　次代を担う子どもたちを健全に育成することを地域社会全体で共有することが必要です。市民、企業や店舗、子ど
も・子育て関係団体など、多様な主体による事業を展開し、地域社会全体で子どもと子育てを応援するまちの実現を目
指します。
（４）子どもの「生きる力」を育む
　子どもは、様々な環境と関わり、経験を積み重ねることで、身近な社会生活、生命及び自然に対する興味が養われ、
「生きる力」を身に付けます。
　子どもが、遊びや体験を含めた様々な学びにより、新しい時代に必要となる資質・能力を育み、自ら課題に気づき、
他者と協働しながら課題を解決していく力を身に付けられるよう、多様な施策を推進します。

１　子どもと子育て家庭を包括的に支援する体制の整備
２　児童発達支援センターによる子どもの発達支援の強化
３　子どもの貧困対策の推進
４　児童虐待・養育困難家庭への支援の強化
５　産後ケア（宿泊型・日帰り型）事業
６　希望する保育施設に入所できる施策の推進
７　保育の質の維持・向上のための取組み
８　子どもの医療費助成の拡充
９　子ども・子育て支援施設のあり方検討
10　生きる力を育む幼児教育の振興
11　中学生・高校生の居場所の検討
12　英語教育の充実
13　武蔵野市民科の実施
14　不登校児童生徒の多様な学びの場のあり方の検討と確保
15　武蔵野市立小中学校における働き方改革の推進
16　学校改築の計画的な推進

計画名称 第五次子どもプラン武蔵野（令和２～６年度） 計画期間 令和２年度～令和６年度 所管部署 子ども家庭部 子ども子育て支援課
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　前計画の改訂計画。
　社会情勢の変化、第３期教育振興基本計画の策定（平成30年）、小・中学校学習
指導要領の改訂（平成29年）等の趣旨を踏まえながら、本市の学校教育の現状と課
題を整理するとともに、目指す方向性を明らかにすることを目的とする。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年２月）

該当施策名及び該当ページ
４　子どもの「生きる力」を育む　P67
５　教育環境の充実と学校施設の整備　P70

根拠法等の有無及びその名称 教育基本法　第17条第２項【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

第３期教育振興基本計画（国）

分野 ２ 子ども・教育

現計画の対象期間 令和２年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第三期武蔵野市教育基本計画（仮称）策定委員会
策定期間：平成30年７月～令和元年12月（10回開催）

策定委員の構成
学識経験者５名、市立小・中学校長各２名、ＰＴＡ代表２名、青少年問題協議会地
区委員会代表１名、開かれた学校づくり協議会代表１名、公募市民２名、教育部長
計14名

市民意見の反映方法

①計画策定の基礎資料とするため「子ども生活実態調査」「教員アンケート調査」
を実施した。
② 策定委員に公募市民を含めた（２名）。
③ 中間まとめに対する市民説明会及びパブリックコメントを実施した（延べ75人
367件）。

基
礎
情
報

計画名称 第三期武蔵野市学校教育計画

所管部署 教育部 教育企画課、指導課、教育支援課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成21年度

計画策定の背景・目的
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33小学校自校給食調理施設の整備

34児童増・災害・老朽化に対応した学校施
設の改修

35ICT化の推進

30学校の福祉的機能の充実

⑨未来を見据えた学校の整備 31学校改築の計画的な推進

32新学校給食桜堤調理場の整備

27学校運営の中核となる教員の育成

⑧学校がプラットフォームとなる
地域との協働体制の構築

28学校・家庭・地域が目標を共有した学校
協働体制の構築

29文化・芸術活動の充実

22運動習慣の定着や体力の向上、健康教育
の取組

23食育の推進

⑦学校に好循環を生み出す取組の
充実

24武蔵野市立小・中学校における働き方改
革の推進

25持続可能な部活動の実施に向けた取組

⑥健康で安全な生活の実現 21安全・安心な学校づくり

16交流及び共同学習の推進(再掲)

17スクールソーシャルワーカーと家庭と子
どもの支援員の配置拡充

18不登校児童・生徒の多様な学びの場のあ
り方の検討と確保

26主体的・対話的で深い学びの実現に向け
た教員研修の実施

９長期宿泊体験活動（セカンドスクール・
プレセカンドスクール）の実施

④多様な人々が共に生きる社会の
担い手としての資質・能力の育成

10人権教育の推進

11道徳教育の推進

19切れ目のない相談支援体制づくり

20帰国・外国人教育相談室による支援の充
実

５情報通信技術(ICT)を活用した授業の推進

６論理的思考・プログラミング的思考の育
成

現
計
画
の
中
身

施策の体系

施策 主要な取組

①言語能力の育成 １言語活動の充実

２英語教育の充実

②情報活用能力の育成 ３学校図書館の活用

12交流及び共同学習の推進

⑤一人一人の教育的ニーズに応じ
た指導・支援の充実

13いじめの防止に向けた取組

14特別支援教室(通級)の体制整備

15特別支援学級(固定学級)の今後のあり方
の検討

③市民性に関わる資質・能力の育
成

７武蔵野市民科の実施

８キャリア教育の充実

４情報モラル教育の実施
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

①新学習指導要領への対応
　「社会に開かれた教育課程」の理念のもと、「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「学びに向かう
力・人間性」という資質・能力を育成するため、「主体的・対話的で深い学び」を推進することが求められ
ている。
②児童・生徒の状況
　特に児童数の増加が顕著である。また、特別支援教室の児童・生徒数も増えており、必要な指導支援体制
が急務である。学力面では概ね良好である。不登校児童・生徒は増加傾向にある。
③家庭・地域の状況
　就労する母親の割合が増えていることなどを含め、学校・家庭・地域の連携のあり方を改めて考える必要
がある。
④学校教職員の状況
　平均在校時間が、正規の労働時間を大幅に上回っており、働き方改革が急務である。
⑤学校施設の状況
　築45年以上の学校が４分の３を占め、計画的な改築を進める必要がある。

基本理念：自ら人生を切り拓き、多様な他者と協働してよりよい未来の創り手となる力を育む

○本市で育つ子どもたちは、これからの社会を支えていく大切な存在です。子どもたちは、一人一人が輝く
様々な可能性を秘めています。そして、本市が大切にしてきたコミュニティを支える一員でもあります。
○これからの社会では、一人一人に、自己の能力を最大限に生かし、自分の意見や意思をもって考え、自ら
判断し、自ら行動することが求められます。
○本市では、このような力を子どもたちに育成するため、今までも大切にしてきた「生きる力」を育む教育
を一層推進するとともに、子どもたち一人一人が様々な変化に主体的に向き合い、他者と協働して課題を解
決していく力等を十分に身に付けられるよう、教育活動を展開します。
○このような教育活動を通して、生涯学び続け、自らの人生を切り拓き、多様な他者と協働しながら、より
よい社会と未来の創り手となる力を子どもたちに、育んでいきます。

〇英語教育の充実
〇武蔵野市民科の実施
〇人権教育の推進
〇交流及び共同学習の推進
〇特別支援教室（通級）の体制整備
〇スクールソーシャルワーカーと家庭と子どもの支援員の配置拡充
〇不登校児童・生徒の多様な学びの場のあり方の検討と確保
〇切れ目のない相談支援体制づくり
〇武蔵野市立小・中学校における働き方改革の推進
〇主体的・対話的で深い学びの実現に向けた教員研修の実施
〇学校・家庭・地域が目標を共有した学校協働体制の構築
〇学校改築の計画的な推進
〇新学校給食桜堤調理場の整備

計画名称 第三期武蔵野市学校教育計画 計画期間 令和２年度～令和６年度 所管部署
教育部 教育企画課、指導

課、教育支援課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和９年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市学校施設整備基本計画策定委員会
策定期間：平成27年６月から令和２年２月まで（17回開催）

策定委員の構成

学識経験者３名、市立小・中学校長各１名、ＰＴＡ代表２名、青少年問題協議会
地区委員会代表１名、開かれた学校づくり協議会代表１名、コミュニティ研究連
絡会代表１名、民生児童委員協議会代表１名、総合政策部長、財務部長、教育部
長
計14名

市民意見の反映方法

① 中間のまとめに対するパブリックコメントを実施した（平成29年４月）。
　（意見92件）
② 素案に対する市民説明会、関係団体ヒアリング及びパブリックコメントを実施
した（令和元年12月）。（延べ72人　265件）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市学校施設整備基本計画

所管部署 教育部教育企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和元年度

計画策定の背景・目的
連続して更新期を迎える学校施設について、着実かつ計画的に更新できるよう、
今後20年間余を見据えた目指すべき学校施設の基本的な方向性と、具体的な施設
の整備方針および標準的な仕様を定める。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年３月）

該当施策名及び該当ページ
５　教育環境の充実と学校施設の整備
 (4)　学校改築の着実な推進と安全・安心かつ適切な施設環境の確保 P71

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

第三期武蔵野市学校教育計画
武蔵野市公共施設等総合管理計画

分野 ２ 子ども・教育

－34－



現
計
画
の
中
身

施策の体系

○計画・設計の具体的事項
１　施設規模
(1)普通教室
(2)面積
(3)校舎（諸室面積基準）
(4)校舎以外

２　施設の配置と整備方針
(1)共通事項
　学校の適正規模
　標準的な仕様・コスト
　環境性能
(2)個別事項
(3)管理区分

○整備スケジュールと費用の見通し
１　整備スケジュール
(1)改築順序の基本的な考え方
(2)劣化状況調査結果
(3)具体的な改築順序

２　事業費（現段階の参考試算）について

○整備の進め方
１　推進体制の確立
(1)改築懇談会（仮称）の設置
(2)庁内体制

２　計画的な整備の実施
(1)改築の手順
(2)工程と期間
(3)議論の進め方

３　整備後の評価と次校整備への反映、本計画の見直し
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１　老朽化への対応
２　児童生徒数の推移と今後の推計
３　財政の現状と今後の予測
４　標準的な施設整備水準の確保
５　新たな教育的ニーズへの対応
６　学校施設を取り巻く環境の変化
７　建築上の制約条件の変化への対応

１　学習や教育の変化に対応し、主体的・対話的な学びができる施設
　ア　多様な学習形態を可能とする教室・教室まわり／イ　主体的な学習活動を支援するラーニング・コモンズの
　整備／ウ　ＩＣＴ環境の充実／エ　教科教育の充実のための特別教室・特別教室まわり／オ　学校環境の変化に
　柔軟に対応できる施設計画／カ　インクルーシブ教育システムの構築に資する施設

２　安全でゆとりのある施設
　ア　ゆとりと潤いのある生活の場／イ　健康に配慮した計画／ウ　体力向上のための十分な運動用空間の確保／
　エ　自然災害に対する安全性の確保／オ　安全・防犯への対応／カ　バリアフリーな施設／キ　環境との共生／
　ク　自校調理施設の整備／ケ　カウンセリング充実のための施設

３　地域のつながりを育てる施設
　ア　学校・家庭・地域の連携・協働を支える施設／イ　地域における児童福祉の場となる施設／ウ　地域の避難所
　となる施設／エ　複合化への対応／オ　学校開放（多機能化）のための施設環境の整備／カ　地域に調和し愛される
　施設

４　学校施設の機能・性能の維持・向上

施設の建築年数を基本に、必要に応じ施設の劣化状況なども総合的に考慮し、改築順を決定。
以下の条件に該当する学校を改築の第１グループと位置づけ、具体的な改築年次を決定し、その他の学校については、
計画改定時に改築順を決定するものとした。
　①最も古い校舎棟が築50年超で、次の計画改定までに築後60年超となる
　②劣化状況調査結果で改築を検討すべき項目がある
改築第１グループの以下の学校について、具体的な改築年次案を記載
第五中学校、第一中学校、第五小学校、井之頭小学校、第六中学校、第二中学校、第二小学校、境南小学校

計画名称 武蔵野市学校施設整備基本計画 計画期間 令和２年度～令和９年度 所管部署 教育部教育企画課
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現計画の対象期間 令和元（平成31）年度～５年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第二期武蔵野市産業振興計画策定委員会
・第二期武蔵野市産業振興推進本部：策定委員会や関係機関との連絡調整を行いな
がら庁内における横断的連携体制を構築し、計画の進行管理をするために設置
・平成29年度に事前調査として、市民意向調査、事業所調査、来街者調査、産業振
興基礎調査を実施
策定期間：平成30年度

策定委員の構成
第二期武蔵野市産業振興計画策定委員会（計12名）
学識経験者、商工業関係者、農業関係者、市内に存する金融機関を代表する者、市
内に存する株式会社等を代表する者、公募による市民、市民部長

市民意見の反映方法
・公募市民の参画
・中間報告のパブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 第二期武蔵野市産業振興計画

所管部署 市民部 産業振興課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成25年度

計画策定の背景・目的

　本市で行ってきた計画行政によるまちづくりは、地域生活を支える事業者等の知恵や努
力、市民のまちへの愛着や理解、協力が大きく寄与し、生産機能や生活機能の向上などの
好循環を育んできた。しかし、昨今の市内の現況を鑑みると、高齢化や競争激化などの状
況変化により、これからもこのような経済循環のバランスを保っていくことは、困難とな
ることが予想される。
　このような状況にある中、今後、市内における産業活動を促進していくことが必要であ
るという認識のもと、産業全体を俯瞰した戦略的な方針を定め、施策を総合的に推進する
ための武蔵野市産業振興計画を策定するに至った。

現計画の策定時期 平成30年６月～平成31年３月

該当施策名及び該当ページ ７ まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興 P.83、84

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３ 平和・文化・市民生活
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

基本理念：”まちの魅力”を高め”豊かな暮らし”を支える産業の振興

基本目標１　武蔵野市の魅力や価値を高める産業振興
　（１）武蔵野の特性を活かした産業振興
　　　★①武蔵野市の魅力や価値を高める発信
　　　　②駅周辺への新規産業の誘致・育成
　　　★③産業と福祉の連携
　　　★④都市農業の振興と農地の保全
　　　★⑤コンテンツを活かした事業連携への取組み
　（２）都市観光の推進
　　　　①来街者を集める魅力的なイベント等への支援
　　　　②武蔵野市ならではの魅力的な店舗を活かしたイベントや発信の検討

基本目標２　地域生活を支え合う産業振興
　（１）生活を支えるサービス(飲食業・小売業・サービス業等)の維持・発展
　　　　①魅力ある店舗の支援
　　　　②商店街や大型店の広域連携の支援
　　　　③商店街の環境整備の推進
　　　　④空き店舗等への出店支援体制の検討
　（２）市民ニーズ等に対応したサービスの充実
　　　　①高齢者等の買い物支援策の検討
      　②民間サービスを活用した子育て支援策の検討

基本目標３　都市の活力を担う産業振興
　（１）３駅圏ごとの特性に応じたまちづくり
　　　　①吉祥寺駅周辺
　      ②三鷹駅周辺
      　③武蔵境駅周辺
      　④安全・安心のためのまちづくり
　（２）産業基盤の安定化の推進
　　　★①むさしの産業サポートネット(仮称)の設立
　　　　②女性・若者の創業支援
　　　　③高齢者の創業支援
　　　　④事業承継支援
　　　　⑤市制度融資や補助金のあり方の見直し
　　　　⑥市内産業に関する定期的な調査の実施

基本目標４　情報化や国際化に対応した産業振興
　（１）情報化への対応
　　　★①キャッシュレス決済等ＩＣＴ化への支援
　　　　②ＩＣＴ技術導入を支援する制度融資の検討
　　　　③サイバーセキュリティ等への対応
　（２）国際化への対応
　　　　①情報収集と相談窓口の設置
　　　　②外国人労働者の増加に対する対応の検討

基本目標５　武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興
　（１）新しい働き方への対応
　　　★①ワーク・ライフ・バランスの市民や事業者向けの啓発
　　　　②女性・若者の雇用・就労支援
　　　　③高齢者の雇用・就労支援
　　　　④障害者等の雇用・就労支援
　　　　⑤外国人労働者の増加への対応
　（２）人材の育成と活用
　　　　①商工会議所等と連携した経営支援の強化
　　　　②大学生の活躍の場づくり

 ※重点事業は★印で示している。
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

（１）武蔵野市の魅力や価値を活かした産業振興
　本市の独自性を発揮していくために、本市の魅力を活かし、さらに高めていく産業振興を図っていく。
（２）３駅圏ごとの特性と課題を踏まえた産業振興
　市民や来街者、事業者の新しいニーズをとらえながら、本市の魅力である個性や多様性を継承していく。
（３）コンテンツを活かした新しい事業連携への取組み
　アニメに限らず、ものづくりやデザイン、アートに関わる事業者やクリエイターが多数活動していること
から、これらのコンテンツを活用し、新しい事業連携への取組みを図っていく。
（４）地域生活を支えるサービスの充実
　住む場所、暮らす場所としての魅力を維持し、地域内での消費を喚起していくために、地域生活を支える
サービスの充実を図っていく。
（５）情報化・国際化社会への対応
　小規模事業者も含めて、セルフレジ、ＱＲコード決済、キャッシュレス決済への対応など、事業者の電子
化対応等を図り、情報化社会に備える。
（６）市内産業を支える人材の育成と支援
　多様な人材の就労や、新たな事業の参入にむけて、専門家や関係団体との連携を踏まえたハード・ソフト
の両面からの環境づくりを図る。

基本理念：「”まち”の魅力を高め　”豊かな暮らし”を支える　産業の振興」

基本理念に基づき、以下４点を基本目標とする。
（１）「武蔵野市の魅力や価値を高める産業振興」
 多様な人々に選ばれる武蔵野市であり続けるために、地域の個性を活かし発信しながら、個々の期待に応え
た産業の振興を図る。
（２）「地域生活を支え合う産業振興」
 子どもから高齢者までが安心して暮らすことができ、住んでいる地域に誇りと愛着を持ち続けられるよう、
個性ある店舗や飲食店をはじめ日常生活を支える身近な産業の振興を図る。
（３）「都市の活力を担う産業振興」
　新たな企業の進出や創業を誘発するハード・ソフトの展開等を図るとともに、既存事業の承継にむけた支
援制度を検討する。
（４）「情報化や国際化に対応した産業振興」
　市内事業者のＩＣＴ化やグローバル化への取組みに対し、将来にわたり競争力を保てるよう支援してい
く。
（５）武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興
　多様な人材が、心地よく働き続けることのできる環境の整備や、働くことを希望する市民を支援する開か
れた産業の振興を図る。

　基本目標の中から、以下の事業に重点的に全市で取組んでいく。
　
　基本目標１「武蔵野市の魅力や価値を高める産業振興」
　■武蔵野市の魅力や価値を高める発信
　■産業と福祉の連携
　■都市農業の振興と農地の保全
　■コンテンツを活かした事業連携への取組み
　
　基本目標３「都市の活力を担う産業振興」
　■むさしの産業サポートネット(仮称)の設立

　基本目標４「情報化や国際化に対応した産業振興」
　■キャッシュレス決済等ＩＣＴ化への支援

　基本目標５「武蔵野市内で働く多様な人材による産業振興」
　■ワーク・ライフ・バランスの市民や事業者向けの啓発

計画名称 第二期武蔵野市産業振興計画 計画期間 令和元（平成31）年度～５年度 所管部署 市民部 産業振興課
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該当施策名及び該当ページ ５　豊かで多様な文化の醸成　（３）都市観光の推進　P80

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市産業振興計画

分野 ３ 平和・文化・市民生活

この計画が初めて策定された
時期

平成19年度

計画策定の背景・目的

国の観光立国推進基本法制定（平成18年12月）や、都の東京都観光産業振興プラン策定
（平成19年３月）などの国や都の観光振興施策の推進に合わせ、本市でもまちの魅力と集
客力の向上、商業・サービス業などへの支援につながる施策として、新たに「観光」とい
う視点を取り入れ、武蔵野市第五期長期計画・調整計画を上位計画、武蔵野市産業振興計
画（平成26年策定）を中位計画として、観光施策を総合的に実施するため策定した。

現計画の策定時期 平成28年度

現計画の対象期間 平成29年度～平成38年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

　策定主体：武蔵野市観光推進計画策定委員会
　期間：平成28年７月～平成29年３月

策定委員の構成
　武蔵野市観光推進計画策定委員会(計12名）
　市民部長、学識経験者、商工業関係者、
　NPO等市民団体関係者、公募市民

市民意見の反映方法 　パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 第二期武蔵野市観光推進計画

所管部署 市民部 産業振興課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

１ 第二期武蔵野市観光推進計画の目的と位置付け
（１）都市観光とは
（２）武蔵野市のこれまでの取り組み
（３）武蔵野市の観光を取り巻く状況変化
（４）計画改定の視点
（５）武蔵野市における観光推進の目的
（６）第二期武蔵野市観光推進計画の位置付け
（７）第二期武蔵野市観光推進計画の期間
２ 武蔵野市の観光の特徴と課題
（１）武蔵野市の観光の特徴
（２）武蔵野市の観光の課題
３ 武蔵野市の観光が目指す姿
（１）武蔵野市の観光が目指す姿
（２）数値目標
（３）観光推進の基本的な方向性
４ 観光推進の方策
（基本方針１）多彩な魅力を守り育てる（啓発、活動支援）
　　１）武蔵野市の魅力の市民への周知（再認識できる場の提供）
　　２）多彩な魅力を保全・創出する市民活動の支援
　　３）個性的な店舗の魅力の活用
　　４）観光の意義や効果を市民に伝える情報発信
（基本方針２）多彩な魅力で惹きつける（魅力向上、誘致）
　　１）魅力あるコンテンツの創造
　　２）他地域との連携強化
　　３）情報発信の強化
　　４）東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした外国人
　　　　観光客の誘致強化
　　５）MICE誘致
　　６）武蔵野市の多彩な魅力を磨くための情報分析と戦略構築
（基本方針３）多彩な魅力に親しみやすくする（受け入れ環境整備）
　　１）もてなす人材の育成
　　２）観光客の安全・安心の向上
　　３）交通環境の整備
　　４）誰もが快適に過ごせるまちづくりの推進
５ 重点プロジェクト
（重点プロジェクト１）国際的スポーツイベントを契機とした観光推進
（重点プロジェクト２）市民や学生が参画しやすい観光まちづくりの推進
（重点プロジェクト３）来街者を呼び込むための既存イベントの魅力アップ
６ 観光推進計画の推進体制
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

武蔵野市は、住みたいまちとして高い評価を受けているが、これはさまざまな要素が積み重なりまちの魅力
を複合的に高めてきた結果である。市民、事業者など都市に関わる人々がまちをよりよくするためにさまざ
まな活動をすることで、都市は多くの魅力を持つことになる。少子高齢化社会の中で地域の活力を維持する
ためには、他の地域から人をひきつけ、呼び寄せることが重要となる。このことから、新たに都市観光の視
点からのまちづくり、及びまちの魅力の発見・発信といった観光施策を総合的に推進する必要がある。

（基本方針１）多彩な魅力を守り育てる（啓発、活動支援）

（基本方針２）多彩な魅力で惹きつける（魅力向上、誘致）

（基本方針３）多彩な魅力に親しみやすくする（受け入れ環境整備）

特に計画期間前半で重点的に取り組むべきテーマ
（重点プロジェクト１）国際的スポーツイベントを契機とした観光推進

（重点プロジェクト２）市民や学生が参画しやすい観光まちづくりの推進

（重点プロジェクト３）来街者を呼び込むための既存イベントの魅力アップ

計画名称 第二期武蔵野市観光推進計画 計画期間 平成29年度～平成38年度 所管部署 市民部 産業振興課
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該当施策名及び該当ページ
７　まちの魅力を高め豊かな暮らしを支える産業の振興
（２）農業の振興と農地の保全 P84

根拠法等の有無及びその名称 農業経営基盤強化促進法　第６条【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市産業振興計画

分野 ３ 平和・文化・市民生活

この計画が初めて策定された
時期

平成11年度

計画策定の背景・目的

本市では、本市の農業発展の基本目標を示し、長期的視野に立って農業振興施策を進める
ため、農業経営基盤強化促進法第６条に基づく基本構想として平成11年10月に「武蔵野市
農業振興基本計画」を策定した。
前後して、国の「農業基本法」の大幅見直し（11年７月）、「食料・農業・農村基本法」
の制定、「食料・農業・農村基本計画」の策定（12年３月）、東京都の「東京農業振興プ
ラン」の策定（13年12月）があり、さらに国が17年３月に「食料・農業・農村基本計画」
を変更し、本市の計画も国、都の計画と整合性を図る必要が生じた。また、本市の第四期
基本計画の期間が17年度から26年度であることから、農業振興基本計画も期間を合わせる
ことが望ましいとされ、計画期間途中の17年度に見直しを行い、新たに18年度から27年度
を計画期間とする武蔵野市農業振興基本計画を策定した。
本計画の期間は、平成18年度から27年度の計画であるが、５年後に実施状況を検証し、計
画の見直しを行うこととしている。また、農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴い、計
画を改定する必要が生じたため23年度に改定を行った。
本計画はこのように都市農業を取り巻く環境の変化に対応し、前計画の達成状況を踏ま
え、平成28年度から平成37年度までの10年間を見据えた新たな武蔵野市農業振興計画とし
て策定した。
加えて、令和３年度には、平成27年度の計画策定から現在までの本市農業を取り巻く状況
の変化や、その間に改正・施行された法制度への対応等を盛り込むことを目的に改定（中
間見直し）を行った。

現計画の策定時期 平成27年度策定、令和３年度改定（中間見直し）

現計画の対象期間 平成28年度～令和７年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市農業振興基本計画策定委員会
期間：平成27年６月～平成28年３月
改定主体：武蔵野市農業振興基本計画見直し検討委員会
期間：令和３年７月～令和４年３月

策定委員の構成

武蔵野市農業振興基本計画策定委員会
（武蔵野市農業振興基本計画見直し検討委員会も同じ）
農業委員会会長、農業委員、学識経験者、公募市民、農業関係者、農業団体職員、
東京都職員、市民部長

市民意見の反映方法
農家向けアンケート調査
市民向けアンケート調査
パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市農業振興基本計画＜令和３（2021）年度改定版＞

所管部署 市民部 産業振興課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

(１) 農地の保全
①　生産緑地及び特定生産緑地の保全と追加指定の推進
②　宅地化農地の保全
③　都市農地貸借円滑化法を活用した農地の保全
④　生産緑地買取・活用支援事業の研究
(２) 都市農地の多様な機能の発揮
①　防災機能の発揮
②　農業景観の保全
③　都市環境の維持・確保
④　生物多様性の保全
⑤　農業体験の支援及び推進
⑥　農福連携の推進
(３) 人と環境にやさしい農業の推進
①　安全で新鮮な農産物の生産と提供に向けた支援
②　ＳＤＧｓを意識した環境保全型農業の推進
③　農あるまちづくりの推進
(４) 食と農の教育
①　農を通しての食育の推進
②　農業体験機会の充実
(５) 農業の伝統・文化の保存と継承
①　農業を通じた伝統・文化の継承
②　品評会の実施
(６) 地産地消及び多様な販売方法の推進
①　顔の見える農産物の生産支援
②　高付加価値化の推進
③　直売体制の改善支援
④　学校給食における活用支援
⑤　他産業との連携の推進
⑥　ふるさと応援寄附の活用
(７) 経営感覚に優れた農業者の育成
①　認定農業者・都市型認定農業者及び認定新規就農者の育成・支援
②　女性農業者の参画の推進
③　他地域の農業者との交流促進
④　職としての魅力を高める
(８) 農業後継者と多様な担い手の確保と育成
①　後継者の育成・支援
②　援農ボランティア等の育成・活用
(９) 安定した農業経営確立の支援
①　施設・設備・機械化の支援
②　農作業の省力化の支援
③　消費者との交流の推進
④　生産性の向上支援
⑤　農業経営確立の支援
⑥　国・都・農業関係団体との連携
(10) 情報発信の充実
①　様々な媒体を活用した広報活動のさらなる推進
②　直売情報の提供
③　観光情報の提供
④　都市農業・農地に係る法制度等の啓発
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

現代の農業を取り巻く環境は、輸入農産物の増加に伴う収益性の悪化や農業者の高齢化など、一層厳しさを
増しています。一方で都市農業においては、これらに加え、都市化の影響や農家の相続などを契機とした農
地の減少など課題を抱えながらも、都市農地を保全すべきとの声が広がっており、農業・農地を生かしたま
ちづくりなど市民の期待は高まっています。
計画策定にあたり集約した課題は以下のとおり。
（１）農地の保全
（２）担い手の育成
（３）安全・安心の取り組み
（４）農業に対する市民理解の促進
（５）地産地消の推進
（６）販売方法の多様化
（７）安定した農業経営の確保
（８）国、都、関係機関・団体との連携

※令和３年度の改定（中間見直し）においても上記は変更なし。

市民の豊かな生活を彩る　安全・安心武蔵野農業
・市民生活を支える都市農地の保全をはかる
・市民生活を豊かにし、市民とふれあう農業を築く
・やりがいのある農業経営を進める

※令和３年度の改定（中間見直し）においても上記は変更なし。

( 1 ) 農地の保全
( 2 ) 人と環境にやさしい農業の推進
( 3 ) 市民とふれあう農業の推進
( 4 ) 経営感覚に優れた農業者への支援

※令和３年度の改定（中間見直し）においても上記は変更なし。

計画名称 武蔵野市農業振興基本計画＜令和３（2021）年度改定版＞ 計画期間 平成28年度～令和７年度 所管部署 市民部 産業振興課
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現計画の対象期間 令和４年度～令和11年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第二期武蔵野市市民活動促進基本計画策定委員会の報告を受けて、市長
が策定
任期：令和３年４月27日～令和４年3月31日（計11回開催）

策定委員の構成

（1）学識経験者　２名
（2）市民活動関係者　４名
（3）公募による者　２名
（4）行政関係者　１名
　計９名

市民意見の反映方法

（1）策定委員会に公募市民を含めた
（2）中間まとめの市民説明会による意見聴取
（3）中間まとめへのパブリックコメントの実施
 (4) 市民活動団体実態調査の実施

基
礎
情
報

計画名称 第二期武蔵野市市民活動促進基本計画

所管部署 市民部 市民活動推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成23年度（平成18年度に策定された「武蔵野市ＮＰＯ活動促進基本計画」を引
継）

計画策定の背景・目的

　平成24年に「武蔵野市市民活動促進基本計画」（以下「第一期計画」という。）を策定
し、「武蔵野市ＮＰＯ活動促進基本計画」（平成19～23年度）を引き継ぎ、市民活動を促
進するための基本的な考え方を示した。計画期間（平成24～33年度）が半ばを迎えた平成
29年に改定し、「武蔵野市市民活動促進基本計画改定計画」（以下「第一期改定計画」と
いう。）を策定した。
　第一期計画及び第一期改定計画の策定以降、少子高齢化、環境問題の深刻化、情報通信
技術（ＩＣＴ）の急速な発展などによって、人々のライフスタイルや価値観には大きな変
化が生じ、特に新型コロナウイルス感染症の感染拡大は市民活動に大きな影響を与え、今
後の市民活動促進のあり方について、あらためて検討し直すことが求められた。
　これらの各種の社会情勢の変化など、市民活動を取り巻く状況の変化を踏まえ、本市に
ふさわしい市民活動促進のあり方の方向性を示すために「第二期武蔵野市市民活動促進基
本計画」を策定したものである。

現計画の策定時期 令和３年度（令和４年３月）

該当施策名及び該当ページ
３ ４ 地域社会と市民活動の活性化 P.78
６ １ 市政運営への市民参加と多様な主体間の柔軟な連携と協働の推進 P.60

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３　平和・文化・市民生活、６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

■基本施策１：市民活動のきっかけづくり
　1-1　市民活動に触れる機会の充実
　　①市民活動への関心を促す講座・イベント等の実施
　　②教育機関等と連携したボランティア意識の醸成
　　③対象者の技能・特性に応じた市民活動への参加促進
　1-2　多様な媒体による情報提供
　　①市民活動に関する情報発信体制の拡充
　　②ソーシャルメディアの活用
　　③地域の魅力・人材・課題等の多様な情報の発信

■基本施策２：多様な市民活動を支援する施策の充実
　2-1　広報・情報発信の支援
　　①情報発信力の強化に向けた支援
　　②ICTの活用支援
　　③多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備
　2-2　活動の拠点・場所の支援
　　①市民活動で利用可能な施設等についての情報提供
　　②活動拠点としての公共施設における設備の拡充
　2-3　財政的な支援
　　①各種補助金制度の見直しと改善
　　②民間の助成金や融資制度等に関する情報提供
　2-4　学びの機会の提供
　　①活動のノウハウ等に関する学びの機会の提供
　　②地域や社会全体の課題に関する学びの機会の提供
　2-5　相談・コーディネート機能の充実
　　①相談・コーディネートに関する機能・体制の充実
　
■基本施策３：市民活動の基盤の充実
　3-1　武蔵野プレイス及びコミュニティセンター等の活動拠点施設の機能充実
　　①多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備【2-1③再掲】
　　②活動拠点としての公共施設における設備の拡充【2-2②再掲】
　　③相談・コーディネートに関する機能・体制の充実【2-5①再掲】
　　④施設相互の機能連携の強化
　3-2　ICT活用の活動環境の整備
　　①公共空間における通信環境の整備
　　②オンライン環境を効果的に活用できる体制の整備
　　③オンラインを活用した取組みの拡充
　
■基本施策４：多様な主体による連携と協働の推進
　4-1　連携・協働に向けたネットワークづくり
　　①連携・協働に関する情報提供
　　②連携・協働に向けた交流の促進
　　③多様な市民活動情報にアクセスしやすいシステム整備【2-1③、3-1①再掲】
　4-2　連携・協働に向けた体制の強化
　　①連携・協働の意識の共有
　　②コーディネート機能の充実
　　③連携・協働の取組みの推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

(1)　市民活動への新たな参加の促進
　　市民活動の継続のための課題として、多くの団体が担い手の確保（スタッフの増強）を挙げている。設立から年数
を経ている団体ほどその傾向が強く、活動の中心的な担い手の高齢化と固定化が課題となっている。
(2)　市民活動に関する相談・コーディネート機能の充実
　　市民活動団体には他団体との連携・協働を深めたいという一定のニーズがあり、また求めているアドバイスの内容
も多岐にわたっている。一方で、第一期改定計画の取組みの評価では、コーディネート機能向上の取組みの展開や専門
的な相談対応などについて課題が示唆されている。
(3)　市民活動の主体の状況に応じた各種支援の充実
　　活動継続の課題として、多くの団体がスタッフ増強、資金確保、広報、活動拠点を挙げている。とはいえ、団体の
種別ごとに重点課題は異なっている様子が見受けられ、ICT等の利活用の状況にも差異がうかがえる。
(4)　市民活動の拠点となる施設の機能充実
　　市民活動団体実態調査からは、武蔵野プレイスは市民活動フロアへの満足度が高い一方、全市的な施設として立地
的な課題が示唆されており、これまでの取組みの評価として、他施設との連携・協働などの今後の展開が期待されてい
る。
(5)　連携・協働の推進
　　市ではこれまで市民活動団体の交流を生むイベントやネットワークづくりの取組みを各種行ってきており、市民活
動団体実態調査の結果においても、他団体との連携・協働を深めたいという一定のニーズがうかがえます。これからも
市民活動に関わる団体や個人、大学や企業など、多様な主体どうしの交流・相互理解の機会を効果的に創出していくこ
とが望まれる。

目指す将来像：多様な背景をもつ市民同士が、つながり、共に考え、思いを分かち合い、それぞれの力を発揮して、住
みよい安心なまちづくりに、いきいきと取り組むことができる社会
■基本施策１：市民活動のきっかけづくり
すべての市民が市民活動に最初の一歩を踏み出すきっかけをつくるため、市民活動に対する理解や関心の向上を図りま
す。また、その関心を具体的な参加へとつなげることができるような多様な機会と情報を提供していきます。加えて、
対象者の技能や特性に応じて市民活動への参加を促進し、市民活動の裾野の拡大を図ります。
■基本施策２：市民活動の促進と自律・自立に向けた支援の充実
市民活動をより活性化し、自律・自立した成長・発展を支えるために、各種情報提供の充実を図るとともに、課題解決
につながるような相談体制の充実や活動スキル向上のための機会の提供、財政的な支援等を実施する。
■基本施策３：市民活動の場の活用促進
武蔵野プレイスの有効活用を図るとともに、市民活動の拠点として、また活動同士が出会う場として期待されているコ
ミュニティセンターをはじめとした様々な施設を、市民活動の場として活用する。
■基本施策４：課題解決のための「連携と協働」の推進
市民活動に関する様々な課題を解決していく上で重要となる、多様な主体間の「連携と協働」を推進します。その前提
として必要な交流の機会を確保するとともに、各機関等におけるコーディネート機能の強化を図り、必要な情報の提
供・体制整備等と合わせて行っていくことで、多様な主体による連携・協働の推進を図ります。

重点的な施策・事業の設定なし

計画名称 第二期武蔵野市市民活動促進基本計画 計画期間 令和４年度～令和11年度 所管部署 市民部 市民活動推進課
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現計画の対象期間 令和元年度～令和５年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市男女平等推進審議会
策定期間：平成30年２月～平成31年１月（８回開催）

策定委員の構成
武蔵野市男女平等推進審議会委員（計11名）
　学識経験者、男女平等の推進を目的とする団体が推薦する者、男女平等の推進に
関する機関の職員、公募市民

市民意見の反映方法

①武蔵野市男女平等推進審議会(委員11名　うち公募市民２名）に「第四次男女平
等推進計画の策定」について諮問をし、計画(案)の答申を得た。
②計画案に対するパブリックコメントを実施した（２人　３件）。
③「武蔵野市男女平等に関する意識調査」を実施した（無作為抽出法、対象者数
1,500人（満18歳以上の市民）、調査期間：平成29年10月２日～10月16、郵送によ
る無記名アンケート(WEB回答方式含む)、回収率35.6％）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市第四次男女平等推進計画

所管部署 市民部 市民活動推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成２年度

計画策定の背景・目的

【背景】
・「男女共同参画社会基本法」では「男女共同参画計画」を策定することが市町村の努力
義務とされており、「武蔵野市男女平等の推進に関する条例」では、この計画を策定する
ことを規定している。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活
躍推進法）」では「市町村推進計画」を策定することが、「配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護等に関する法律（DV防止法）」では「市町村基本計画」を策定することがそ
れぞれ市町村の努力義務とされている。

【目的】
・男女平等を推進する施策を総合的かつ計画的に実施することを目的とする。

現計画の策定時期 平成30年度（平成31年３月）

該当施策名及び該当ページ １ 多様性を認め合い尊重し合う平和な社会の構築 P.73、74

根拠法等の有無及びその名称

武蔵野市男女平等の推進に関する条例第９条【義務】
男女共同参画社会基本法　第14条第３項【努力義務】
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律　第６条第２項【努力義務】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律　第２条の３第３項【努
力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３ 平和・文化・市民生活
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基本目標Ⅰ

男女平等の意識を育むまち

基本施策１　男女平等の意識づくり

基本施策２　男女平等教育の推進

基本施策３　性の多様性を理解し尊重する意識・体制づくり

基本目標Ⅱ　

　 生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち

基本施策１　ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発

基本施策２　職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

基本施策３　子育て及び介護支援の充実

基本施策４　あらゆる分野における女性の活躍の推進

基本目標Ⅲ

人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち

基本施策１　配偶者等からの暴力の未然防止と被害者支援

基本施策２　性に関するハラスメントやストーカー等への対策

基本施策３　特に困難な状況にある人への支援

基本施策４　女性の生涯にわたる健康施策の推進

基本目標Ⅳ　

男女平等推進の体制づくりに取り組むまち

基本施策１　計画推進体制の整備・強化

基本施策２　男女平等の視点に立った表現の浸透

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 市民部 市民活動推進課

　平成31年(2019年)は、国連総会における「女子差別撤廃条約」採択40周年を迎える。日本においては、法
の下では男女の平等はほぼ果たされていると言われているが、依然として、性別役割分担の意識、当該役割
分担が反映された社会慣行、性別等に起因する暴力、政策等への参画格差、賃金格差、教育格差など男女平
等を取り巻く状況は様々な課題が多く残されている。
　「男性は」、「女性は」といった性に関する人々の意識や、結果として男女の差を生んでしまう社会状況
を変えていかなければならない。こうした課題は女性だけのものではなく、男女ともに自分らしく生きるた
めの選択の幅が狭められ、多様性と活力ある社会の実現を阻害する要因となっている。

　すべての人が、互いに人権を尊重し、性別等にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮して、生涯に
わたり、いきいきと暮らせるまちを目指すことを計画の目指す将来像としている。計画の基本理念は、武蔵
野市男女平等の推進に関する条例第３条に基づき次のとおりとしている。(1)人権の尊重、(2)固定的な性別
役割分担意識から自由になること、(3)立案・意思決定の場への平等な参画、(4)ワーク・ライフ・バランス
の実現、(5)生涯にわたる性と生殖に関する健康と権利の尊重、(6)国際的な取組への理解、(7)特に困難な状
況にある人などへの支援、(8)教育や学習の場における意識や態度の形成

基本目標Ⅰ　男女平等の意識を育むまち
　基本施策１　男女平等の意識づくり
　（１）男女平等の意識啓発
　基本施策３　性の多様性を理解し尊重する意識・体制づくり
　 (１)　性の多様性に関する理解の促進

基本目標Ⅱ生活と仕事が両立でき、個性と能力を発揮できるまち
　基本施策１　ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発
　（１)　ワーク・ライフ・バランスの推進に向けた普及・啓発
　基本施策３　子育て及び介護支援の充実
　（１)　子育て支援施策の充実
　基本施策４　あらゆる分野における女性の活躍の推進
　（１)  政策・方針決定の場への女性の参画の促進

基本目標Ⅲ　人権を尊重し、あらゆる暴力を許さないまち
　基本施策１　配偶者等からの暴力の未然防止と被害者支援
　（１）　暴力の未然防止と早期発見
　（２）　相談事業の充実
　基本施策３　特に困難な状況にある人への支援
　（１）　ひとり親家庭等への支援

基本目標Ⅳ　男女平等推進の体制づくりに取り組むまち
　基本施策１　計画推進体制の整備・強化
　（１）　男女平等推進センター「ヒューマンあい」の充実

令和元年度～令和５年度計画名称 武蔵野市第四次男女平等推進計画 計画期間
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この計画が初めて策定された
時期

平成30年11月

現計画の策定時期 平成30年度（平成30年11月）

該当施策名及び該当ページ ５　豊かで多様な文化の醸成　P.79

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 3 平和・文化・市民生活

計画策定の背景・目的

市民や民間事業者等が形成してきた市民文化・都市文化が武蔵野市の魅力を形成してき
たことを踏まえ、芸術文化の振興により、さらにまちの魅力として高めていくために、
今後の市における文化振興の方向性について示し、将来の芸術文化のあり方を市民と共
に考えていくことを目的として、方針を策定した。

現計画の対象期間 平成30年度～令和10年

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

武蔵野市文化振興基本方針策定委員会の報告を受けて、市長が策定。
委員任期：平成29年６月～平成30年９月（計10回開催）

策定委員の構成
学識経験者２名、市立小中学校長会代表、市の文化に関わる事業者６名、公募市
民２名

市民意見の反映方法
パブリックコメントの実施
市民説明会の実施
市民アンケート調査の実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市文化振興基本方針

所管部署 市民部市民活動推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

基本目標
いつでも　誰もが　芸術文化にふれることができ　こころ豊かに　暮らせる　武
蔵野市

方針１
誰もが芸術文化を享受できる機会をつくります
方針２
芸術文化を身近に体験、活動、交流できる環境をつくります
方針３
地域の芸術文化資源を活用し、それを活かすまちにします
方針４
市民、民間企業、NPO、専門家、行政等の文化振興のための連携を進めます
方針５
将来の武蔵野市の芸術文化のあり方を考えていく機会を提供します
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

〇文化施策を取り巻く動向
　「文化芸術基本法」の制定による文化政策における法の基本理念の改正や、「劇場、音楽堂等の活性化に
関する法律」の施行による文化施設に期待される役割の明示のほか、東京オリンピック・パラリンピック競
技大会の開催に向けた東京文化ビジョンの策定等があった。
〇市の成り立ち
〇市の文化をめぐる現状と課題
＜現状＞
①利便性が高く、緑豊かなまち②特色のある３駅圏③多彩な文化関連施設④文化行政において関連団体が果
たしてきた役割⑤市民活動を基軸とした文化⑥民間事業者による文化
＜課題＞
①まちの魅力の維持・向上②文化事業団の芸術文化事業についての評価と課題③施設の老朽化と新たな機能
の必要性

基本的な考え方
～芸術文化に等しくふれることができる機会と環境～
本方針では、芸術文化を、他の様々な活動と同様に、分け隔てなく広く市民に開いていくことを重視しま
す。

～芸術文化の波及効果～
本方針では、芸術文化的な要素や視点を他の様々な分野においても取り入れることによって、既存の手法や
対象を広げたり、新しいことを発見していくことを重視します。

～文化施設に求められる要素や機能～
本方針では、文化振興の観点から、これからの公立文化施設に求められる要素や機能について重視します。

方針を推進するにあたっての取り組み

１　連携のための体制づくり
　　文化振興を具体的に進めていくために、行政と様々な関係者が連携・協働し、よりよい文化行政を実践
していく仕組みを検討するとともに、庁内外での基本方針の共有・浸透、情報収集・蓄積・発信などを行う
ワーキングチームを設置し、他分野と連携していくための体制を構築する。

２　文化事業団の機能の拡充
　文化事業団は、従来の公演事業の実施に加えて、芸術体験・創造型事業の企画や実施、文化振興の担い手
との連携強化など、団体としての機能を拡充していく必要がある。生涯学習振興事業団との合併を含め、期
待される役割を担いうる体制作りを行う。

３　これからの文化施設が担うべき役割と必要な機能に向けて
　方針で示された公立文化施設に必要な要素を各施設に落とし込み、さらなる活用やその手法を検討する。

４　方針に照らした事業等の評価について
　５つの方針を評価の基軸とした評価手法についての研究・検討を行う。中間年の評価をもとに、後半期の
より効果的な事業や体制を検討する。

計画名称 武蔵野市文化振興基本方針 計画期間 平成30年度～令和10年 所管部署 市民部市民活動推進課
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現計画の対象期間 令和４年度～令和13年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市市民部市民活動推進課
策定期間：令和３年12月～令和４年３月

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市コミュニティセンター整備計画

所管部署 市民部市民活動推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和３年度

計画策定の背景・目的

　平成29年２月に策定した「武蔵野市公共施設等総合管理計画」では、すべての
公共施設等を俯瞰する基本的な方針を示すとともに、当該計画に基づく各類型別
の施設ごとの整備計画（類型別施設整備計画の策定を進めることとしている。
　コミュニティセンターについても、築後60年が目途となる施設更新を見据え、
施設整備のあり方を検討していく必要があり、武蔵野市第四期コミュニティ評価
委員会（平成31年３月～令和２年10月）において今後の施設整備や維持管理に求
められる考え方について 検討が行われた。
　本計画は、第四期コミュニティ評価委員会の報告を踏まえ、コミュニティセン
ターがコミュニティづくりにおける地域の拠点としての機能を維持し 、向上させ
ていけるよう、今後のコミュニティセンターの整備方針や年次計画について示す
ことを目的としている。

現計画の策定時期 令和３年度（令和４年３月）

該当施策名及び該当ページ
３　４　地域社会と市民活動の活性化　P.78
５　６　活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり　P.105

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市公共施設等総合管理計画

分野
３  平和・文化・市民生活
５　都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

保全改修のスケジュール
以下のとおり、給排水設備等の保全改修工事を順次実施する予定である。

令和４年度
　・境南コミュニティセンター
　・吉祥寺北コミュニティセンター

令和６年度
　・緑町コミュニティセンター
　・西部コミュニティセンター

令和７年度
　・吉祥寺西コミュニティセンター
　・本宿コミュニティセンター

令和８年度
　・けやきコミュニティセンター

令和９年度
　・御殿山コミュニティセンター

令和10年度
　・桜堤コミュニティセンター
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　コミュニティセンターは、市民によるコミュニティづくりの拠点として 設置され、市民の誰もが自由に
利用出来る多目的施設である。コミュニティセンターでは、施設を運営する地域のボランティアであるコ
ミュニティ協議会が、それぞれコミュニティづくりの事業を自主的に実施している。
　一方、各コミュニティセンターの施設の老朽化に伴う改修やバリアフリー化等については、定期点検等に
基づき状況に応じて実施されている。計画期間中の具体的な大規模改修工事の予定は、施策の体系のとおり
である。
　特に近年では、バリアフリー化の取り組みの一環として順次エレベーターの設置工事を行っており、高齢
の利用者や障害のある利用者であっても、だれもが気持ちよく安全に利用できるコミュニティセンターの実
現に向けて改修工事を進めている。ただし、構造上設置が困難な中央コミュニティセンター及び本町コミュ
ニティセンターへの対応が課題となっている。
　今後は、築後60年の時期を目途に迎える施設更新を見据え、計画的に施設整備のあり方を検討していくこ
とが求められている。

１　コミュニティセンター 全般
　施設配置の基本的な考え方として、他の公共施設との統合（複合化）に特に積極的な意義が見いだせる場
合でなければ、今後も適切に施設の維持修繕を行いながら、16のコミュニティ協議会ごとに施設を維持して
いくこととする。この上で、原則として、学校施設との複合化・多機能化は行わないこととし、学校施設以
外の施設との複合化・多機能化については、双方に利点があるなど積極的な意義が見いだせる場合には、個
別に検討を深めることとする。
　また、コミュニティセンターは、施設としても地域に開かれた公共的な空間である必要があるため、大規
模改修時には、より開かれた諸室の関係や居心地の良い空間づくりの実現を目指していく。さらに、バリア
フリー面の対応について、トイレの仕様、ユニバーサルな案内表示など、誰もが使いやすい施設にするた
め、適宜改修を行っていく。
　一方、コミュニティセンターは災害時には「地域支え合いステーション」としても位置付けられるなど、
地域コミュニティの核となる機能を有しているため、福祉や防災、教育等との連携や、様々な団体の活動や
学校区との関係など
を踏まえて、施設に求められる機能・役割について柔軟に議論を進めていく。
２　特殊事情のある施設
(1) 本町コミュニティセンター
　バリアフリーへの対応のほか、設備の老朽化や前面道路の拡幅等の課題を抱えているため、本町１丁目23
街区地への施設移転について、具体的な検討を進める。
(2) 中央コミュニティセンター
　バリアフリーの課題改善のため、現施設へのエレベーター設置や、シルバー人材センター跡地及び文化会
館駐輪場の敷地活用の可能性を踏まえた増改築等、考えられる対応策を整理し、具体的な検討を行う。
(3) 吉祥寺西コミュニティセンター分館
　建築・設備の大きな問題は生じておらず、適切な維持管理を行うことにより、60年の目標耐用年数まで使
用可能と考えられる。ただし、隣接する第一小学校の将来的な建て替えに当たって、当分館のあり方につい
て再検討の必要性が生じる可能性がある。このため、将来の使用年数については、第一小学校の建替え計画
が具体化する時期において改めて検討するものとする。
(4) 関前コミュニティセンター分館
　令和３年度に実施した躯体の健全度調査の結果、大きな劣化は確認されなかったことから、経過観察を行
いながらから、60年の目標耐用年数まで使用可能と判断することができる。なお、市の出張所及び市営住宅
の集会所の転用による施設という特殊性を踏まえると、目標耐用年数を超える使用のための建替えや大規模
改修は見送る方針が妥当と考えられられる。なお、具体的な使用期限については、目標耐用年数の５年間の
調整期間（築55年間から65年）の範囲で、今後検討するものとする。

計画名称 武蔵野市コミュニティセンター整備計画 計画期間 令和４年度～令和13年度 所管部署 市民部市民活動推進課
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現計画の対象期間 令和４年度～令和13年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市市民部市民活動推進課
策定期間：令和３年12月～令和４年３月

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市文化施設整備計画

所管部署 市民部市民活動推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和３年度

計画策定の背景・目的

　平成29年２月に策定した「武蔵野市公共施設等総合管理計画」では、すべての
公共施設等を俯瞰する基本的な方針を示すとともに、当該計画に基づく各類型別
の施設ごとの整備計画の策定を進めることとしている。
　また、平成30年11月には、「武蔵野市文化振興基本方針」を策定し、市が目指
すべき文化振興の方向性を示した。それに基づき、「武蔵野市文化施設の在り方
検討委員会」（令和元年10月～令和３年３月）において、今後の文化施設の在り
方や活用方法を検討した。
　検討委員会からの提言を踏まえ、文化施設がこれからも求められる機能を発揮
し、市民の生活に潤いや活力を与えるとともに、地域の持続的発展に貢献してい
けるよう、今後の文化施設の整備方針や年次計画を示すことを目的としている。

現計画の策定時期 令和３年度（令和４年３月）

該当施策名及び該当ページ
３　５　豊かで多様な文化の醸成　P.79
５　６　活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり　P.105

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市公共施設等総合管理計画

分野
３ 平和・文化・市民生活
５ 都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

(1)　市民文化会館
　築後37年だが、平成28年度に大規模改修を終えており、施設の維持管理上重要
な部位については、その機能を回復済。ただし、大規模改修時にパッケージ化を
見送った一部の設備については、それぞれの耐用年数や推奨交換時期に応じて、
個別に改修を実施する。
(2)　公会堂
　築後58年であり、今後の施設更新方針を検討する必要がある。今後、有識者会
議を設置し、市民意見を踏まえながら、今後の施設更新方法の検討を具体的に進
める。
(3)　芸能劇場
　築後38年だが、外壁改修、屋上防水改修、給排水管改修工事などを終えてお
り、施設の長寿命化に向けた維持管理を継続する。
　施設の設置目的と現在の施設の利用状況に乖離があり、設置目的を改めるとと
もに、特殊な舞台設備をより一般的な設備へ改修する。
(4)　スイングホール
　築後25年だが、区分所有であるため、適切な維持管理を継続する。
(5)　吉祥寺美術館
　築後49年だが、借家施設であるため、適切な維持管理を継続する。
(6)　松露庵
　築後80年を超え、適切な維持管理が困難になりつつある。今後の施設のあり方
や古瀬公園の利用方法を含め、多面的に検討を行う。
(7)　吉祥寺シアター
　築後17年であり、耐用年数を迎えた設備の更新を行う。
(8)　かたらいの道市民スペース
　築後12年であり、区分所有であるため、適切な維持管理を継続する。
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　文化施策には、第六期長期計画で示された、10年後の目指すべき姿（５つの基本目標）に貢献してくこと
が求められている。これからの文化施設は、これらの目指すべき姿を文化行政で実現してくための施設とし
ていくことが必要である。
　また、劇場・ホールについては、その機能を維持するうえで必要な大規模かつ特殊な設備として、照明・
音響・舞台設備などがある。これらの設備は、施設特性に応じた機能維持のうえで重要であるばかりでな
く、設備不具合による公演中止などによって多額の費用が生じる可能性があり、さらには人命にかかわる事
故につながる危険性も想定しなければならない。

　文化施設全般の設備更新については、工事に要する休館期間の短縮や、費用節減の観点からも、公共施設
保全改修計画における大規模改修とも更新時期の調整を図りつつ、日常的な保守点検の報告などを踏まえ、
安全確保の観点から計画的に対応していく。
　芸能劇場、吉祥寺シアターについては、本計画期間中に、比較的大規模な設備改修・更新を予定する。
　計画期間中に築60年を迎える公会堂については、有識者会議を設置し、市民意見を踏まえながら、今後の
施設更新方法の検討を具体的に進める。
　築後80年を超え、適切な維持管理が困難になりつつある松露庵については、今後の施設のあり方や古瀬公
園の利用方法を含め、多面的に検討を行う。

〇公会堂の更新方針の検討
　令和４年度に有識者会議を設置し、更新方針や、更新後の施設に必要な設えについて意見をいただき、改
修等の基本計画を策定する。
　ホールは市民の発表の場でもあり、引き続き市民文化の交流・発信拠点としての機能を有していくことが
期待されている。エレベーターや誰でもトイレなど、ハード面での課題を解消するとともに、会議室や和室
が代替している控室やリハーサル室などの設置を検討する。
〇松露庵の最終目標耐用年数の検討
　令和３年度に行った劣化状況調査によると、築後80年を迎え、適切な維持管理が困難になりつつある。今
後の施設のあり方や古瀬公園の利用方法を含め、多面的に検討を行い、施設の最終目標耐用年数を決定す
る。

計画名称 武蔵野市文化施設整備計画 計画期間 令和４年度～令和13年度 所管部署 市民部市民活動推進課
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現計画の対象期間 令和４年度（毎年度改定）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

【策定主体】
武蔵野市生活安全条例に基づき設置する武蔵野市生活安全会議が策定主体となり、
関係機関との協議により毎年度計画を策定する。
【期間等】
令和３年10月～令和４年３月（毎年度同時期）

策定委員の構成
武蔵野市生活安全会議：市長（会長）、武蔵野警察署長、武蔵野消防署長、多摩府
中保健所長、武蔵野市消防団長（計５名）

市民意見の反映方法 ―

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市生活安全計画

所管部署 防災安全部 安全対策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成16年度

計画策定の背景・目的

＜背景＞
大阪教育大学教育学部附属池田小学校における児童殺傷事件を契機として、「地域
の安全は自ら守っていくもの」との考えのもとに犯罪の未然防止を目的とした生活
安全条例を平成14年に制定した。同条例の規定に基づき、毎年度生活安全計画を策
定するもの。
＜目的＞
市民生活の安全に関する施策について基本的な事項を定めるとともに、市民及び事
業者等の役割を明らかにすることにより、市民が安心して暮らせるまちづくりの推
進を図る。

現計画の策定時期 令和４年度（令和４年４月）

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　安全・安心なまちづくり　P.77

根拠法等の有無及びその名
称

武蔵野市生活安全条例　第６条【義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３　平和・文化・市民生活
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

重点目標１　子どもに安全・安心なまちづくりの推進
　個別施策１－１　ホワイトイーグルによる市内巡回パトロール
　個別施策１－２　武蔵野市市民安全パトロール隊による地域パトロール
　個別施策１－３　自主防犯組織や事業者との連携強化
　個別施策１－４　安全情報の周知と共有
　個別施策１－５　児童虐待の未然防止と対応力の強化
　個別施策１－６　青少年健全育成事業の充実
　個別施策１－７　子どもの安全・安心を守る取組み

重点目標２　災害に強いまちづくりの推進
　個別施策２－１　建物の耐震化と家具転倒防止対策の推進
　個別施策２－２　ブロック塀等の安全点検・改修の推進
　個別施策２－３　総合的な豪雨対策の推進
　個別施策２－４　火災予防と建物の避難路の確保

重点目標３　自転車利用と生活道路の安全対策の推進
　個別施策３－１　自転車等の交通安全教育の推進
　個別施策３－２　自転車走行空間整備の推進
　個別施策３－３　放置自転車対策の推進
　個別施策３－４　居住者・歩行者の安全性・快適性を考慮した道路整備の推進
　個別施策３－５　ＬＥＤ街路灯の整備

重点目標４　特殊詐欺等の犯罪被害を防止する対策の推進
　個別施策４－１　特殊詐欺被害の防止対策の推進
　個別施策４－２　消費者被害未然防止のための取組み
　個別施策４－３　吉祥寺ミッドナイトパトロール隊による夜間パトロール
　個別施策４－４　街頭防犯カメラの設置促進
　個別施策４－５　建築主に対する防犯設備設置指導
　個別施策４－６　落書き防止対策と美しいまちづくり
　個別施策４－７　防犯に関する市民への啓発の取組み
　個別施策４－８　サイバー犯罪・攻撃による被害の防止

重点目標５　環境浄化の取組みと安心なまちづくりの推進
　個別施策５－１　ブルーキャップによるつきまとい勧誘行為及び客引き行為等の
防止
　個別施策５－２　吉祥寺駅周辺における環境浄化の推進
　個別施策５－３　旅館業者の責務等に関する条例に基づく良好な生活環境の維持
　個別施策５－４　暴力団排除のまちづくり

重点目標６　市民の生命と健康を守るための対策の推進
　個別施策６－１　新型コロナウイルス感染症への対応
　個別施策６－２　熱中症対策の推進
　個別施策６－３　ＡＥＤの有効活用
　個別施策６－４　路上喫煙対策および受動喫煙防止に関する啓発の推進
　個別施策６－５　テロ等を想定した危機管理対策の推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　市内では、刑法犯認知件数は毎年減少し続けており、市民の生命を脅かすような重大な事件・事故等は発
生していない。
　市外では、凶悪事件や重大な交通事故、大規模災害等が発生している。
　新型コロナウイルス感染症の流行等、市民の生命・健康を脅かす新たな脅威が発生している。

　「誰もが安心して暮らし続けられるまち武蔵野市」を実現するため、引き続き、行政、市民、関係機関及
び関係団体が一体となって、市民の安全・安心を守るための取組みを実施していく。
　新型コロナウイルス感染症から市民の生命と健康を守ることを最優先として、感染拡大防止やワクチン接
種、自宅療養者支援等の対策に取り組む。

①子どもに安全・安心なまちづくりの推進
子どもを守るため、引き続き、行政、市民、関係機関及び関係団体が一体となって、安全・安心なまちづく
りを推進していく。

②特殊詐欺被害の防止対策の推進
高齢者を狙った特殊詐欺の被害を未然に防止するため、武蔵野警察署をはじめとする関係機関・団体が連携
しながら対策を推進する。

③新型コロナウイルス感染症への対応
新型コロナウイルス感染症から市民の生命と健康を守るため、感染拡大防止やワクチン接種、自宅療養者支
援等の対策に取り組む。

計画名称 武蔵野市生活安全計画 計画期間 令和４年度（毎年度改定） 所管部署 防災安全部 安全対策課
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現計画の対象期間 令和元年12月～

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

【策定主体】
国民保護法に基づき、武蔵野市国民保護協議会が計画を承認し、東京都が了解した
ものを市長が決定し、議会報告をする。
【策定期間】
平成31年４月～令和元年11月

策定委員の構成
　国民保護協議会の委員の総数は、30人以内。（学識経験者等７名、指定公共機関
７名、指定地方公共機関３名、自衛官１名、消防吏員２名、都職員３名、市長、副
市長２名、教育長、市職員１名、計28名）

市民意見の反映方法 ―

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市国民保護計画

所管部署 防災安全部 安全対策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成18年度

計画策定の背景・目的
　国民保護法第35条の規定に基づき、外国からの武力攻撃や大規模テロの発生時
に、市民の生命、身体及び財産を保護することを目的とし、国・地方公共団体等の
責務、避難・救援・武力攻撃災害への対処等の措置を定めたものである。

現計画の策定時期 令和元年度（令和元年12月）

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　安全・安心なまちづくり　P.77

根拠法等の有無及びその名
称

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第
112号）（国民保護法）第35条【義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３　平和・文化・市民生活
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

第１編　総論
　第１章　武蔵野市の責務、武蔵野市の国民の保護に関する計画の位置づけ、構成
等
　第２章　国民保護措置に関する基本方針
　第３章　関係機関の事務又は業務の大綱等
　第４章　市の地理的、社会的特徴
　第５章　市国民保護計画が対象とする事態
第２編　平素からの備え
　第１章　組織・体制の整備等
　第２章　避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え
　第３章　物資及び資材の備蓄、整備
　第４章　国民保護に関する啓発
第３編　武力攻撃事態等への対処
　第１章　初動連絡態勢の迅速な確立及び初動措置
　第２章　市対策本部の設置等
　第３章　関係機関相互の連携
　第４章　国民の権利利益の救済に係る手続き
　第５章　警報及び避難の指示等
　第６章　救援
　第７章　安否情報の収集・提供
　第８章　武力攻撃災害への対処
　第９章　被災情報の収集及び報告
　第10章　保健衛生の確保その他の措置
　第11章　国民生活の安定に関する措置
第４編　復旧等
　第１章　応急の復旧
　第２章　武力攻撃災害の復旧
　第３章　国民保護措置に要した費用の支弁等
第５編　緊急対処事態（大規模テロ等）への対処
　第１章　初動対応力の強化
　第２章　平時における警戒
　第３章　発生時の対処
　第４章　大規模テロ等の類型に応じた対処
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

①国の基本指針の変更に伴う整合性の確保
②都の国民保護計画の変更に伴う整合性の確保
③市の組織改編等の反映
④国、都との通信連絡手段としての「緊急情報ネットワークシステム（Em－Net）」「全国瞬時警報システム
（J－ALERT）」の活用及び安否情報の収集、提供手段としての「武力攻撃事態等における安否情報の収集・
提供システム」の活用

(1) 基本的人権の尊重
(2) 国民の権利利益の迅速な救済
(3) 国民に対する情報提供
(4) 関係機関相互の連携協力の確保
(5) 国民の協力
(6) 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
(7) 指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重
(8) 国民保護措置に従事する者等の安全の確保
(9) 外国人への国民保護措置の適用

◎武力攻撃及び緊急対処事態への対処
関係機関と連携し、武力攻撃や緊急対処事態（大規模テロ等）を想定した対策訓練を実施する。

計画名称 武蔵野市国民保護計画 計画期間 令和元年12月～ 所管部署 防災安全部 安全対策課
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現計画の対象期間 平成27年10月～

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

前計画（平成25年修正）を基とし、平成26年に修正した災害時医療救護体制及び風
水害対策、平成26年度に避難行動支援体制検討委員会で検討された避難行動支援体
制、及びその他本市に関する現状等を反映し、策定した。
【策定主体】
武蔵野市防災会議
【策定期間】
平成27年７月～令和27年10月

策定委員の構成
自主防災組織やコミュニティ研究連絡会、地域福祉活動推進協議会などの団体をは
じめ、有識者、防災関係機関の実務担当者など

市民意見の反映方法
パブリックコメント
（平成27年９月15日から９月28日まで募集）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市地域防災計画（平成27年修正）

所管部署 防災安全部 防災課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

昭和51年

計画策定の背景・目的

災害対策基本法第42条の規定に基づき、武蔵野市防災会議が作成する計画である。
市、都、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団
体、事業者、地域の防災組織及び市民が総力を結集し、それぞれが有する全機能を
有効に発揮し、連携を図ることにより、地震をはじめとするあらゆる災害の予防対
策、応急・復旧対策を実施し、速やかな復興をめざすことにより、市民の生命、身
体及び財産を守ることを目的とする。

現計画の策定時期 平成26、27年度（平成27年10月）

該当施策名及び該当ページ ２　災害への備えの拡充　P.75

根拠法等の有無及びその名称 災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第42条【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３　平和・文化・市民生活
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（１）「災害予防計画」は「被害軽減へ向けて取り組むべき事前対策」と

して位置付ける

（２）「災害応急対策計画」は「災害発生時の行動計画」として位置付ける

第１部　武蔵野市の総力を結集した地域防災力の高度化に向けて

○首都直下地震等の被害想定、減債目標　等災 目標　等

第２部　災害予防計画

○市、防災関係機関、市民及び事業者等が行う予防対策　等

第３部　災害応急対策計画

○地震発生後に市及び防災関係機関等がとるべき応急・復旧対策、

　災害救助法の適用　等

第４部　災害復興計画

○被災者の生活再建や都市復興を図るための対策　等

付編　東海地震対策

○東海地震に係る予防対策、警戒宣言時の応急活動体制　等

○風水害に係る適切な水防対策　等

現
計
画
の
中
身

施策の体系

付編　風水害対策

－68－



現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 防災安全部 防災課

　東日本大震災の教訓を踏まえ、次の基本的な修正の視点に基づき、全面的に計画の見直しを行った。

（１）「武蔵野市の取り組みと今後の防災対応指針」を踏まえた修正
　　　・的確な情報伝達手段の確保、初動態勢の強化、帰宅困難者対策の充実　など
（２）新たな知見を反映した被害想定の見直しに伴う修正
　　　・あらゆる事態に備えるために複数種類の地震を前提とした被害想定への対応を検討　など
（３）市地域団体や防災関係機関で構成する計画修正案検討専門委員会を設置して、地域特性に応じた実効
　　　性のある修正
　　　・自助・共助・公助の推進、避難者の多様なニーズに対応した支援　など
（４）東京都地域防災計画（平成24年修正）との連携と整合性のある修正
　　　・総則部分の充実、広域課題への対応、広域連携などについて整合性を図る

※平成25年修正時から変更無し

市民の「命」と「財産」を守ることを第一に考え、「自助・共助・公助により武蔵野市の総力を結集した地
域防災力の高度化を図り、被害の最小化を目指す」ことを計画の基本目標とする。この目標を実現するた
め、次の基本方針に基づいて計画を推進する。

【基本方針１】あらゆる事態に備えた事前対策の充実と応急対応力の強化
【基本方針２】地域防災力向上のための多様な主体の連携強化

・災害時医療救護体制の充実
・避難行動要支援者の支援体制の構築
・東海地震事前対策の修正
・風水害対策の修正

計画名称 武蔵野市地域防災計画（平成27年修正） 計画期間 平成27年10月～
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現計画の対象期間 令和3年度～7年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

市建築指導課による策定
　
　令和2年8月に「武蔵野市耐震改修促進計画検討委員会」を設置し、市内にある建
物の耐震化を促進するための計画の見直しを検討。

　　検討委員会：施設課・防災課・まちづくり推進課・
　　　　　　　　吉祥寺まちづくり事務所・住宅対策課・建築指導課
　　期　　　間：令和2年8月～令和3年3月

策定委員の構成

市民意見の反映方法 令和2年12月14日から令和3年１月4日まで、原案に対する意見募集を実施した。

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市耐震改修促進計画（第2回改訂版）

所管部署 都市整備部　建築指導課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成20年3月

計画策定の背景・目的

　平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災を教訓に、都市型地震に備えた災害に強
いまちづくりの実現に向け、平成10年9月に「武蔵野市耐震改修促進基本方針」を定
め、民間住宅に対する耐震診断・改修助成などの取り組みを開始。
　この方針に沿って具体的な施策を計画的に展開するため、平成16年「武蔵野市既存建
築物耐震改修促進実施計画」を定め、平成19年「住宅・建築物耐震改修促進計画」策定
まで適宜改定しながら、公共建築物の耐震化と民間住宅の耐震化助成に取り組んでき
た。このような中、平成18年1月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改
正する法律」が施行され、都道府県は、「都道府県耐震改修促進計画」を定めること、
市町村においては、「市町村耐震改修促進計画」を定めるよう努めることとされた。こ
れを受け東京都は、平成19年3月に「東京都耐震改修促進計画」を策定。これらの経緯
と現状を踏まえ、市内にあるすべての建築物の耐震化の方針を示す総合的な計画として
「武蔵野市耐震改修促進計画」を平成20年3月に定めた。
　平成25年11月には東日本大震災を教訓に「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一
部を改正する法律」が施行され、平成28年3月に東京都が「東京都耐震改修促進計画」
を改訂したのと同時期に、本市でも耐震化の目標値の見直し、緊急輸送道路沿道建築物
や不特定多数などが使用する大規模建築物の耐震化の更なる推進を盛り込んだ「武蔵野
市耐震改修促進計画（改訂版）平成28年度～32年度」を定めた。
　また、平成30年3月に「武蔵野市耐震改修促進計画（改訂版）平成28年度～32年度」
を一部改正し、更なる住宅耐震化に向けた積極的な取組みを進めるため『住宅耐震化緊
急アクションプログラム』を位置づけた。
　令和3年3月に東京都が「東京都耐震改修促進計画」を改訂したのと同時期に、本市で
も耐震化の目標値の見直し及び目標値達成のに向けた施策を盛り込んだ「武蔵野市耐震
改修促進計画（第2回改訂版）令和3年度～7年度」を策定した。

現計画の策定時期 令和3年

該当施策名及び該当ページ ２　災害への備えの拡充　（１）災害に強いまちづくり推進　P.75

根拠法等の有無及びその名称 建築物の耐震改修の促進に関する法律　第６条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

東京都耐震改修促進計画
武蔵野市地域防災計画

分野 ３　平和・文化・市民生活
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第１章　計画の概要と地震による被害等

　 1 計画の概要

2 地震による被害等

3 耐震化の必要性

第２章　耐震化の基本的な考え方

1 対象区域と対象建物

　 2 耐震化の現状と課題

3 耐震化の目標

4 耐震化促進の基本方針

第３章　耐震化の促進施策

1 住宅の耐震化

2 高経年・耐震性不足の分譲マンション建替え等の促進

3 民間の特定建築物の耐震化

4 要緊急安全確認大規模建築物の耐震化

5 緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

6 その他の建築物の耐震化

第４章　普及啓発に関する施策

1 耐震化に係る啓発

2 東京都耐震マーク表示制度による耐震化の推進

3 耐震改修促進税制の利用促進

第５章　総合的な安全対策

　 1 関係団体及び東京都等との連携

2 関連施策の推進

第６章　今後の取組み

1 計画の進行管理

2 国、東京都等との連携等

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 都市整備部　建築指導課

　１　耐震化の現状
○住宅については約92％が耐震性を満たしていると見込まれる。（H18時点耐震化率78％、H26時点86％）
  一戸建住宅については耐震改修や建替えにより毎年、一定程度の耐震化が図られているが、新耐震基準導
入以前に建設された分譲マンションが約32％を占めていることから今後の建替えを含め高経年の分譲マン
ションの耐震化の促進が大きな課題となっている。
○民間の特定建築物のうち要緊急安全確認大規模建築物については約74％が耐震性を満たしていると見込ま
れる。（H26年時点耐震化率60％）
　改修費用が膨大となることが予想されるが補助額が少なく耐震化に踏み切れないもの、補強設計は終了し
部分的な耐震改修を終えているがテナントとの関係で改修を進められないものなど課題が残されている。
○特定緊急輸送道路沿道建築物のうち要安全確認計画記載建築物については耐震性を満たしているものが約
49％となっており、今後、東京都と連携して更なる耐震化を図る必要がある。（H26時点耐震化率25%）

１　耐震化率の目標
　防災上重要な建築物、住宅、民間特定建築物について、これまでの進捗状況及び都の計画を踏まえ、令和7年度
までに目標とする耐震化率を定め、耐震化を促進する。
　　　　　・防災上重要な建築物　100％（目標達成済）
　　　　  ・住宅 95％　・ 民間特定建築物　95％　・緊急輸送道路沿道建築物（特定緊急に限る）95％

２　基本的な取り組み方針
　（1）促進の方向性
　　　　・市民、関係団体、行政は、適切な役割分担のもとに連携を図る。
　　　　・建物所有者が主体的に耐震化に取り組めるよう必要な支援を行う。
　　　　・施策を合理的・効率的に展開するため、重点化を図る。
        ・建築物の耐震化と並行して特定天井などの地震対策に関連する有効な施策を総合的に進める。
　（2）役割分担と連携
　　　　・自助・共助・公助の原則を踏まえ、市民（建物所有者等）、関係団体、行政の適切な役割分担と連携
　　　　　のもとに、住宅・建築物の耐震化に取り組む。

①　住宅の耐震化
　住宅の耐震化を進めていくためには、自助・共助・公助の原則を踏まえ、住宅の所有者自らが主体的に耐
震化に取り組む必要がある。
　このため、東京都や関係団体等と連携し、所有者の耐震化の取組を支援し、災害に強いまちづくりを推進
する。

②　緊急輸送道路沿道建築物の耐震化
　緊急輸送道路の沿道建築物は、建物倒壊による道路の閉塞が震災時の救急救命活動や支援物資輸送の障害
となるため、建築物所有者が耐震化の重要性を認識できるよう、普及啓発に取り組んでいくとともに、東京
都のアドバイザー派遣制度等と連携して継続的に技術的な支援を行うことで所有者が耐震化に取り組みやす
い環境を整備していく。

令和3年度～7年度計画名称 武蔵野市耐震改修促進計画（第2回改訂版） 計画期間
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基本方針 １「学びをえらぶ・はじめる」の支援
１市民ニーズや社会の要請に応じたテーマ設定

２学びのきっかけづくり・学びの障壁の除去

３ライフステージ、ライフスタイルに応じた学びの機会の提供

基本方針 ２「学びをひろげる・つなげる」の支援
１学びを深めるための機会の提供

２生涯学習に関する団体活動の支援

３発表や交流の促進

基本方針 ３「学びをおくる」の支援
１学びの成果の活用と継承

２市民活動と生涯学習の連携

３市の各種事業の「生涯学習化」

基本方針 ４「学びの土台」の整備
１施設の整備

２実施体制の推進

３情報提供の充実

４多様な主体との連携

現
計
画
の
中
身

施策の体系

理念　　学びおくりあい、わたしたちがつくるまち

現計画の対象期間 令和２年度～令和11年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市生涯学習計画策定委員会
策定期間：平成31年４月～令和２年２月（10回開催）
※策定委員会報告書を令和２年３月教育長へ答申後、令和２年４月「武蔵野市生涯
学習計画」として教育委員会に承認された。

策定委員の構成
学識経験者１名、社会教育委員６名、生涯学習に関する機関又は団体に属する者２
名（市教育部長含む）、公募市民２名
計11名

市民意見の反映方法

① 策定委員に公募市民を含めた（２名）。
② 「中間のまとめ」に対するパブリックコメントを実施した（10人　68件）。
③ 策定委員会と社会教育委員の意見交換会を開催した(２回)。
④ 市民意識調査を実施した(一般対象2,500名・回答791名及び社会教育団体対象
200団体・回答142団体。市周辺住民対象・回答500名)。

基
礎
情
報

計画名称 第二期武蔵野市生涯学習計画

所管部署 教育部 生涯学習スポーツ課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成22年度

計画策定の背景・目的

生涯学習は、書店で購入した本を読んだり、インターネットを活用したり、大学や
民間事業者が提供する講座に参加したりする等、個人が行政の事業とは関係なく行
うこともできる。にもかかわらず、市が生涯学習事業を推進するのは、そこに行政
の果たすべき役割があると考えるからである。その役割とは、学びを通じて個人の
人生の豊かさを向上させるとともに、学びにより個人と社会を結びつけて地域・コ
ミュニティをよりよくすることである。
そこで、市の実施する生涯学習事業を体系化し、総合的・計画的・効果的に推進す
るために、本計画を策定することとした。なお、本計画は、平成22 年度に策定し
た武蔵野市生涯学習計画の計画期間が令和元年度末までであったことと、本市の状
況や社会環境が大きく変化したことを踏まえ、同計画を改定したものである。

現計画の策定時期 令和２年度（令和２年４月）

該当施策名及び該当ページ ６　多様な学びや運動・スポーツ活動の推進　P.81

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ３　平和・文化・市民生活
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

【経緯と現状に関する認識】
・市東部には文化施設（吉祥寺シアター、吉祥寺美術館等）、中央にはスポーツ施設（総合体育館、温水
プール等）、西部には生涯学習施設（武蔵野プレイス、市民会館等）が比較的多い。
・市が提供する主な生涯学習関連のテーマや対象は多岐にわたっており、教育委員会だけでなく、市長部局
や関連団体も機会の提供主体となっている。また、市内で活動する様々な市民団体や、市内及び近隣の五大
学（武蔵野地域五大学※：亜細亜大学、成蹊大学、東京女子大学、日本獣医生命科学大学、武蔵野大学）、
民間事業者、ＮＰＯ等、市以外の主体と連携しながら実施する事業も数多く存在する。
・社会教育関係団体は308団体で幅広い内容が取り扱われている。
・生産年齢人口（15 ～ 64 歳）は増減を経ながらも期間全体を通じては減少傾向にあり、また老年人口の増
加により一層の高齢化が見込まれる。
・学ぶにあたり配慮が必要な場合がある人の学びの機会として、障害者については、バリアフリーや介助者
等のサポート、外国人については、言語的・文化的サポート等が必要になる場合がある。
・「人生100年時代」の到来
・グローバル化の進展
・国連による持続可能開発目標(SDGs)の採択
・技術革新の進展
・労働事情の変化
・過去１年間で何らかのことを学んだ人は69.4%で、学ばなかった人は29.3%だった
・関心やニーズが多様化する中で、学びの提供等への対応が重視されていること
・学びの関心は高いが、時間、費用、場所等が障壁になる場合があること
・地域のために学ぶ人は少ないが、多くの人が学びの成果を人に伝えていること

【課題に関する認識】
・市民の学びの意欲が高いこと
・市民団体が主体的に活動していること
・多様な事業主体と連携できる環境があること
・生涯学習に関連する市の施設が充実していること
・幅広いテーマの学びの機会が提供されていること
・気軽さと身近さが求められていること
・学ぶにあたり配慮が必要な人がいること
・「人生100 年時代」に対応した学びが求められていること
・社会環境の変化の中を豊かに生きていくための学びが
求められていること
・個人と地域をつなぐ視点が必要であること

計画名称 第二期武蔵野市生涯学習計画 計画期間 令和２年度～令和11年度 所管部署 教育部 生涯学習スポーツ課
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基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

■ 基本理念
学びおくりあい、わたしたちがつくるまち
　「学びおくり」とは、学んだことを他者、地域、コミュニティ、社会、あるいは次の世代へ「おくる」と
いう意味の本計画の造語です。この「学びおくり」を通じて、市民が自分たちのまちを自分たちでつくるこ
とを「学びおくりあい、わたしたちがつくるまち」という言葉で表現し、これを本計画の基本理念としま
す。
　社会全体として物質的に満たされ、多くの人々が便利に暮らす日本社会は、一般に成熟した社会であると
言われています。しかし、近年、経済の停滞や人口減少、社会的孤立、格差の拡大等により、人々が閉塞感
を覚え、将来への希望を持ちにくい状況も見られます。
そのような中で、私たちは今後、健康長寿を背景とする「人生100 年時代」の到来や、飛躍的な技術革新、
グローバル化の一層の進展等、激しい社会環境の変化を迎えなければなりません。これらはいずれも、人々
の生き方に大きな変化を迫るものです。
　社会環境が激しく変化する中を豊かに生きていくには、人々が生涯を通じて自ら学んでいくことがますま
す重要となります。すなわち、新しい領域について積極的に学んでいくことはもちろん、激しい変化の中で
は読解力や表現力といった普遍的な能力の取得も求められています。また、人々のライフスタイルやライフ
ステージがますます多様化していくことは、それぞれの生き方に要求される能力を常に自ら考えていく必要
性が高まっていくことを意味しています。
　このように、個人が豊かな人生のために自ら学び続けていくことの重要性は増していきますが、あわせて
重要なのは、個人の学びと他者や地域、コミュニティ、社会の関係ではないでしょうか。人々が他者との対
話的な学びを重ねていくことは、自分の学びを深めるとともに、自分と他者が相互に認め合うことを促し、
それぞれの自己肯定感を育み、社会に信頼関係や新しい価値をつくりだします。ともすれば激しい社会環境
の変化を背景に利己主義が加速しがちな時代だからこそ、このように社会をよりよくしようとする視点がま
すます重要です。さらに言えば、この視点こそ、まさに人々の自立を促し、生涯を通じて自ら学んでいくた
めの土壌にもなりえます。
　本計画は、この対話的な学びの中核をなすものとして「学びおくり」を位置付けます。「学びおくり」と
は、学んだことを他者、地域、コミュニティ、社会、あるいは次の世代へ「おくる」（送る・贈る）ことを
意味し、「恩送り」（恩を受けた人ではなく、それ以外の人へ送ること）という言葉から着想した本計画の
造語です。個人の学びが、自然に、かつ自発的に他者や社会とつながっていくさまを表現しています。この
「学びおくり」こそ、個人の学びとよりよい社会の関係において、軸となるものだと考えます。
　そこで、本計画では、基本理念として「学びおくりあい、わたしたちがつくるまち」を掲げます。市民が
自分の人生を豊かにするために学び、さらに「学びおくりあう」ことにより自分の住むまちを自分たちでつ
くり、そのことがさらに自分の人生や学びの環境を豊かにしていく、というまちの姿を理想としています。
そして、このことを通じて、ひいては蔓延する閉塞感を取り払い、全ての人々が将来に希望を抱くことがで
きる社会を目指します。このために、市は、市民が自ら学び、積極的に「学びおくり」を行うための環境づ
くりを推進します。

記載なし
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あり

現計画の策定時期 令和４年度（令和４年４月）

該当施策名及び該当ペー
ジ

５　豊かで多様な文化の醸成　P.79
６　多様な学びや運動・スポーツ活動の推進　P.81

根拠法等の有無及びその名
称

スポーツ基本法　第10条　【義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

第二期武蔵野市生涯学習計画

現計画の対象期間 令和４年度～令和13年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第二期武蔵野市スポーツ振興計画（仮称）策定委員会
策定期間：令和３年４月～令和４年３月（８回開催）

策定委員の構成

学識経験者２名、市体育協会１名、スポーツ推進委員１名、小中学校長２名、健康
推進活動関係者１名、障害者スポーツ活動関係者１名、スポーツクラブ関係者１
名、民間スポーツ事業関係者１名、公募市民２名、公益財団法人武蔵野生涯学習振
興事業団（令和４年４月「公益財団法人武蔵野文化生涯学習事業団」に名称変更）
１名、市職員１名、計14名

市民意見の反映方法

①中間のまとめ（案）に対するパブリックコメントを実施した（11名54件）。
②令和２年度に「武蔵野市のスポーツ・運動に関するアンケート調査」（市内小中
学生1,505件、成人等690件、スポーツ関係団体90件、施設利用者177件）及び一部
の関係団体、施設利用者を対象としたヒアリング調査を実施し、計画策定の基礎資
料とした。

基
礎
情
報

計画名称 第二期武蔵野市スポーツ推進計画

所管部署 教育部 生涯学習スポーツ課

第六期長期計画における位置
づけの有無

分野 ３　平和・文化・市民生活

この計画が初めて策定された
時期

平成21年度

計画策定の背景・目的

　多様な市民がのびのびと自由に身体を動かし、様々なスポーツに取り組める場や
機会を整えていくことで生涯スポーツ社会を目指し、本市のスポーツ施策を総合的
に推進する指針として、平成21年４月に「武蔵野市スポーツ振興計画（平成21 年
度～平成30 年度）」を策定した。
　同計画策定以降の、国のスポーツ基本法の制定（平成23年）及びスポーツ基本計
画（第一期）の策定（平成24年）、ラグビーワールドカップ2019TMや東京2020大会
の開催決定など、スポーツに関する大きな状況の変化を受け、平成28年４月に計画
を一部改定し、計画期間を令和３年度までと設定した。
　一部改定をした同計画が計画期間終了を迎えるとともに、この間、ラグビーワー
ルドカップ2019TM 及び東京2020 大会の開催や、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴う新たな生活様式の普及・定着など、スポーツを取り巻く環境は著しい変
化がみられ、また、老朽化している市立スポーツ施設の整備についても検討が必要
な時期を迎えたため、武蔵野市におけるスポーツに関する事業を体系化し、総合的
に推進することを目的として、本計画を策定した。
　なお、スポーツ基本法にてスポーツを「振興」することから「推進」していく方
向性に変更されたことを受け、本計画の名称も市民の自発的、主体的な活動に対し
て支援を行うという意味合いの「推進」計画とした。
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Ⅰ 誰もがスポーツを楽しめる機会の創出
(1)子どもが楽しむスポーツの推進

① 基本的な運動動作と体力の向上のための取組み
② スポーツの魅力や楽しさを体感できる機会の提供
③ 日頃の練習や活動の成果を披露する場づくり

(2)多様な主体が楽しむスポーツの推進
① 子育て世代・働き盛り世代へのスポーツに親しむ機会の提供
② 高齢者・女性へのスポーツに親しむ機会の提供
③ 多世代の市民へのスポーツに親しむ機会の提供

(3)自然と親しむスポーツの推進
① 自然とふれあう野外活動の充実
② シーズンスポーツやアウトドアスポーツの推進

(4)新たなスポーツとの出会いの創出
① アーバンスポーツなど新たな種目の紹介、普及・啓発
② デジタルを活用したスポーツの推進

Ⅱ 障害者スポーツの推進
(1)障害者がスポーツに親しめる機会の創出

① 障害者が身体を動かす楽しさを体感できる機会の提供
② 障害者がスポーツを継続して楽しめる機会の提供

(2)障害者のスポーツを支える環境づくり
① 障害者のスポーツ活動を支える人材育成の取組み
② 障害者がスポーツに取り組みやすい施設整備の充実
③ 障害者の参加のしやすさに配慮した情報発信の充実

(3)障害への理解を深めるスポーツの推進
① 障害者スポーツの魅力や楽しさを実感できる機会の提供
② インクルーシブスポーツの普及・啓発と機会の提供

Ⅲ スポーツを支える担い手づくりと活動支援
(1)スポーツ指導者の発掘・育成

① スポーツ指導者の資質向上のための取組み
② スポーツ指導者の活躍の場を広げる取組み
③ 持続可能な部活動の実施に向けた検討

(2)スポーツボランティアの参加促進と活動支援
① 気軽に参加できるスポーツボランティアの機会の提供
② スポーツボランティアの活動継続と定着を図るための取組み

(3)多様な主体が支える環境づくり
① 女性や障害者等の活躍の場や指導者へのきっかけづくり
② 子どもがスポーツボランティアを経験できる機会の提供

(4)スポーツ支援団体等との連携の推進
① スポーツ支援団体との連携強化
② スポーツ活動団体への支援の継続
③ スポーツ環境の充実に向けた民間企業等との連携強化

Ⅳ スポーツに親しむ環境づくり
(1)スポーツ施設等の有効活用

① 既存のスポーツ施設や公園、学校体育施設等の場の活用
(2)スポーツ施設の整備

① 武蔵野総合体育館の大規模改修工事
② プールの整備
③ その他のスポーツ施設の整備

(3)スポーツ関連情報の提供方法の充実
① 多様な媒体による情報の発信・拡散
② スポーツ関連情報等の集約・活用

Ⅴ 武蔵野市の特性を生かしたスポーツ文化の醸成
(1)応援・観戦するスポーツの推進

① 地域のスポーツを応援する機会の提供
② 多様なスポーツ観戦環境の充実
③ 応援モラルの定着を図るための取組み

(2)多様なスポーツの楽しみ方の創出
① 芸術文化等の分野横断的なスポーツの楽しみ方の創出
② トップアスリートとの交流機会の提供
③ スポーツを通したつながりの創出

(3)大規模スポーツ大会のレガシーの活用
① 東京2020大会等のレガシーの活用
② スポーツを通じた国際交流

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　スポーツを取り巻く環境の変化、これまでの本市の取組みの実績・評価、事前のアンケート・ヒアリング
調査などから、下記の点において現状及び課題を認識し、今後必要となる取組みを計画へ盛り込んだ。
(1)性別・年齢に関わらず幅広い市民がスポーツを楽しめる機会（スポーツに対する関心・行動の段階に応じ
た取組みが求められる　など）
(2)障害の有無に関わらずスポーツを楽しめる環境（スポーツ施設のバリアフリー化や参加しやすさに配慮し
た情報発信が必要　など）
(3)市民のスポーツ活動を支える担い手の多様性と広がり（これまで連携・協働してきたスポーツ支援団体に
加え、トップスポーツチームや民間企業等との連携を強化することが重要　など）
(4)市民がスポーツに親しむ施設の整備及び情報提供（老朽化により大規模な改修や再整備を必要とする施設
について、市民の誰もが安全安心、快適に利用できるよう、適切に整備を行うことが重要　など）
(5)東京2020大会等の武蔵野市のレガシーを生かした応援・観戦するスポーツ（パブリックビューイングやイ
ンターネットなど、多様な観戦のあり方の検討が必要　など）

■基本理念
　第六期長期計画では「誰もが安心して暮らし続けられる魅力と活力があふれるまち」を市の10 年後の目指
すべき姿として掲げている。スポーツを取り巻く社会情勢や政策動向は大きく変化しており、今後も個人の
ライフスタイルや価値観の多様化が進むと予想される中で、市民一人ひとりがスポーツの価値を享受できる
ように、スポーツ施策を展開することが必要である。
　以上のことを踏まえ、性別、年齢、障害の有無などを問わず、市民の誰もがスポーツの魅力や価値を実感
し、自由で気軽にスポーツを楽しみ、豊かな生活を送ることができるようなまちを目指す。さらに、スポー
ツを通して人と人とのつながりを創出し、仲間づくり、地域づくりへと発展しながら魅力と活力があふれる
持続可能なまちを目指し、「市民の誰もがスポーツを楽しみ豊かな生活を送り続けられる　武蔵野市」を基
本理念とし、実現に向けて取り組んでいくこととする。

■重点施策
(1)多様な主体が楽しむスポーツの推進
(2)新たなスポーツとの出会いの創出
(3)障害者がスポーツに親しめる機会の創出
(4)スポーツ支援団体等との連携の推進
(5)スポーツ施設の整備
(6)多様なスポーツの楽しみ方の創出

令和４年度～令和13年度 所管部署 教育部 生涯学習スポーツ課計画名称 第二期武蔵野市スポーツ推進計画 計画期間
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現計画の対象期間 平成31年度～令和10年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市図書館基本計画策定委員会
策定期間：平成30年３月～平成31年２月（10回開催）
※策定委員会からいただいた意見をとりまとめ平成31年３月に教育委員会へ報告
し、「第２期 武蔵野市図書館基本計画」として教育委員会に承認された。

策定委員の構成
学識経験者等５名、市立小学校長１名、公募委員３名、教育部長１名、
計10名
※任期途中（平成30年３月29日）で退任された委員１名を含む。

市民意見の反映方法

① 策定委員に公募市民を含めた（３名）
② 中間報告に対するパブリックコメントを実施した（４名　９件）
③ 「武蔵野市生涯学習施策（図書館）に関するアンケート調査」を実施した（配
布数2,000／回収数557／有効回収数540／有効回収率27.0％）

基
礎
情
報

計画名称 第２期 武蔵野市図書館基本計画

所管部署 教育部 図書館

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成22年度

計画策定の背景・目的

　昭和60年度に策定された第二期長期計画の下に、各駅勢圏に図書館を整備する３
館構想が提示され、現在では、市内３館体制の整備は一定の完成をみている。
　しかし、中央図書館（平成７年築）の設備老朽化対策やＩＣＴ化の進展への対
応、地域や住民による地域課題解決への支援、来館困難者に対するサービス提供な
ど、新たなニーズや課題も浮かび上がってきている。
　上記の状況及び第１期図書館基本計画期間が平成31年に終了することを受けて、
武蔵野市立図書館が今後進むべき姿を描くと同時に、３館の適切な役割分担、その
実現のために必要な施策を網羅的・体系的に整理するため、第２期図書館基本計画
を策定した。

現計画の策定時期 平成30年度（平成31年３月）

該当施策名及び該当ページ ６　多様な学びや運動・スポーツ活動の推進　P.82

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市生涯学習計画（平成31年３月策定当時）
第二期武蔵野市生涯学習計画（令和４年現在）

分野 ３　平和・文化・市民生活
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（１）図書館施設・機能の充実

①図書館機能の充実（配本サービス、団体貸出、公共施設での窓口開設）

②既存施設の整備・改修（計画修繕・改修、中央図書館リニューアル検討、

　館内環境整備）

③図書館情報システムの改良（情報発信力の向上、省力化・サービス向上）

（２）安心して利用できる図書館環境の構築

①利用者の安全性を高める設備・サービスの充実（防犯カメラ、安全維持、

　防火・防災）

②個人情報とプライバシーの保護

③危機管理体制の構築（マニュアルの改善・更新、危機管理研修・訓練）

（３）質の高いサービスを支える体制整備

①職員の人材育成（計画・継続的な育成、視察・外部研修、政策立案・

　形成人材の育成）

②施設の管理運営形態（中央図書館の運営形態、開館日・開館時間の検討）

③図書館運営評価の実施（内部評価・目標設定に基づく事業執行、図書館

　運営委員会）

④開かれた図書館運営

（１）地域の情報拠点としての情報の蓄積

①一般図書（地域特性等を活かした選書、除籍基準見直し、ＤＢ強化、

　電子図書研究）

②逐次刊行物（新聞・雑誌等）

③視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）

④児童・ヤングアダルト（青少年）資料

⑤郷土・行政資料（ふるさと歴史館との分担での収集、地域課題解決

　支援など）

⑥利用困難者サービスの資料（録音、点訳、大活字本等）

（２）)市民や関係機関と連携したサービスの充実

①市民との協働

②他の図書館施設、行政部局との連携・協力（大学図書館・専門図書館、

　庁内サービス等）

③学校との連携・協力

（３）図書館の活用と情報収集の支援

①貸出・閲覧サービス（市民への適切なサービス水準の確保）

②本に親しめる環境の整備（情報提供、子ども読書活動推進計画、各種読書

　支援活動など）

③市民の生涯学習や市民活動の支援の充実

（４）市民の学びと課題解決の支援

①レファレンスサービスの強化・普及（「知る楽しみ」の普及活動など）

②「知る楽しみ」を拡大する情報の収集、提供、発信（インターネット利用環境の

　充実など）

③課題解決の支援（行政他部署・大学・地域団体との連携、図書館による課題

　発掘など）

現
計
画
の
中
身

施策の体系

図書館運営に関する項目

図書館サービスに関する項目
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 教育部 図書館

●インターネット時代の図書館
日常生活に役立つ豆知識、ニュース、断片的な情報などはインターネットで手軽に入手できるが、ものごと
を学んだり考えたりする力の獲得には、図書資料の体系的な閲読が欠かせない。また、読書による新たな知
識や多様な考え方との出会いは、人々の心を豊かにするかけがえのないものである。図書館では、多様で持
続性の高い資料の収集提供、読書支援、レファレンスの普及など、読書の楽しさや体系的知識を提供する図
書館ならではの役割が求められる。加えて、広報や利便性向上など必要な部分においてはインターネットや
ＩＣＴを活用し、図書とデジタルの効果的な連動により、図書館サービスレベルの総合的な向上も求められ
る。
●地域への視点を強化し、交流を支える
市民、行政の他部署、民間など多様な主体との連携を今以上に深め、日々の読書支援や地域課題解決に役立
つ資料提供に向けたレファレンス能力の向上、各種の講座による交流の促進などが求められる。
●市民へのサービスレベル確保
武蔵野市立図書館利用登録者は他自治体と比べても非常に多く、また、市民と市外居住者の割合はほぼ同数
となっている。多くの人に読書の楽しさを提供できることは喜ばしいが、市民へのサービスレベルを確保す
るためには、市民と市外登録者の間でサービス内容に差異を設けるなど一定の環境整備が必要な段階にあ
る。
●多様性と持続性のある図書や地域性のある資料の提供
中央図書館書庫の集密化などにより蔵書可能冊数の拡大に努めてきたが、既にスペースの９割程度まで利用
しており、今後、蔵書数拡大が難しくなる。これを考慮して、蔵書の収集及び除籍方針の見直しが求められ
る。

【基本理念】「ひと と まち を「知」で支える」p39
図書館の責務である「知る自由の保障」を原点におき、すべての市民にとっての知の面でのセーフティネッ
トを目指す。
読書ならではの楽しさや喜びを提供し、武蔵野市民が知りたいこと・考えたいこと・解決したいことを
「知」の側面から支えていくために、図書館の力を高め、市民と地域の生き生きとした活動に貢献してい
く。

【基本方針】p42
2-1.図書館の力を高める
インターネット時代になっても価値を失わない図書の持つ力により、市民と地域を支えていきたいと考え
る。
(1)すべての人が「読む」楽しみを実感できる図書館
(2)すべての人が「知る」楽しみを実感できる図書館
(3)「デジタルの力」を取り入れ、活かす図書館
2-2.図書館の力を地域に活かす
図書館の中だけにとどまらず地域や民間と連携して、図書の持つ力を地域の様々な活動支援に役立ててい
く。
(1)地域住民の課題解決を支援する図書館
(2)人々の交流と文化創造を支援する図書館

【理念実現のための重点取組】p43
3-1.「図書館の力を高める」ための重点取組
(1)すべての人への適切な読書環境の提供と読書支援の実施
(2)レファレンスの強化と普及
(3)蔵書方針の見直し
(4)情報発信力の強化
(5)専門人材の育成・強化
3-2.「図書館の力を地域に活かす」ための重点取組
(1)地域課題解決支援の強化
(2)市民への適切なサービス提供
(3)中央図書館の役割の明確化と運営形態の検討

計画名称 第２期 武蔵野市図書館基本計画 計画期間 平成31年度～令和10年度
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現計画の対象期間 令和３年度～令和７年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第２次武蔵野市子ども読書活動推進計画策定委員会
策定期間：令和２年３月～令和３年２月（６回開催）
※策定委員会の検討内容を令和３年３月に教育委員会へ報告し、「第２次 武蔵野
市子ども読書活動推進計画」として教育委員会に承認された。

策定委員の構成
学識経験者等４名、市立小中学校長各１名、ＰＴＡ推薦１名、公募委員１名、子ど
も家庭部長１名、教育部長１名、
計10名

市民意見の反映方法

① 策定委員に公募市民及びＰＴＡ推薦を含めた（各１名の計２名）
② 中間報告に対するパブリックコメントを実施した（５名　46件）
③ 「武蔵野市子どもの読書活動に関する調査」を実施した（市立小・中学校を通
して、児童生徒（小学３・５年生、中学２年生）894名及び同保護者782名から有効
回答を得る。

基
礎
情
報

計画名称 第２次　武蔵野市子ども読書活動推進計画

所管部署 教育部 図書館

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成23年度

計画策定の背景・目的

本市は、平成23年に「武蔵野市子ども読書活動推進計画」を策定、それまでの活動や施策
を体系的に整理し、よりいっそう子どもたちの読書活動が活発になるよう支援してきた。
しかしそれから約10年の間に、子どもの発達段階ごとの取組のあり方や、スマートフォン
など情報環境の変化が子どもの読書環境に与える影響、または「読書センター」「学習セ
ンター」「情報センター」という学校図書館に期待される３つの機能が議論されるなど、
子どもの読書活動を取り巻く状況は変化した。
第２次計画は、前計画からの子どもの読書活動を取り巻く環境の変化を踏まえ、これまで
の取組を改めて整理、体系化し、図書館を中心に、家庭、地域、学校、関係機関が連携し
て、本市における子どもの読書環境の整備を推進していくことを目的に策定する。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年３月）

該当施策名及び該当ページ ６　多様な学びや運動・スポーツ活動の推進　P.82

根拠法等の有無及びその名称 子どもの読書活動の推進に関する法律　【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

第２期武蔵野市図書館基本計画、第三期武蔵野市学校教育計画

分野 ３　平和・文化・市民生活
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1.すべての子どもの発達段階に応じた読書活動支援

(1)乳幼児期における取組

①家庭、保護者への働きかけ、支援

②保育園・幼稚園・こども園等への支援

(2)小中学生への取組（学齢期における取組）

①学校における読書環境の整備

②学校図書館の充実

③学校における読書活動の推進

④読書活動における情報活用能力の育成

⑤新しい発見、知的好奇心を刺激する機会の提供

⑥日常的な読書機会の拡大

(3)青少年への取組

①青少年の読書活動の実態把握

②青少年の興味関心に対応する蔵書構成

③青少年の居場所づくり

④ＩＣＴの活用

(4)配慮を必要とする子どもへの取組

2.市立図書館と学校、関係機関の連携による推進

(1)関係機関間の情報共有、連携体制の構築と強化

(2)市立図書館と学校、関係機関の連携推進

3.子どもの読書活動に関わる人材の育成・支援体制強化

(1)子どもの読書に関わる人材育成、相談支援

(2)学校図書館の人的配置や人材育成の充実

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 教育部 図書館

【現状を踏まえた課題のまとめ】p22
乳幼児や児童が本に親しむには、親子のコミュニケーションや実際に本に触れる、お話を聞くといった実

体験が重要になる。家庭における乳幼児期の読書活動への支援の充実が必要である。

中学生、高校生年代の読書離れが問題となっているが、この世代に向けては、ただ「本を読もう」と声を
かける、「本を読むのはいいことだ」と強制するのではなく、彼らの興味関心に寄り添う形でアプローチ
し、そこから読書につなげていくことも大切である。

中学生では８割以上が、調べものは「ほとんどインターネットで調べる」としている。読書の大きな側面
である「調べる」という行動がインターネットに移行していくなかで、今後の子どもたちに向けては、デー
タベース利用や情報活用能力の向上など、新しい手法にあわせたアプローチが求められる。

学校図書館には、「読書センター」とともに「学習センター」「情報センター」機能が求められている。

新聞や図鑑、事典など、小説や物語に偏らない適切な選書と蔵書の充実を図ることが必要である。

今後の学校図書館の学習センターや情報センターとしての役割を充実していくためには、教員との連携強
化、開館時間延長への対応、適切な選書や子どもたちへの働きかけ等の推進を可能とする学校図書館サポー
ターの配置について検討が必要である。

市立図書館と各機関の1対1の関係性による連携は進んできた。しかし、子ども読書活動のさらなる推進の

ためには、より多くの主体が相互に情報共有し、効果的・効率的に活動していくことが必要である。

子どもの読書活動の推進には、保護者をはじめ、保育園・幼稚園、子育て支援施設のスタッフ、学校図書
館サポーターなど、子どもと読書を橋渡ししていく人材の役割が重要になる。子どもの読書活動に関わる人
材の育成支援が必要である。

【基本理念】p26
子どもたちが読書を通じて、豊かな心を培い、自ら学ぶ力を身に付けることで、生きる力を育む

【「読書」のとらえ方】
絵本、昔話、文学などが物語る日常や空想の出来事に心を躍らせることに加え、個々の知的好奇心を満たす
ために科学読み物や図鑑、事典などから知識を得ることも広く読書ととらえる。これらの媒体は、紙の書籍
に限らず、電子書籍やインターネット情報も含む。

【基本方針】
■ 読書習慣を身に付け、豊かな心を培う
■ 多様な読書を通じて自ら学ぶ力を身に付ける
■ 情報を適切に読み解き、活用できる力を育む

設定なし

令和３年度～令和７年度計画名称 第２次　武蔵野市子ども読書活動推進計画 計画期間
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現計画の対象期間 令和３年度～令和12年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：市及び環境市民会議
　　　　　環境市民会議が案を策定し市に提案、市はその提案を受け、計画案と
          している。
策定期間：令和元年８月～令和３年３月

策定委員の構成
環境市民会議は、市民、事業者、学識経験者及び市職員のなかから20名以内で組織
する（計画策定時、計15名（うち、公募市民３名）。

市民意見の反映方法

①市民アンケートを実施　　18歳以上の市内居住者対象
　令和元年９月20日～10月18日　郵送数2,000　回答数649　回答率32.5％
②事業所アンケートを実施　市内事業所対象
　令和元年10月４日～10月31日　郵送数200　回答数39　回答率19.5％
③市民意見交換会をオンラインで実施
　令和２年11月５日～11月12日　参加者数６名　意見数10件
④中間のまとめを公表し、パブリックコメントを実施
　令和２年12月11日～令和３年１月４日　提出者数３名　意見数12件

基
礎
情
報

計画名称 第五期武蔵野市環境基本計画

所管部署 環境部 環境政策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成11年度

計画策定の背景・目的

　本市では、平成11年に環境基本条例を制定し、環境の保全についての基本理念を
定めるとともに本市の目指す環境像の実現のため、同年第一期環境基本計画を策定
した。その後も長期計画の改訂等に合わせ、逐次環境基本計画を改訂し、市内の環
境保全に関する施策に総合的かつ計画的に取り組んできている。
　第五期環境基本計画は、これまでの計画の進捗状況を総合的視点から評価しつ
つ、環境基本条例の基本理念実現のため、現在の社会状況に照らした、新たな視
点、重点的に取り組むべき項目等を取り入れ、前計画を改訂したものである。

本市の目指す環境像
　つなげる、ひろげる、ひきつぐ　環境都市むさしの

現計画の策定時期 令和３年度

該当施策名及び該当ペー
ジ

１　刻々と変化する環境問題への対応　P.87
２　地球温暖化対策の推進　　P.89

根拠法等の有無及びその名
称

環境基本法　第36条【努力義務】
武蔵野市環境基本条例　第５条

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ４　緑・環境
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【環境基本計画の位置付け】

 市の行う環境施策について大きな方向性を示しており、基本理念を軸に　

環境について取り扱う他の計画の内容を横断的に取り扱う。

【基本理念】

「つなげる、ひろげる、ひきつぐ　環境都市むさしの」

【施策の方向性と環境方針】

〇全ての環境方針に共通する前提

①むさしのエコreゾートを拠点とした環境啓発の推進

②環境啓発に関する総合的なネットワークの構築

③多様な価値観や関心に訴える学びの機会の創出

④新しいテーマ、新しい視点の環境情報の発信

⑤環境マネジメントシステムを通じたさらなる市職員の意識の向上

① これからの家庭における効率的なエネルギー活用の推進

② 事業者のニーズに応じた支援・連携の推進

③ 公共施設における先進的なエネルギー施策の推進

④ 新しい地球温暖化対策の検討

⑤ 地球温暖化の適応策の体系化と推進

環境方針２（廃棄物）

ごみの新しい価値を見出しながら、循環型社会を推進します

① 一歩進んだごみの発生抑制の推進

②

③ 総合的な視点によるプラスチック対策の推進

④ 新しいごみ問題の研究と対策の推進

環境方針３（自然環境）

武蔵野らしさを大切に、人と自然が調和したまちをつくります

① 武蔵野市らしい生物多様性の向上

② 量・質ともに豊かな緑の保全・創出

③ 水循環都市の構築

④ 農地・農業を軸とした環境施策の推進

環境方針４（都市環境）

環境に優しい都市基盤のリニューアルを推進します

① 環境に配慮した公共施設の建築、整備の推進

② 環境負荷の低い交通体系の構築

③ 環境を切り口とした住宅施策の展開

④ まちと調和した景観、美観の向上

環境方針５（公害・災害）

安全・安心で快適なまちづくちのために、公害・災害対策を推進します

① 典型的な産業公害等への対応

② 生活型公害に関する啓発の推進

③ 人と生きものの共生社会の実現と、適切な距離の確保

④ 環境問題に起因する災害への対応

現
計
画
の
中
身

施策の体系

環境方針１（地球温暖化・エネルギー）

地球温暖化に正面から対峙する「ゼロカーボンシティ」を目指します

ごみ・エネルギー施策の拠点である「武蔵野クリーンセンター」の活用
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　

環境部 環境政策課

１　環境に関する客観的な数値は改善の傾向が見られる
２　環境施策の軸となるリソースが充実している
３　コンパクトで創造的な環境施策が求められる
４　総合的な視点での環境施策が求められる
５　環境に関する取り組みが市民の間で多様化している
６　事業者と行政との連携にはまだ余地がある
７　ますます地球温暖化対策が重要になっている
８　コロナ禍から新しい社会のあり方が定着しつつある

　基本理念に「つなげる、ひろげる、ひきつぐ　環境都市むさしの」を掲げ、環境方針を５つに分類した。
なお、すべての方針に共通する前提として「あらゆる人を環境の当事者に」することを念頭に環境啓発につ
いて５つの方向性を示した。

　環境啓発５つの方向性
　　①むさしのエコreゾートを拠点とした環境啓発の推進
　　②環境啓発に関する総合的なネットワークの構築
　　③多様な環境価値や関心に訴える学びの機会を創出
　　④新しいテーマ、新しい視点の環境情報の発信
　　⑤環境マネジメントシステムを通じたさらなる市職員の意識向上

　環境方針１　地球温暖化・エネルギー｜地球温暖化に正面から対峙する「ゼロカーボンシティ」を目指す
　環境方針２　廃棄物｜ごみの新しい価値を見出しながら、循環型社会を推進する
　環境方針３　自然環境｜武蔵野らしさを大切に、人と自然が調和したまちをつくる
　環境方針４　都市環境｜環境に優しい都市基盤のリニューアルを推進する
　環境方針５　公害・災害｜安全・安心で快適なまちづくりのために、公害・災害対策を推進する

　本市を取り巻く環境に関する課題は多様であり、解決にあたっては、市・市民や市民団体・事業者等が一
丸となって取組むことが重要である。課題解決に資する施策は総合的・多角的に進められるべきものである
こと、また、本計画は、市が持つ全ての計画・施策等の環境分野について横断的に取り扱うものであること
から、本計画における優先施策は設けない。
　ただし、社会情勢等の変化や、それに応じた個別計画・施策の方向転換によっては、優先度の影響を受け
る場合がある。

計画名称 第五期武蔵野市環境基本計画 計画期間 令和３年度～令和12年度 所管部署
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市民意見の反映方法

パブリックコメントの実施
 ①令和２年12月11日～令和３年１月４日
   提出者数２名　意見数２件
 ②令和４年２月４日～同年２月24日（令和４年度改定案に係るパブリックコメン
ト）
　 提出者数５名　意見数22件

現計画の対象期間 令和３～令和12年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

環境市民会議
　令和２年１月～令和４年１月（５回実施）
　※うち、令和４年１月の開催は、令和４年度改定案に係るもの

策定委員の構成
環境市民会議
　市長が委嘱した市民、事業者、学識経験者及び市職員

基
礎
情
報

計画名称
武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（事務事業編）2022
改定版

所管部署 環境部 環境政策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成15年度

計画策定の背景・目的

　本計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条に基づく法定計画（地方
公共団体実行計画（事務事業編））である。
　前計画の期間満了と国内外における地球温暖化対策の機運の高まりを背景に、武
蔵野市役所の事業所としての地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進していくこ
とを目的とし、計画の策定にあたった。
　なお、本計画は令和３年度に策定したが、同年の国の地球温暖化対策計画見直し
に伴い、令和４年度に温室効果ガス削減目標値を中心に改定した。

現計画の策定時期 令和３年度　※令和４改定

該当施策名及び該当ペー
ジ

２　地球温暖化対策の推進　P.89

根拠法等の有無及びその名
称

地球温暖化対策の推進に関する法律　第21条【義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

第五期武蔵野市環境基本計画

分野 ４　緑・環境

－88－



第１章

計画の基本的事項 

（１）策定の背景および目的

（２）策定の効果

（３）計画の位置づけ

（４）計画の期間と見直し

（５）基準年度

（６）対象とする事務および事業の範囲

（７）対象とする温室効果ガス

（８）対象とする公共施設

第２章

武蔵野市役所の温室効果ガス排出状況 

（１）これまでの主な取組

（２）第四次実行計画における目標の達成状況

（３）温室効果ガス排出量の算定方法 

（４）温室効果ガス排出量の推移及び内訳

（５）温室効果ガスのうち二酸化炭素排出量の推移及び内訳

第３章

武蔵野市役所の温室効果ガス排出削減の目標

（１）目指すべき市役所のすがた 

（２）2030 年度までの削減目標 

（３）削減目標の設定方法

第４章

武蔵野市役所の地球温暖化対策の取組 

（１）削減目標達成に向けた基本方針

（２）削減目標達成に向けた主な取組

第５章

計画の推進体制

資料 策定の経過

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　

環境部 環境政策課

　地球温暖化に起因する自然災害の増加等が顕著となる昨今において、国際的には平成27年の「パリ協定」
採択、平成30年の「1.5℃特別報告書」の公表、国内では、令和２年の「2050年カーボンニュートラル宣
言」、令和３年には2030年度温室効果ガス排出削減目標を46％（2013年度比）に上方修正するなど、地球温
暖化対策への取り組みの機運がますます高まっている。これらのことを背景に、事業所としての武蔵野市役
所も温室効果ガス削減に資する取り組みを推進することが求められている。

　武蔵野市役所が排出する温室効果ガスは95％以上が二酸化炭素であり、「廃プラスチック類の焼却に伴う
二酸化炭素」が52.9％、「エネルギーの使用に伴う二酸化炭素」が44.0％を占める。これら二つの要因に働
きかける施策を展開することで、二酸化炭素はなお削減可能と考えられる。

≪目指すべき市役所のすがた≫
令和32(2050)年までに「温室効果ガス排出実質ゼロ」

≪2030年度までの温室効果ガス削減目標≫
40％（12,156t-CO2）削減

　2030年度までの目標設定について、次のとおり考え方を示す。
　
〈エネルギー使用に伴う二酸化炭素>
2030年度までに60.0％削減
　→国の地球温暖化対策計画では、2013年度比で約51％削減としているが、市では2013年度から2020年度の
７年間で約30％削減した実績があり、「重点的な施策・事業」にも示すとおり、公共施設における実質再エ
ネ100％電力の調達によりさらに削減量を増やすことが可能と想定している。

<廃プラスチック類の焼却に伴う二酸化炭素>
2030年度までに15.0％削減
　→国の地球温暖化対策計画に倣う

<その他の温室効果ガス>
2030年度までに17.2％削減
　→国の地球温暖化対策計画に倣う

　①プラスチック対策
　令和４年４月施行の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を受け、３Ｒ（リデュース、
リユース、リサイクル）の推進のみならず、プラスチック代替素材の普及促進、事業者におけるプラスチッ
クの自主回収や発生抑制により、廃プラスチックそのものの発生抑制が想定される。

　②公共施設における実質エネ100％電力の調達
　この施策により、2013年比で約13,000t-CO2の二酸化炭素が削減できると見込まれる。

令和３～令和12年度 所管部署計画名称
武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（事

務事業編）2022改定版
計画期間
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市民意見の反映方法

パブリックコメントの実施
 ①令和２年12月11日～令和３年１月４日
 　提出者数３名　意見数５件
 ②令和４年２月４日～同年２月24日（令和４年度改定案に係るパブリックコメン
ト）
 　提出者数40名　意見数96件

現計画の対象期間 令和３～令和12年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

環境市民会議
  令和２年１月～令和４年１月（５回実施）
　※うち、令和４年１月の開催は、令和４年度改定案に係るもの

策定委員の構成
環境市民会議
　市長が委嘱した市民、事業者、学識経験者及び市職員

基
礎
情
報

計画名称
武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（区域施策編）2022
改定版

所管部署 環境部 環境政策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成29年度

計画策定の背景・目的

　本計画は「地球温暖化対策の推進に関する法律」第19条の２に基づく任意計画
（地方公共団体実行計画（区域施策編））である。
　本計画と対になる「武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（事務事業編）2022改
定版」と計画期間を合わせながら、武蔵野市域の地球温暖化対策を総合的かつ計画
的に推進していくことを目的とし、計画の策定にあたった。
　なお、武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（区域施策編）は令和３年度に策定
したが、同年の国の地球温暖化対策計画見直しに伴い、令和４年度に温室効果ガス
削減目標値を中心に改定した。

現計画の策定時期 令和３年度　※令和４改定

該当施策名及び該当ペー
ジ

２　地球温暖化対策の推進　P.89

根拠法等の有無及びその名
称

地球温暖化対策の推進に関する法律　第19条の２【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

第五期武蔵野市環境基本計画

分野 ４　緑・環境
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第１章

計画の基本的事項 

（１）策定の背景および目的

（２）策定の効果

（３）計画の位置づけ

（４）計画の期間と見直し

（５）基準年度

（６）対象とする範囲および取組主体

（７）対象とする温室効果ガス

（８）温室効果ガスの算定方法

第２章

地球温暖化の概要 

（１）地球温暖化とは

（２）地球温暖化による気候変動の影響

（３）地球温暖化対策（緩和策と適応策）

（４）武蔵野市における地球温暖化の影響

第３章

武蔵野市の温室効果ガス排出状況 

（１）温室効果ガス排出量の推移および内訳

（２）温室効果ガスのうち二酸化炭素排出量の推移および内訳

（３）エネルギーの使用に伴う二酸化炭素と市内のエネルギー使用状況

（４）温室効果ガス排出の現状のまとめ

第４章

武蔵野市の温室効果ガス排出削減の目標 

（１）目指すべきまちのすがた

（２）2030 年度までの削減目標 

第５章

武蔵野市の地球温暖化対策の取組 

（１）緩和策としての取組

（２）適応策としての取組（武蔵野市気候変動適応計画）

第６章

計画の推進体制 

資料 策定の経過 

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　

環境部 環境政策課

　地球温暖化に起因する自然災害の増加等が顕著となる昨今において、国際的には平成27年の「パリ協定」
採択、平成30年の「1.5℃特別報告書」の公表、国内では、令和２年の「2050年カーボンニュートラル宣
言」、令和３年2030年度温室効果ガス排出削減目標を46％（2013年度比）に上方修正するなど、地球温暖化
対策への取り組みの機運がますます高まっている。これらのことを背景に、武蔵野市域における温室効果ガ
ス削減に向け取り組みを推進することが求められている。

　市域の温室効果ガスの約90％は二酸化炭素で、うち98.3％がエネルギーの使用に起因するものである。さ
らに、その内訳は業務部門（店舗やオフィス等の業務施設）と家庭部門（住宅）がそれぞれ約40％であり、
全体の80％以上を占めている。

≪目指すべきまちのすがた≫
令和32(2050)までに「温室効果ガス排出実質ゼロ」

≪2030年度までの温室効果ガス削減目標≫
53％（348千t-CO2）削減
→国の地球温暖化対策計画における部門ごとの削減率を、市の部門構成比に読み替えて算出した。国の計画
が示す削減率は約46％であるが、武蔵野市は業務部門及び家庭部門の比率が高いため、52.5％の削減に向け
取り組んでいく。

　市域の温室効果ガス削減には、様々な主体により、総合的な施策展開が求められることを念頭に、取組を
以下のとおり分類する。

　①市民・事業者・市職員の意識や知識の向上
　②地域における効率的なエネルギー活用
　③エネルギー分野以外の地球温暖化対策

令和３～令和12年度 所管部署計画名称 武蔵野市地球温暖化対策実行計画2021（区域施策編）2022改定版 計画期間
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現計画の対象期間 平成29年度～

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：市及び環境市民会議
策定期間：平成28年６月～29年３月

策定委員の構成 環境政策課ほか関係課職員

市民意見の反映方法
パブリックコメント
　募集期間：平成28年２月７日～28日、意見書：９通

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市生物多様性基本方針

所管部署 環境部 環境政策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成29年度

計画策定の背景・目的

　平成４年に国際的なルールとして生物多様性条約が採択され、平成７年には国の
基本計画として生物多様性国家戦略が策定された。平成20年には生物多様性に関す
る基本法として生物多様性基本法が制定され、その第13条で生物多様性地域戦略を
定めることが地方自治体の努力義務として規定されている。
　平成22年に愛知県で開催された第10回生物多様性条約締約国会議では、具体的な
目標として愛知目標が決定された。これを受け、平成24年に生物多様性国家戦略
2012-2020が策定され、愛知目標の達成に向けたロードマップとそれに関する具体
的な施策が提示された。
　このように生物多様性の機運が高まる中、本市の生物多様性を総合的・計画的に
保全・創出するため、平成27年に本市が策定した第四期環境基本計画において、武
蔵野市生物多様性基本方針を策定することが明記された。

方針の大きな理念は、我々が生物多様性の恵みを持続的に受け続けるために、生物
多様性を保全すること。それを前提に３つの目的がある。
①武蔵野市の生物多様性の現状、課題、目指すまちの姿等を明らかにすること。
②生物多様性に係る施策を体系化し、総合的かつ計画的に推進すること。
③生物多様性の意義や具体的対策等を広く市民に啓発すること。

現計画の策定時期 平成29年度（平成29年４月）

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進　P.90

根拠法等の有無及びその名
称

生物多様性基本法　第13条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

第五期武蔵野市環境基本計画

分野 ４　緑・環境
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方針Ⅰ　まもる・そだてる

　人間と自然が調和する武蔵野市らしい生物多様性を守り、育てるまち

　・生物多様性施策の推進

　・気候変動対策の推進

　・緑化の推進

　・水辺環境の整備及び水環境の推進

　・市外の森林整備等の推進

　・農地保全の推進

方針Ⅱ　わかる・つたえる

　武蔵野市の生物多様性の多面性を理解し、発信するまち

　 　・自然環境に関する情報発信の推進

　・自然体験事業の推進

　・自然環境教育の推進

方針Ⅲ　うごく・つながる

　生物多様性について多様な主体が自発的に行動し、積極的に連携するまち

　・市民・事業者の活力を借りた生物多様性の保全の推進

　・自然環境に関するリーダーシップ育成の推進

　・近隣自治体や東京都、その他市外関係者との連携の推進

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　

所管部署 環境部 環境政策課

「歴史」、「地域」、「生物種」の３つの視点から市内の生物多様性の強み・機会と弱み・課題を整理し、
生物多様性のポイントとした。
　＜強み・機会として捉えることができる点＞
　◇人間と自然が共生していること
　◇生態系ネットワークを構築するための原型があること
　◇自然環境の保全について市民等の活力があること
　◇生物多様性の文化・精神的サービスが充実していること
　＜弱み・課題として捉えなければならない点＞
　◇自然環境が量的に減少、質的に低下していること
　◇自然環境の種類や存在する地域に偏りがあること
　◇侵略的な外来種が地域本来の生物多様性を脅かしていること
　◇他自治体や都、市外各教育機関との連携が不可欠であること

本市の生物多様性のポイントを踏まえて生物多様性のための目指すまちの姿について、以下のとおりを定め
ている。

①人間と自然が調和する武蔵野市らしい生物多様性をまもり、育てるまち
②武蔵野市の生物多様性の多面性を理解し、発信するまち
③生物多様性について多様な主体が自発的に行動し、積極的に連携するまち

①人と自然が調和する武蔵野市らしい生物多様性を守り、育てていく。
　自然環境の減少・偏りや気候変動、侵略的外来種の問題を前提に、生態系ネットワークを強く意識しなが
ら、今ある自然環境を育て、人間と他の生きものたちの暮らしが適切に調和するまちを目指す。

②武蔵野市の生物多様性の多面性を理解し、発信していく。
　本市の生物多様性の文化・精神的サービスが充実していることに鑑み、市民・事業者・行政が、市民生活
と生物多様性の関連について、文化・歴史・産業・教育等の様々な切り口による多面性を理解し、発信する
まちを目指す。

③生物多様性について多様な主体が自発的に行動し、積極的に連携していく。
　本市の市民活力の強さを最大限に生かすことを念頭に置きながら、市民・事業者等が生物多様性を自ら守
り、育てることができるまちを目指す。また、生物多様性に関する取り組みの有効性を高めるために、市
内・市外の多様な主体が積極的に連携するまちを目指す。

平成29年度～計画名称 武蔵野市生物多様性基本方針 計画期間

－96－



現計画の対象期間 令和元年度～令和10年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市廃棄物に関する市民会議（第６期）
策定期間：平成30年６月から令和元年７月まで（６回開催）

策定委員の構成
学識経験者２名、市民団体４名、公募市民３名、事業者４名、行政１名（環境部参
事）、合計14名

市民意見の反映方法
・市民会議への公募市民の参加
　公募市民（３名）も含め、計画の策定作業を行った。
・中間報告に関するパブリックコメント
　提出者：６人　意見数：16件

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市一般廃棄物処理基本計画

所管部署 環境部 ごみ総合対策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成10年度

計画策定の背景・目的

　本市では、平成21年度にごみ排出量原単位700ｇを達成し、平成22年５月に「セ
カンドステージ！武蔵野ごみチャレンジ600グラム」を宣言して、さらなるごみ減
量に取り組んでいる。
　平成27年３月に「武蔵野市一般廃棄物処理基本計画（平成27年度～令和６年
度）」を策定したが、計画策定以後も社会経済状況は大きく変化している。直近の
廃棄物処理に関する重要な課題としては、マイクロプラスチックによる海洋汚染や
食品ロス対策、災害廃棄物処理についての検討等が挙げられる。
　また、新クリーンセンターが平成29年４月に竣工した。新クリーンセンターは、
エネルギーの有効利用と災害時のエネルギー供給拠点の役割を担うものともなっ
た。
　環境負荷の少ない省エネルギー・省資源型の持続可能な都市を目指し、効果的な
ごみ減量施策等を展開するため、長期計画に連動して計画の見直しを行い、令和元
年度を初年度とする10年間の計画である「一般廃棄物処理基本計画」の改定を行う
ものである。

現計画の策定時期 令和元年度

該当施策名及び該当ペー
ジ

４　省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築　P.92

根拠法等の有無及びその名
称

廃棄物の処理及び清掃に関する法律　第６条１項【義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ４　緑・環境
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1 基本理念

『環境負荷の少ない省エネルギー・省資源型の持続可能な都市を目指す』

2 基本方針

3 計画の目標

(1) ごみの排出抑制

(2) ごみ処理・資源化コストの効率化と環境負荷の低減

4 今後求められる取り組み

(1) 連携の推進

(2) ごみ・資源物の発生抑制・排出抑制

(3) 普及啓発の充実・拡充

(4) ごみ処理の効率化・環境負荷の低減

(5) クリーンセンターの運営

(6) 最終処分

(7) 災害時の対応

現
計
画
の
中
身

施策の体系

「市民・市民団体・事業者・行政の連携の再構築」
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１．ごみの発生抑制・再資源化にかかる課題として
　①市民のごみの排出者責任の明確化
　②ごみ減量推進体制の整備・充実
　③ごみ減量意識の普及啓発の充実・拡充
　④事業系ごみの減量・資源化へ向けての事業者への働きかけの充実・拡充
　⑤資源物回収の推進
　⑥庁舎から発生する廃棄物の分別の徹底など市役所の環境に配慮した行動の実践
２．収集・運搬にかかる課題として
　①容器包装リサイクル法に基づく収集の推進と分別の徹底
　②収集・運搬コストの効率化・環境負荷の低減
３．中間処理にかかる課題として
　①新処理施設の安全・安心・安定稼働
４．最終処分にかかる課題として
　①二ツ塚処分場への埋め立てゼロの維持

『環境負荷の少ない省エネルギー・省資源型の持続可能な都市を目指す』を基本理念として掲げており、将
来にわたって発展を継続していくために、市民生活や事業活動において、エネルギー及び資源の消費を抑え
ながら、ごみの発生を可能な限り抑制することを第一に考え、その上で、排出されるごみについても、必要
かつ適正な資源化処理等を行うことにより、環境に与える負荷の小さい都市を目指す。
この基本理念を達成するため、本計画では「市民・市民団体・事業者・行政の連携の再構築」を基本方針と
して設定した。市民・市民団体・事業者・行政は、一人ひとりがごみ問題を含めた環境問題を自らの問題と
して捉えるとともに、自らの足元からライフスタイルや事業活動を見直し、可能な取り組みを行うこと、あ
るいは、他者に影響を与えること、そして、相互に連携・補完することを通じて、持続可能な都市を目指す
必要がある。そのため、市民・市民団体・事業者・行政が計画に記載された各々の責務を果たしていく。

① 収集・運搬コストの効率化・環境負荷の低減
② 事業系一般廃棄物減量資源化の取り組み
③ 新処理施設の安全・安心・安定稼働
④ わかりやすい啓発活動
⑤ 集団回収のあり方の検討

計画名称 武蔵野市一般廃棄物処理基本計画 計画期間 令和元年度～令和10年度 所管部署 環境部 ごみ総合対策課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

職員による策定。東京都から策定依頼の通知を受け、環境省による策定の手引き
等に基づき策定。
策定期間：令和元年４月～６月

策定委員の構成

市民意見の反映方法

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市分別収集計画（第９期）

所管部署 環境部 ごみ総合対策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成８年度

計画策定の背景・目的

　市町村は、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（以
下「法」という。）に基づき容器包装廃棄物の分別収集を実施するにあたり、市
町村分別収集計画の策定が必要である（法第８条第１項）。市町村分別収集計画
は５年を一期とし、３年ごとに見直すこととされている。

　本計画では、人口変動を鑑み、５年分の容器包装廃棄物排出見込量および分別
基準適合物の量の見込みを積算する。法に基づく指定法人である(公財)日本容器
包装リサイクル協会への引渡見込量及び市町村が独自に処理を行う予定量をそれ
ぞれ明確にし、特定事業者（容器包装の製造事業者等）における再商品化義務量
を算定するために本計画の算定量が使用される。

現計画の策定時期 令和元年度（令和元年６月）

該当施策名及び該当ページ ４　省エネルギー・省資源型の持続可能な都市の構築　P.92

根拠法等の有無及びその名称
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイク
ル法）第８条第１項【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ４　緑・環境
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1 計画策定の意義

2 計画の基本的方向

3 計画期間

4 計画の対象品目

5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み

(法第８条第２項第１号)

6 容器包装廃棄物の排出抑制のための方策（法第８条第２項第２号）

(1) 事業者による自主的な取り組みの促進

(2) 市民への広報・普及活動

7 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装

廃棄物の収集に係る分別の区分(法第８条第２項第３号)

8 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの

量及び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込み

(法第８条第２項第４号)

9 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの

量及び第２条第６項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの

算定方法

10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第８条第２項第５号)

11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項

(法第８条第２項第６号)

12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 環境部 ごみ総合対策課

・さまざまなリサイクルに関する法律が制定された中で、平成７年制定、平成18年改正の「容器包装に係
　る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」に基づく、容器包装廃棄物の３Ｒ（リデュース、
　リユース、リサイクル）のより一層の推進が求められている。
・武蔵野市は、都心に近く商業機能が集積していること、人口の移動が激しく単身世帯が多いこと、住宅
　が密集していることなどの地域特性を持っている。これらの特性は、分別排出のルールが守られにくい
　という面や、一人当たりのごみ排出量が多くなるなど、ごみ問題を解決していく上でのすべての段階に
　大きな影響を与えている。
・武蔵野市が持続可能な都市の形成を実現していくためには、大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会
　経済、ライフスタイルからの転換を図ることにより、ごみの発生・排出を抑制し、また、不要となった
　物も極力再利用・再生利用し、環境への負荷をできるだけ低減していくことが必要である。

計画の基本的方向
(1) 容器包装廃棄物の発生・排出抑制を推進する
　容器包装廃棄物の発生・排出抑制のため、簡易包装や無包装を目指して生産・販売者としての事業者、
　消費者としての市民がその責務を果たせるよう、広報・普及活動に取り組む。
(2) 一度使用した容器包装の再使用をすすめる
　今日の容器包装は耐久性に優れており、繰り返し再使用可能なものが少なくない。消費者である
　市民の行動を促すため、事業者への働きかけも含め、市としても推進していく。
(3) 使えなくなった容器包装の資源化をはかる
　容器包装の再使用が困難となったときには、法による手法をはじめ環境負荷や費用負担等について、
　より適正で効率的・効果的な手法により再生利用等の資源化を図り、環境負荷を低減できるよう
　取り組みを行う。

・廃棄物の発生・排出抑制のための方策や、ごみ分別ルールの徹底、ごみ減量の情報発信及びレジ袋
　削減など、ごみ減量・資源化を推進していくための方策を検討する。

令和２年度～令和６年度計画名称 武蔵野市分別収集計画（第９期） 計画期間
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現計画の対象期間 平成31年～令和10年

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：緑の基本計画検討委員会
策定期間：平成29年８月～平成31年３月（全７回開催）

策定委員の構成
学識経験者３名、プレーパーク事業関係者、第５期緑化環境市民委員、農業関係
者、企業従事者及び緑ボランティア団体代表各１名、公募市民２名　計10名

市民意見の反映方法

①市内の大学生や在勤者を対象とした、公園とオープンスペースについて考える緑
のワークショップを開催した。（16名）
②緑の基本計画検討委員会の委員に公募市民を含めた。
③環境フェスタにおいてアンケートを実施し、パブリックコメントとオープンハウ
スの開催を案内した。（約200名）
④計画案と緑の保全及び緑化推進に関する本市の取組みをパネル展示するオープン
ハウスを武蔵野プレイス及びアトレ吉祥寺店で実施した。（のべ151名）
⑤パブリックコメントを実施した。（39件）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市緑の基本計画2019

所管部署 環境部 緑のまち推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成９年３月

計画策定の背景・目的

　本市では、昭和46年から「第１期長期計画」の重点事業として「緑のネットワー
ク計画」を掲げ、積極的に公園緑地の保全と拡充を進めてきた。
　緑の基本計画は都市緑地法第４条（旧都市緑地保全法）に規定されている「緑地
の保全及び緑化の推進に関する基本計画」である。平成６年の都市緑地保全法の改
正により、全国的にも先駆け平成９年３月に「むさしのリメイク（武蔵野市緑の基
本計画）」を策定した。平成20年３月には、「武蔵野市緑の基本計画2008」として
改定を行い、緑化推進や緑化活動への市民参加など、緑の保全と創出に取り組んで
きた。
　近年では、都市公園法をはじめとする緑に関する法制度の改正など、都市公園を
取り巻く環境は大きく変化してきた。これらの変化を的確に捉えるため、平成27・
28年度に「第五期緑化・環境市民委員会」を設置し、さらに平成29年度から２か年
をかけて「武蔵野市緑の基本計画検討委員会」を設け、10年が経過した旧計画を
「武蔵野市緑の基本計画2019」として改定を行った。
　今後は本計画を軸として、武蔵野市緑の憲章の理念を継承するとともに、より一
層市民、民間、行政との連携を深めながら、緑豊かなまちづくりを進めていく。

現計画の策定時期 平成31年３月

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進　P.88、90、91

根拠法等の有無及びその名
称

都市緑地法　第４条【定めることができる】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市民緑の憲章（昭和48年）

分野 ４　緑・環境
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１ 基本理念 ： 緑は市民の共有財産

２ 将来像 ： 緑の量・質ともに豊かな武蔵野市

３ 計画のテーマ ：日々の暮らしの中で緑を楽しむ

４ 計画の目標 ： （１）今ある緑を守りながら質の高い緑空間を創出します

（２）緑を豊かに感じる場所を増やします

（３）地域のニーズに合わせた広さのある公園の配置と

柔軟な公園緑地の活用に取組みます

（４）緑に関する満足度を高めます

５ 施策体系 ：

基本施策-1　多様な活動と連携の展開

①多様な主体による連携を深める

②参加につながる取組み

③緑の良さを実感する機会の創出

④緑を支える広域的な連携

⑤多摩の森林保全

（２）公共の緑と水辺の方針～緑と水の魅力を輝かそう～

基本施策-2　緑と水が持つ効果を高める

①公園緑地などの機能と維持管理の充実

②水と緑の軸・緑の拠点の継承

③景観を高める緑の創出

基本施策-3　魅力アップとなる活用方法

①行政課題に対応した公園緑地の活用

②公園緑地の魅力アップに役立つ運営の仕組みづくり

（３）民有地の緑の方針～暮らしに緑の恵みを育もう～

基本施策-4　個々の緑を地域の緑として育む

①「農」と触れ合う機会と農地活用の取組み

②地域の緑をサポートする取組み

基本施策-5　暮らしを彩る多彩な緑の演出

①緑を育む暮らしを楽しむ

②まちを彩る質の高い緑化の推進

現
計
画
の
中
身

施策の体系

（１）緑のマネジメントを連携の方針～緑をみんなで支えていこう～
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

（現状認識、課題認識）
　本計画の策定にあたっては、平成19年度策定の「緑の基本計画2008」の評価を行うとともに、論点整理と
改定のポイント整理を行った。
１　緑の基本計画2008の評価（抜粋）
　・緑被率は24.0％（H17）→25.3％（H22）→24.3％（H28）と民有地の緑の減少がみられる
　・歩いていくことのできる公園の整備率は84％（H22）→86.5％（H28）と増加しているが地域に偏りがあ
る。
２　計画の論点整理
　・基本理念・将来像・計画の目標は旧計画を継承
　・「公園緑地や学校などの公共の緑と水辺」、「民間の公開空地・農地・商業施設などの民有地の緑」、
　　「緑のマネジメント」について、それぞれ論点整理を行った。
３　改定のポイント
　①公園緑地などの公共の緑のポテンシャルを活かす
　②民有地の緑の保全と創出
　③緑のマネジメントと多様な主体による新たな連携

基本理念として
「緑は市民の共有財産」であることを市民一人ひとりが、理解し協力して緑を守り育てる取り組みを行う。
また、基本計画の施策が達成された時の将来像「緑の量と質ともに豊かな武蔵野市」を表す緑６つを掲げ、
本市のブランドイメージが確保されることを狙う。（①地球に優しい緑②安全・安心をつくる緑③ゆとり・
文化・歴史の緑④暮らしを彩る緑⑤感性を育む緑⑥協働で守り育む緑）
計画の目標
（１）今ある緑を守りながら質の高い緑空間を創出
（２）緑豊かに感じる場所を増やす
（３）地域のニーズに合わせた広さのある公園の配置と柔軟な公園緑地の活用に取組む
（４）緑に関する満足度を高める
計画を推進するための考え方として
①市民・事業者・行政の役割を明記した。
②各施策の実現までの期間（短期・中期・長期）を明記した。
③評価検証は市民や専門家を交えた機関が行うことを明記し、客観性、公開性の高いものを目指している。

本計画においては、「重点的な施策」として差別化することは行っていないが、実現までの期間が「短期」
として掲げられている施策については以下のとおりである。
基本施策１　多様な活動と連携の展開
　・公園緑地・民間のオープンスペースの一体的な活用・管理・運営に向けた働きかけ
　・市民の意見や多様なニーズに合わせた活動の支援。参加につながる市民への情報の発信
　・日々の暮らしの中で緑の良さを実感する働きかけと機会を創出する取組みを実施
基本施策２　緑と水が持つ効果を高める
　・「公園・緑地リニューアル計画」を改定し、地域のオープンスペースも考慮した公園緑地の配置検討・
整備
　　とリニューアルを実施
基本施策３　魅力アップとなる活用方法
　・遊びや憩いなど機能を強化する活動の支援や子ども・子育て支援の取組みの検討
　・公園を柔軟に使うための制度の研究
基本施策４　個々の緑を地域の緑として育む
　・民有地の樹木・樹林地に対する保全制度の見直し
基本施策５　暮らしを彩る多彩な緑の演出
　・既存の指導基準の見直しによる、接道部緑化の充実や緑の質を高める誘導方策を検討
　・大規模開発などでオープンスペースを創出する際の質の高い緑化に向けた働きかけ

計画名称 武蔵野市緑の基本計画2019 計画期間 平成31年～令和10年 所管部署 環境部 緑のまち推進課
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基
礎
情
報

計画名称 仙川リメイク　武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画

所管部署 環境部 緑のまち推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

計画策定の背景・目的

　平成９年３月に都市緑地法に基づく緑の総合計画である「武蔵野市緑の基本計画
－むさしのリメイク－」を策定し、その中で仙川を「仙川でまちなみをリメイクす
る重点事業」として位置づけた。
　またこれと並行して、仙川を挟んで住宅・都市整備公団桜堤団地建替事業が進め
られ、事業に伴い市と公団（当時）で締結した基本協定の中に、仙川の水辺環境整
備が盛り込まれた。
　この２点から、市内の仙川の水辺環境整備のあり方、整備イメージ、水源の確保
などについて、東京都、住宅・都市整備公団（現独立行政法人都市再生機構）をは
じめとする関係機関の計画との整合性を図るとともに、事業の具体化の方策を早急
に立案する必要が生じたことから、本計画を策定した。

現計画の策定時期 平成10年度（平成10年７月）

根拠法等の有無及びその名
称

都市緑地法　第４条【定めることができる】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

緑の基本計画2008（策定時）
緑の基本計画2019（現在）

この計画が初めて策定された
時期

平成10年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

東京都、住宅都市整備公団及び市により構成する検討委員会の報告を受け、市緑化
環境センター（現緑のまち推進課）にて策定。
策定期間：平成10年３月～平成10年７月

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法
仙川水辺環境整備基本計画（案）を作成し市民に公表、意見や要望等の募集を実施
した。
説明会を３回実施し、各回10名程度の市民が参加した。

現計画の対象期間 平成10年度～平成30年度

あり

分野 ４　緑・環境

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進　P.90、91
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Ⅰ水辺環境整備の基本方針

（１）基本理念

花を愛で水辺に遊ぶ

（２）基本方針

①水を楽しむ

②歩を楽しむ

③花を楽しむ

④隣接地と一体的に楽しむ

（３）目標年次

短期目標　平成15年

長期目標　平成30年

（４）水に関する整備目標

Ⅱ整備のイメージと方策

（１）ゾーニング

・自然生態系復活ゾーン

・親水ゾーン

・川の道ゾーン

・水辺景観形成ゾーン

（２）護岸の整備イメージ

・緩傾斜化の整備イメージ

・緩傾斜化できない整備イメージ

（３）各ゾーンの整備イメージ

・拠点と区間の区分

・現況と整備イメージ

（４）水の確保

・短期目標

（ア）水量

（イ）水質

（ウ）水の確保の方策

・長期目標

（ア）水量

（イ）水質

（ウ）水の確保の方策

5.0mg/ℓ以下 2.5mg/ℓ以下

整備イメージ
メダカのすめる仙
川をめざす

タナゴのすめる仙
川をめざす現

計
画
の
中
身

施策の体系

水質（ＢＯＤ）

短期目標 長期目標

水量
昼間　1.5ℓ/sec

35ℓ/sec
夜間　0.5ℓ/sec
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

環境部 緑のまち推進課

（現状認識）
　従前の仙川はコンクリート三面張りの構造で水がほとんど流れず植物もない殺風景な川であった。市民か
らもコンクリートで固める前の川の形態に戻し、沿道の公園等と一体的に親水化を求める意見が寄せられて
いた。

（課題認識）
　仙川を自然性豊かな清流の有る河川として整備するために以下の課題があげられる。
①水の流れる仙川を取り戻す
②遊歩道を確保する
③仙川に自然を取り戻す
④周辺とあわせた整備を進める
⑤上流に導水する水量の確保→次回の計画策定時に、「現在の課題」として記入することとする

基本理念
　生態系豊かな仙川にし、せせらぎや四季を感じることのできる水辺にしていく。河川護岸を石積に改修
し、現在は流れていない上流部に導水することにより、緑と水のネットワークを形成していく。

基本方針
①仙川の流れを復活させるため、上流部まで導水を確保する
②緑と水のネットワークを形成していくため、仙川の遊歩道の樹木や側道の街路樹などの緑を確保する
③地区計画で位置づけられた広場や仙川に隣接した大規模敷地などは、潤いのある空間とするため、河川と
一体
　的に整備をしていく

　本計画は、平成８年に設置した仙川水辺環境整備検討委員会（東京都、住宅・都市整備公団及び市）が
「仙川のあり方」及び「水辺環境整備の方針及び方策」について作成した報告書を尊重し取りまとめてい
る。仙川を4つのゾーンに分け、最上流部である「自然生態系復活ゾーン」の護岸整備等は概ね終了してい
る。

仙川リメイクの長期目標の対象期間を迎えたことから、令和２年３月に「仙川水辺環境整備基本計画（仙川
リメイク）の評価と今後の方向性について」を策定し、本計画の整備状況と実績評価を行った。また、現状
の課題を整理するとともに、今後の方向性を取りまとめ、様々な課題の解決策の見込みが立つまでは良好な
水辺環境として仙川を保全するとともに、河川維持水の確保等が見込めるまで整備事業を休止することとし
た。

計画名称 仙川リメイク　武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画 計画期間 平成10年度～平成30年度 所管部署
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現計画の対象期間 令和２年度～当面の間（河川維持水の確保等が見込めるまで）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：庁内検討委員会
策定期間：平成30年度（４回開催）、令和元年度（２回開催）

策定委員の構成

庁内検討委員会
環境部長（委員長）環境部参事（副委員長）
防災課長、まちづくり推進課長、住宅対策課長、道路課長（現道路管理課長）、
環境政策課長、下水道課長、緑のまち推進課長

市民意見の反映方法
仙川リメイク（武蔵野市仙川水辺環境整備基本計画）策定時には計画（案）の公
表、意見や要望の募集や説明会（３回）を開催した。

基
礎
情
報

計画名称
仙川水辺環境整備基本計画（仙川リメイク）の評価と今後
の方向性について

所管部署 環境部緑のまち推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成10年度

計画策定の背景・目的

平成10年に「仙川水辺環境整備基本計画（ 以下「仙川リメイク」という。）」を
策定し、その後今日まで仙川リメイクによる水辺環境整備を市の重点事業として
仙川を自然豊かな清流のある河川となるように進めてきた。
仙川リメイクの長期目標の年である平成30年末時点において、総延長約
3.5km(3,415m)に対し整備を終えた区間は、上流部の約1km(1,013m)となってお
り、進捗率は29.7%である。
仙川リメイクの長期目標の対象期間を迎えた現在、これまでの事業の評価や社会
状況の変化を踏まえ、今後の整備や維持管理の方向性について検討する必要が
あったため、本計画の策定に至った。
武蔵野市域を流れる仙川について、仙川リメイク策定から現在までの事業評価と
水辺環境の現状を整理し、今後の方向性をまとめた。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年３月）

該当施策名及び該当ページ ３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進　P.90.91

根拠法等の有無及びその名称 都市緑地法　第４条【定めることができる】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市緑の基本計画2019

分野 Ⅳ　緑・環境
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

(1) 仙川リメイクの基本的な考え方と整備状況
1. 仙川水辺環境整備基本計画（仙川リメイク）とは
2. 仙川の概要
3. 仙川リメイクの策定経緯
4. 仙川リメイクの基本的な考え方
5. 整備の実績
6. 現在の仙川（概況）

(2) 仙川リメイクの評価
1. 環境に関する社会動向
2. 仙川リメイクの実績評価

(3) 現状の課題
1. 仙川全体の課題
2. 整備済み区間の課題
3. 未整備区間の課題

(4) 今後の方向性
1. 基本的な考え方
2. 整備済み区間について
3. 未整備区間について
4. 今後について
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

１．仙川全体の課題
（1）河川維持水の減少
河川維持水を送水している境浄水場は、ろ過システムの改修計画を策定中であり、ろ過システムの変更内容
によっては導入量が大幅に減少する可能性がある。良好な水辺環境を維持していくためには、少なくとも現
状の水量以上の河川維持水が必要となるため、今ある水量を最大限に有効活用する整備などの検討が必要と
なる。

２．整備済み区間の課題
（1）河川施設の老朽化
親水化整備に着工してから約20年が経過し、川底や木杭などの河川施設の老朽化が進行している。限られた
河川維持水を有効活用するためには、老朽化した施設への対応や水を維持できる構造への改修検討が必要。
（2）市民に親しまれる水辺環境の維持管理
現状の水辺環境は、約20年の歳月をかけて育まれたものであり、今後も地域の環境資産として残していく必
要がある。そのためには河川維持水の減少に対応した水辺環境を良好に維持していく管理手法の検討が必要
となる。

３．未整備区間の課題
（1）不足する河川維持水
　上流側の整備済み区間において護岸へのしみ込みや蒸発、植物による蒸散吸収などで水が減少し、未整備
区間まで水が到達していない。未整備区間に水を流しつつ水深10cmを確保するためには、約800m3/日以上の
河川維持水の確保が必要となる。
（2）適正な流下量の確保が困難
未整備区間では、河川に求められる流下量を確保するための河川断面の規模が確保されていない。また、河
川断面の確保には複数の橋の改修も必要となる。
（3）限られる護岸構造
仙川リメイクでは石積み護岸が提案されているが、未整備区間は河川区域の幅が狭いことから、緩傾斜護岸
や石積み護岸のスペース確保ができないため垂直な護岸となってしまう。
（4）住宅間近での工事
未整備区間では住宅が河川に近接しており、既存の護岸構造物を撤去すると、住宅に傾きなどの影響が出る
可能性が高いため、工法を慎重に選択する必要がある。また、工事車両が河川に接することができる箇所は
橋か公園に限られるので、重機の進入や資材の搬入、工事ヤードの確保が困難である。
（5）高額な工事費
護岸の工事には、護岸整備費に加え多額の仮設費用が必要となる。また、未整備区間は2km以上あるため、
整備費の増大が懸念される。

仙川は水と緑の軸として位置付けられた市域の重要な財産として、将来に渡って残す必要がある。そのた
め、以下の仙川リメイクの基本的な考え方を継続する。

「花を愛で水辺に遊ぶ」
(1)水を楽しむ
水辺を身近に感じ、楽しむために仙川の流れを復活させる。また、流水が復活した箇所については、その維
持に努める。
(2)歩を楽しむ
仙川を活用した遊歩道を整備して、緑と水のネットワークを形成する散策の道とする。
(3)花を楽しむ
仙川は自然生態系に配慮すると共に、四季の変化、五感に訴える花を楽しめる場とする。
(4)隣接地と一体的に楽しむ
仙川に隣接する公園などについては、一体的整備を行い、休憩場所あるいはシンボル性の高い緑地とする。

計画名称
仙川水辺環境整備基本計画（仙川リメイク）の

評価と今後の方向性について
計画期間 令和２年度～当面の間（河川維持水の確保等が見込めるまで） 所管部署 環境部緑のまち推進課
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重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

仙川整備の基本的な考え方は継続しつつ整備事業は休止し、様々な課題の解決策の見込みが立つまでは良好
な水辺環境として仙川を保全する。

１．整備済み区間
・仙川の親水化整備に着工してから約20年が経過し、川底や木杭などの河川施設の老朽化が進行しているた
め、今後漏水の原因となる可能性がある。限られた河川維持水を有効活用するために、劣化部分の川底等の
再整備を検討する。
・約20年かけて育まれた現在の水辺環境を保全するため、水量の減少に対応しながら落葉期の清掃、選択的
植物管理等の管理手法の検討を行う。

２．未整備区間
・下流域まで水が到達していない現状では、自然性豊かな清流のある河川として成立しないことから、十分
な水が確保されるまで、親水ゾーンからの下流域については、整備を休止している。境浄水場からの河川維
持水について東京都水道局と定期的な協議を行い、その動向について常に把握するとともに、減少量がなる
べく少なくなるよう調整を継続する。

・境浄水場からの河川維持水について東京都水道局と定期的な協議を行い、その動向について常に把握する
とともに、減少量がなるべく少なくなるよう調整を継続する。

－112－



現計画の対象期間 平成22年度～平成35（令和５）年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：庁内委員会
策定期間：平成20年度より５回開催
関係機関との調整(東京都、練馬区、西東京市へのヒアリング)

策定委員の構成
庁内委員会（まちづくり推進課１名、環境政策課１名、道路課１名、緑化環境セン
ター（現緑のまち推進課）４名）　計７名

市民意見の反映方法
隣接住民へのアンケート調査(128/300名,回収率43%)
計画案に対してパブリックコメントを行なった。（９件）

基
礎
情
報

計画名称 千川上水整備基本計画

所管部署 環境部 緑のまち推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成22年度

計画策定の背景・目的

　本計画は、千川上水の管理が武蔵野市に移譲されたことに伴い、千川上水及び周
辺の調査分析を実施し、その結果を踏まえ、水と緑の環境を活用した散策や休憩の
場、親水や身近な自然とのふれあいの場として、多くの市民に親しまれるよう整備
の方向性を示したものである。
　なお、計画策定に当たっては、様々な生物が生息・生育する空間としての役割や
位置づけを念頭におき、上水部分と緑道部分、さらに隣接する公園緑地や公共施設
とのつながりを図ることとする。

現計画の策定時期 平成22年度（平成22年５月）

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進　P.90、91

根拠法等の有無及びその名
称

都市緑地法　第４条【定めることができる】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

緑の基本計画2008（策定時）
緑の基本計画2019（現在）

分野 ４　緑・環境
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基本方針

１ 施設整備方針

２ 景観形成方針

３

４ 歴史継承方針

●歴史を醸し出す、施設デザインや素材の採用

なお、区間を３つにわけそれぞれの方針を立てている。
　区間①　境橋～五日市街道交差部間
　区間②　五日市街道交差部間～電通研究所前交差点間
　区間③　電通研究所前交差点～吉祥寺橋間

●歴史解説板等の設置による千川上水の歴史継承機能の充実

現
計
画
の
中
身

施策の体系

●安全や防犯に配慮した施設の充実

●散策や休憩機能の充実

●施設（サイン等）のデザインや素材の統一

●自然解説板や樹名板等の整備による自然観察の充実

●老朽化している施設の改修

●関連機関との調整によるアクセス・利便性の向上

●樹木の適正管理により、水と緑が織り成す景観の向上を図る

●季節感のある花木・紅葉木・地域性樹木の補植等により、うるおいのあ
る景観の演出を図る

●景観に配慮した水路環境の整備

●景観阻害要因（ごみの散在、雑草の繁茂等）の改善により、景観の向
上を図る

環境形成方針

●休憩、風景探勝、自然観察等のレクリエーションの場として、安全で快
適に利用することのできる環境形成を図る

●鳥類や昆虫類の食餌植物の補植や水路環境の整備により、生物
の生息・生育環境の向上・創出を図る
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

（現状認識）
　既に一定の整備がされている千川上水は平成18年に東京都から委譲され、樹木から施設まで現状の維持管
理を武蔵野市がそのまま踏襲している状況である。
　生物や植物の現状、利用形態等現状を把握するとともに、現状の特性を整理し、施設、景観、環境、歴史
継承の観点について基本方針を立てた。水と緑の環境を活用した散策や休憩の場、親水や身近な自然とのふ
れあいの場として、多くの市民に親しまれるよう３つのエリアに分け整備の方向性を示した。

本計画では、以下の４項目について基本コンセプトとしている。
①周辺の公園・緑地等とのネットワークと役割分担から、休憩・レクリエーション機能の向上を図る
②水と緑の景観資源として、清らかな流れや緑、鳥のさえずりや水音等の演出により、景観の向上を図る
③生物の生息・生育環境の向上・創出により自然環境の向上を図る
④300年にも及ぶ千川上水（用水路）の歴史と文化を踏まえ、未来への継承を図る

上記基本コンセプトに基づき、基本方針として４つの観点から基本方針を設定している。
「施設整備方針」では、自然解説板や樹名板の整備
「景観形成方針」では、うるおいのある景観の演出
「環境形成方針」では、地域性樹木の補植、生物の生息・生育環境の向上・創出
「歴史継承方針」では、解説板などの設置による歴史継承機能の充実

なお、武蔵野市管内の千川上水（境橋～吉祥寺橋の延長約3.8km）は、周辺の土地利用や千川上水の断面構
造、歩道の有無等の整備状況、ならびに利用形態等から、３つの区間に大別することができるため、整備課
題や基本コンセプトから導かれた基本方針を、各区間の特性を踏まえて展開し、区間方針を設定している。

１　優先的に整備を行なう区間
　千川上水内の利用拠点区間として整備効率が高い、区間②の休憩・散策施設を優先して行う。（休憩ベン
チなどの一部は老朽化し、快適性や安全性が低下しているため。）
　これをモデル整備区間として位置づけ、効果的な事業展開につなげていく。

２　優先的に整備を行う施設・環境
(1)全区間を通じたサイン施設の整備
　サイン施設は、設置時期や主体の違いから素材やデザインの統一感が低く、老朽化によりその機能を果た
していないものもある。よって、現在設置されているサインを整理し、整備を行なっていく。
(2)区間②における休憩施設の整備
　既設の休憩施設（ベンチ等）は老朽化しているものが多く、景観も阻害している。施設整備で利用者から
の要望が多いベンチから早急に改修を行っていく。
(3)区間③における水面を望むことのできる景観の確保
　利用者が多く、かつ低木の植込みにより水面を望むことができる箇所の少ない区間③から優先的に実施し
ていく。

計画名称 千川上水整備基本計画 計画期間 平成22年度～平成35（令和５）年度 所管部署 環境部 緑のまち推進課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和11年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：緑のまち推進課（スタッフワーキング実施）
期間：令和元年４月～令和２年３月

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 パブリックコメント実施（17件）

基
礎
情
報

計画名称 公園・緑地リニューアル計画2020

所管部署 環境部 緑のまち推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成22年度

計画策定の背景・目的

　これまで、公園・緑地の改修・再整備については、個別の公園毎に対応してきた
が、本計画により公園・緑地の実態調査・評価に基づいて整備方針を明らかにし、
それぞれの公園・緑地がもつ機能や特性を地域間で相互に補完し合うことによっ
て、体系的かつ効率的な公園事業を展開していく。
　本計画に基づく公園・緑地のリニューアルの推進により、「今あるストックの有
効活用と公園・緑地の整備・維持の効率化」「利用者ニーズの変化に対応した公
園・緑地の機能・魅力の再生」「老朽化した公園・緑地のリニューアルによる安
全・安心の確保」などの効果をねらいとしている。
　「武蔵野市緑の基本計画2019」や「武蔵野市第六期長期計画」では、今後の公園
緑地に関する考え方を示している。また、国や東京都では、公園のポテンシャルが
最大限に発揮されるよう、効果的かつ効率的なリニューアルを推進するため、公園
を都市の貴重なオープンスペースとして有効活用するとともに、生物多様性や防災
などの多様な機能が発揮されるための視点が示されている。策定から約10年間の社
会情勢や、国・都の動向を踏まえて、改定を行った。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年３月）

該当施策名及び該当ペー
ジ

３　「緑」を基軸としたまちづくりの推進　P.90、91

根拠法等の有無及びその名
称

都市公園法　第３条【定めることができる】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

緑の基本計画2019

分野 ４　緑・環境
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１　基本的な考え方

①　改良により基本機能と質を保ちます。

②　機能の向上を図り有効に活用します。

③　新たな魅力を創出し利用を促進します。

２　計画の目標

今ある緑を守りながら質の高い緑空間を創出

緑を豊かに感じる場所を増やす

緑に関する関心度を高める

３　リニューアルのメニュー

①　改良により基本機能と質を保つ

01　施設の老朽化等への対応

❶　長寿命化の視点による施設の修繕、更新

❷　施設の美観保持

❸　施設の適正化

02　植栽の適正化

❶　明るく風通しのいい緑の空間形成、自然樹形を踏まえた剪定

03　バリアフリーへの配慮

❶　バリアフリー・ユニバーサルデザイン化

04　安全・安心の向上

　 ❶　園内の見通しなどの防犯効果の向上

❷　飛び出し防止などの安全対策

②　機能の向上を図り有効に活用　

05　防災機能の向上

❶　「地域防災計画」に沿った施設整備、防災機能の向上・活用

06　都市環境の改善

❶　生物多様性への配慮、自然・農とのふれあい

❷　資源の利活用

07　レクリエーション機能の改善

❶　レクリエーション施設・空間の創出、遊びの活用

❷　利用の促進、利用頻度の向上

08　景観形成

❶　美しく豊かな緑景観の形成、まちなみとの調和

❷　武蔵野の緑景観を保全

③　新たな魅力を創出し利用を促進

09　公園の特色の活用

❶　機能の特化・連携、既存資源・特色の活用

10　活用方法の検討

❶　周辺との連携

❷　街歩きなどでの活用、多様な主体・広域的な活用

現
計
画
の
中
身

施策の体系

地域のニーズに合わせた広さのある公園の配置と柔軟な公園緑地の活用に取組む
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

（現状認識）
　計画改定に先立ち、市が維持・管理する約180箇所の公園・緑地の利用実態調査を実施。
　既存資料より個々の公園・緑地の概要・類型・整備履歴・整備内容を整理し、その後踏査調査を実施し施
設・植栽の劣化状態、周辺環境や地域条件などについて把握。(公園カルテの更新）
　これらのデータをもとに、各公園のリニューアル必要度を算出した。また、一定の範囲について「公園
区」を設定し、その区域内で公園の機能分担を効率的に行なっていく。

（課題認識）
　実態調査の結果から、公園緑地のもつ課題を以下のとおり整理した。
01施設の老朽化への対応、02植栽の適正化、03安全・安心の向上、防災機能、04景観形成、05バリアフリー
への配慮、06都市環境の改善、07レクリエーション機能の改善、08機能の連携、09活用方法の検討

基本的な考え方
既存の公園緑地のポテンシャルを生かし、魅力ある公園緑地へと再生する。日々の暮らしの中で誰もが公園
緑地を楽しむことができるよう、以下の考えをもとにして、機能の充足と質の向上を図るとともに良好な機
能を維持し、地域の財産として守り育てていく。
①　改良により基本機能と質を保つ。
通常の維持管理では対応しきれない施設や植栽の問題を改良し、利用者が安全に、誰もが心地よく過ごすこ
とができるように公園緑地の基本機能と質を保つ。
②　機能の向上を図り有効に活用する。
地域の中で公園緑地の役割を見直し、新たな施設の導入や空間の改善などによる機能向上を図り、豊かな市
民生活を支える都市施設として有効に活用するとともに、貴重な緑のオープンスペースとしての存在が発揮
できるようにリニューアルする。
③　新たな魅力を創出し利用を促進する。
多様化する市民ニーズをキャッチし、特色ある空間づくりや機能の導入を図り、利用方法の工夫や多様な主
体の活動との連携による柔軟な利用を支援する。機能の転換を図り新たな魅力を創出し、多くの市民に愛さ
れ、在勤・在学者、来訪者にも親しまれて、より利用される公園緑地へとリニューアルする。

　公園の改修の際は、老朽化した施設を修繕するだけでなく、機能分担や連携利用などの観点から、複数の
公園を大小様々な「公園区」として束ね、地域全体のバランスをとりながら社会ニーズに対応するととも
に、効率的効果的なリニューアルを行っていくことが重要である。

令和２年度～令和11年度計画名称 公園・緑地リニューアル計画2020 計画期間 所管部署 環境部 緑のまち推進課
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現計画の対象期間 令和24年３月（概ね10年または社会経済情勢等の大きな変化があった場合見直し）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

　改定委員会が都市計画マスタープランの改定について検討し、検討結果を市長へ
答申した。市長は、変更原案及び変更案を作成し、それぞれ公告・縦覧及びパブ
リックコメントを行い、都市計画審議会から意見聴取した上で公表した。

策定期間：令和元年８月～令和３年９月

策定委員の構成 学識経験者（大学教授等）５名、副市長１名、公募市民２名

市民意見の反映方法

・市民が思い描く未来像を作成するワークショップを計４回開催した。
・これからのまちに期待することや未来像に関する意見交換（出張座談会）を計36
団体413名と実施した。
・新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、都市空間に求められることなどにつ
いて意見交換を計９団体36名の方と実施した。
・変更原案、変更案の公告・縦覧と合わせて、それぞれパブリックコメントを実施
した。
・変更原案のパブリックコメントでは、市民や来街者の意見を収集するため、オー
プンハウスを２日間実施した。
・この他に、都市計画マスタープランに対する意見を投稿する機会として、意見募
集箱を設置し、計７件の意見を受領した。

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市都市計画マスタープラン

所管部署 都市整備部 まちづくり推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成12年６月

計画策定の背景・目的

　平成４年６月に都市計画法が改正され、都市計画の総合的なプランとして『市町村の都
市計画に関する基本的な方針」（都市計画マスタープラン）の策定が位置づけられた。こ
のことを受け、本市が目指すまちの将来像を明確にするとともに、まちづくりの方向性を
示すプランとして都市計画マスタープランを策定する。

現計画の策定時期 令和３年９月

該当施策名及び該当ページ １　個性あふれる魅力的な地域のまちづくり　P.96

根拠法等の有無及びその名称 都市計画法　第18条の２【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」東京都作成

分野 ５　都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

Ⅰ部 市民・事業者等と市で共有するビジョン
　序　章 都市計画マスタープランとは
　第１章 地域特性と社会状況
　　１ 市の歴史とまちづくりの取組み
　　２ 市の都市構造に関わる状況
　　３ 市をとりまく社会状況
　　４ 都市構造に関わる国・都の動向
　　５ 都市計画マスタープラン改定における視点
　第２章 市民が描く未来像
　　１ 市民が描く未来像
　第３章 まちの将来像
　　１ まちの将来像とは
　　２ まちの将来像
　　　(１)まちの将来像１(駅周辺の魅力・活力について)
　　　(２)まちの将来像２(住宅地の生活や暮らしについて)
　　　(３)まちの将来像３(日々の生活や様々な活動を支える都市基盤等について)
　　３ まちづくり活動の展開と支援
Ⅱ部 将来像の実現に向けたまちづくり
　第４章 目指すべき都市構造
　　１ 目指すべき都市構造
　　２ 武蔵野市の将来都市構造
　　３ 都市構造に関する基本的な方針
　第５章 分野別まちづくりの方針
　　１ 土地利用
　　２ 住環境・コミュニティ・防犯
　　３ 道路・交通
　　４ 緑・水・環境
　　５ 景観
　　６ 防災
　　７ にぎわい・活力
　第６章 地域別まちづくりの方針
　　１ 吉祥寺地域
　　２ 中央地域
　　３ 武蔵境地域
　第７章 都市計画マスタープランの推進に向けて
　　１ 都市計画マスタープランの推進に向けて
　参考資料
　　１ 用語解説
　　２ 策定経過
　　３ 市民参加の記録
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　都市計画法が改正され、各市町村の創意工夫により都市計画に関する基本的な方針として、都市計画マス
タープランを策定できるようになった。
　都市基盤がある程度整備されている本市においては、今後、市民と協働によるきめ細かいまちづくりが重
要であると考え、都市計画マスタープランの対象を都市計画だけでなく、防災、環境等の都市基盤を絡めた
幅広いまちづくりとし、市民と市が共有するまちづくりのビジョンとして平成12年に「都市マスタープラ
ン」を策定した。平成23年には、都市マスタープランの策定から10年が経過したため、見直しを行い「都市
計画マスタープラン2011」に改定した。
　令和３年に都市計画マスタープラン2011の策定から10年が経過するとともに、都市マスタープランの目標
年次を迎えることから、旧プランで描いていた目指すべき生活像を継承しつつ、社会経済情勢の変化や関連
制度の制定・改定、まちづくりの進展などを踏まえ「都市計画マスタープラン2021」に改定した。都市の課
題や求められているものとして、「拠点となる３駅周辺における都市マネジメント」「住み心地の良い住宅
都市の維持・形成」「安全で安心して住み続けられる都市構造の構築」「多様なまちづくり活動の促進と官
民連携によるエリアマネジメント」を掲げ、議論を行った。

　都市計画マスタープランの策定にあたっては、地域別ワークショップや出張座談会等の市民参加を行い
「市民が描く未来像」を言葉と絵で取りまとめた。
　上記「都市の課題や求められているもの」と「市民が描く未来像」から目指すべき20年後の「まちの将来
像」を描き、「まちの将来像」の実現に向けて、都市構造に関する基本的な方針や、７つの分野別まちづく
りの方針、３つの地域別のまちづくりの方針を示した。
　また、「まちの将来像」を実現するためには、市民・事業者等と市が適切な役割分担の下、様々な主体と
協働してまちづくりを進める必要があるため、市民・事業者等が主体となって行う「まちづくり活動の展開
と支援」について記載した。
　都市計画マスタープランで記載したことを推進していくため、市が分野ごとに個別の施策を進めるだけで
なく、行政の所管や官民の主体の違いを超えて連携・推進していくことや複数の施策を複合的に実施してい
くことなどを示した。

　都市計画マスタープランは、まちづくりのビジョンであるため、具体的なアクションプランを持たず、各
分野の実行計画で進めることになっている。一方、20年後のまちの将来像を実現するため、今後10年間で積
極的に取り組む主要なプロジェクトを「３駅周辺の魅力・活力を向上するまちづくり」「住み心地の良さを
増進するまちづくり」「安心して住み続けられるまちづくり」「官民が連携したまちづくり」の４つの項目
で示した。

計画名称 武蔵野市都市計画マスタープラン 計画期間
令和24年３月（概ね10年または社会経済情勢等の

大きな変化があった場合見直し） 所管部署 都市整備部 まちづくり推進課
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現計画の対象期間 令和４年度～令和13年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市バリアフリー基本構想改定委員会（建築・交通分野の学識経験者、障
害者・高齢者関連・子育て関連団体、商工関係者、行政関係者による委員会）
策定期間：令和２年７月～令和４年１月（計５回開催）

策定委員の構成
学識経験者（建築・交通）２名、福祉関係者（障害者・高齢者等関係団体）３名、子育て
関係者１名、商工関係者１名、行政関係者（武蔵野市）２名
計９名

市民意見の反映方法

１　武蔵野市バリアフリーネットワーク会議（学識経験者、高齢者・障害者等の関係者団
体代表、市民、主な施設設置管理者及び市）及び武蔵野市バリアフリー基本構想評価委員
会（学識経験者及び市）による旧基本構想の中間評価を実施（現地確認・関係団体ヒアリ
ング調査の実施）（平成28年９月）
２　アンケート実施（令和元年11月から12月、約1,600票配布し、490名の回答）
３　ヒアリングの実施（令和元年11月から12月）
　　障害者・高齢者・子育て団体へのヒアリング　延べ66人
４　武蔵野市バリアフリーネットワーク会議委員によるまち歩きの実施（令和元年12月）
５　武蔵野市バリアフリー基本構想2022（案）パブリックコメントの実施　計７名60件

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市バリアフリー基本構想2022

所管部署 都市整備部 まちづくり推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成15年３月　武蔵野市交通バリアフリー基本構想（高齢者、身体障害者等の公
共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（以下「交通バリアフ
リー法」という）に基づく計画）
平成23年４月　武蔵野市バリアフリー基本構想（バリアフリー法に基づく計画）
（以下「旧基本構想」という）

計画策定の背景・目的

　本市では、平成23年４月にバリアフリー法に基づく基本構想を策定し、市内３駅を中
心とした駅周辺のバリアフリー化を推進してきた。この間、『障害を理由とする差別の
解消の推進に関する法律』の制定、国連の障害者権利条約の批准、ユニバーサルデザイ
ン2020行動計画の決定、２回のバリアフリー法改正などが行われた。
　これらの状況の変化に加え、本市でも旧基本構想の目標年次に達し、事業の評価や方
針の見直しが必要になったことから、改正されたバリアフリー法に基づきバリアフリー
基本構想を改定することとした。
　改定にあたっては、重点的な整備が必要な地区として、３駅周辺及び市役所周辺を引
き続き重点整備地区に定めるとともに、バリアフリー水準の底上げを目指す観点から、
市全域を移動等円滑化促進地区（以下「促進地区」という。）に定めてバリアフリー化
の推進を図る。
　また、バリアフリー法に新たに位置づけられた教育啓発特定事業の枠組みや、合理的
配慮の考え方等を踏まえ、心のバリアフリーや情報伝達、人的対応・接遇、維持管理等
の取組みを拡充した。

現計画の策定時期 令和３年度（令和４年３月）

該当施策名及び該当ページ ３　誰もが利用しやすい交通環境の整備　（１）人にやさしいまちづくり　P.100

根拠法等の有無及びその名称
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下「バリアフリー
法」という）第25条（基本構想）【努力義務】、第24条の２（移動等円滑化促進
方針）【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

移動等円滑化の促進に関する基本方針

分野 ５　都市基盤
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第１章　　はじめに

　　１．背景

　　２．目的

　　３．位置付け

　　４．目標年次

　　５．武蔵野市の概況

　　６．旧基本構想の実施状況と評価

　　７．旧基本構想での課題と改定における論点

　　８．改定の方針

第２章　　基本的な考え方

　　１．四つの原則

　　２．基本的な方針

　　３．生活関連施設・生活関連経路等の設定

　　４．個別方針（移動等円滑化及び促進に関する事項）

　　５．その他の事項

第３章　　地域別構想

　吉祥寺駅周辺地区

　　１．吉祥寺駅周辺の現状

　　２．基本的な方針

　　３．重点整備地区の位置及び区域

　　４．移動等円滑化に関する事項

　三鷹駅周辺地区

　　１．三鷹駅周辺の現状

　　２．基本的な方針

　　３．重点整備地区の位置及び区域

　　４．移動等円滑化に関する事項

　市役所周辺地区

　　１．市役所周辺の現状

　　２．基本的な方針

　　３．重点整備地区の位置及び区域

　　４．移動等円滑化に関する事項

　武蔵境駅周辺地区

　　１．武蔵境駅周辺の現状

　　２．基本的な方針

　　３．重点整備地区の位置及び区域

　　４．移動等円滑化に関する事項

第４章　　実現にあたって

　　１．重点整備地区における取組みの推進

　　２．促進地区における取組みの推進

　　３．進捗状況の把握及び評価

　　４．第六期長期計画に基づく個別計画との連携

　　５．国や関係自治体との連携

第５章　　今後の展開

　　１．重点整備地区内におけるさらなる事業の推進

　　２．促進地区（市全域）におけるバリアフリー水準の底上げ

　　３．新しい技術や課題に対する取組み

　　４．基本構想の継続的な発展

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署
都市整備部 まちづくり推進

課

現状認識
　旧基本構想策定後、各事業者が作成した特定事業計画をもとに事業推進が図られ、全体の着手率は85%と高い数値で
あった。高齢者や障害者、子育て中の親等の利用者の視点からは、吉祥寺駅や武蔵境駅の大規模改修や３駅周辺整備、
バス運転手や乗客からの声掛けの増加、歩道のバリアフリー化、建築物におけるエレベーター整備や授乳室の設置等
が、バリアフリー化の成果として実感されている。
　
課題認識
　鉄道駅におけるホームドアの整備、バス停留所の上屋の整備等が引き続き必要である。また、バリアフリー化された
設備の機能が適切に発揮できるように維持管理の徹底や心のバリアフリーの一層の推進が求められている。
　

　基本構想の策定及び実現に向けた取組みの推進にあたり、考え方の基本となる四つの原則を定める。この四つの原則
は平成15年の武蔵野市交通バリアフリー基本構想策定時に本市が独自に定めたものであり、改定を重ねる中で、内容の
深化及び充実を図っている。

４つの原則
１全ての人にやさしいまちづくり（ユニバーサルデザイン）の原則
　特定の人にとってのバリアフリーを超えて全ての人にやさしいユニバーサルデザインのまちづくり
２市民参加の原則
　基本構想の策定から実現まで市民及び市内の企業・団体と市が協働で推進
３拡大の原則
　法で定める重点整備地区の特定事業に加え、ユニバーサルデザインのまちづくりに寄与する事業について明示、促進
地区のバリアフリーについても必要な施策を推進
４実現保障の原則
　事業計画及び本構想が適正に実現する保障するため、市民の参加のもとに進捗状況を把握していく仕組み作り

○重点整備地区のバリアフリー化の推進
　旧基本構想に引き続き、３駅周辺及び市役所周辺地域をバリアフリー法に定める重点整備地区としユニバーサルデザ
インによるまちづくりを着実に進めていく。

○移動等円滑化促進地区のバリアフリー化の促進
　全市的なバリアフリー水準の底上げを目指す観点から、市全域をバリアフリー法に定める促進地区とし、市全域のバ
リアフリー化の促進と重点整備地区における重点的な事業推進の２段構えで進める。

○心のバリアフリー等の推進
　都市基盤のバリアフリー化が効果的に機能するためには、心のバリアフリーが重要であるため、バリアフリー法の改
正により新たに定められた教育啓発特定事業などにより具体的な取組み内容を定めた上で進めていく。教育啓発特定事
業以外についても、マナーの向上や、情報伝達の取組み、役務の提供（人的対応・接遇、維持管理）を進める。

令和４年度～令和13年度計画名称 武蔵野市バリアフリー基本構想2022 計画期間
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現計画の対象期間
平成29年度～平成38年度（概ね10年間とし、概ね５年後に長期計画、都市計画マス
タープランの改定を踏まえ見直す）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

庁内検討委員会において平成27・28年度に検討し、策定。

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法

【意見交換会】（計４回：延べ73名）
①現状・課題を整理した段階及び②方向性・取り組みを取りまとめた段階で、それ
ぞれ２回、合計４回の地元意見交換会を開催した。

【パブコメ・説明会】（パブリックコメント：16通58件）（説明会：45名）
素案に対してパブリックコメント及び地元説明会を実施した。

基
礎
情
報

計画名称 三鷹駅北口街づくりビジョン

所管部署 都市整備部　まちづくり推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成29年５月

計画策定の背景・目的
三鷹駅北口街づくりビジョンでは、三鷹駅北口地区補助幹線道路の整備により、三鷹駅北
口の交通環境が大きな変化を迎える概ね10年後の街の方向性と目指すべき街の姿を描き、
その実現に向けた取り組みを示した。

現計画の策定時期 平成28年度（平成29年5月）

該当施策名及び該当ページ ６活力と賑わいのある駅周辺のまちづくり　(2)三鷹駅周辺　P105

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

都市計画マスタープラン

分野 ５ 都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

◆交通環境の施策
　　基本施策１　駅から広がる安全で歩いて楽しい歩行空間の創出
　　　　施策①　補助幹線道路整備の推進
　　　　施策②　駅周辺の新たな交通体系の構築
　　　　施策③　駅前広場の機能整備
　　基本施策２　交通結節点の機能拡張とゆとりある空間の創出
　　　　施策④　ゆとりある駅前広場の創出

◆土地利用の施策
　　基本施策３　魅力ある企業立地環境の形成
　　　　施策⑤　働きやすい業務地を維持、形成する面的な規制誘導
　　　　施策⑥　調和する空間を創り出すための開発誘導
　　　　施策⑦　三鷹駅北口らしい企業展開の促進
　　　　施策⑧　災害時の備えの充実
　　基本施策４　市有地を三鷹駅北口の資産として活用
　　　　施策⑨　市有地の有効活用

◆緑・にぎわいの施策
　　基本施策５　三鷹駅北口の景観まちづくり
　　　　施策⑩　玉川上水の活用と顔となる空間づくり
　　　　施策⑪　居心地の良さを感じる景観形成
　　基本施策６　三鷹駅北口にふさわしいにぎわいの創出
　　　　施策⑫　にぎわいづくりにつながる地域連携の支援
　　　　施策⑬　パブリックスペースの活用
　　　　施策⑭　知的活動・知的交流の促進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

（１）中央線沿線における将来人口の減少と駅前の大型マンション建設
日本の人口が減少局面に入る中で、中央線沿線においても将来人口の減少が予測されているにも関わらず、
沿線駅前では大型マンションの開発が進んでいる。三鷹駅北口においても、現在は企業本社など事務所用途
が多く、住む人だけでなく働く人が利用する街となっているが、沿線各駅と同様にマンション開発が進んで
いく可能性がある。
（２）三鷹駅北口地区補助幹線道路の整備
駅前広場に流入する通過交通を迂回させるため、補助幹線道路の整備を進めており、概ね10年後には一定の
整備が見込まれる状況にある。駅周辺の交通環境が大きく変わる契機となることが期待される。
（３）パブリックスペースを利用した取り組み
沿線や各地の業務・商業地では、市街地の開発と連動し、公開空地や道路空間などのパブリックスペースを
利用した住民・事業者・地権者などによる自主的な取り組みとしてエリアマネジメントの導入が検討され始
めている。

【目指すべき街の姿】住む人、働く人が集い、心地よく過ごす街
駅前に集積している企業の就業者、中央圏の住民や都心へ向かう通勤者を主な駅利用者と捉え、交通結節点
として通過する場所となっている現状から、人々が集い、心地よく過ごす場所としていくことを掲げてい
る。

【交通環境の方向性】快適に移動でき、安全で歩きやすい街
補助幹線道路の整備による三鷹駅北口の交通環境の変化を契機として、駅周辺を「歩行者を中心とするにぎ
わいのエリア」として位置付け、新たな交通体系を構築していく。また、交通結節点である駅前広場は、幅
広い人達が日々利用する公共空間であることを踏まえ、街の玄関口としてふさわしい質の高い、ゆとりある
空間となることが望まれる。

【土地利用の方向性】企業と周辺住宅が調和する街
企業の立地と周辺住宅地の生活と密着した商業店舗の連なりを誘導し、街のにぎわいや活力に繋げていく。
併せて、企業立地集積の可能性を踏まえ、都市型産業の誘導、新しい働き方に即した支援などにより気持ち
よく働ける環境、健全な住環境を保護していく。

【緑・にぎわいの方向性】玉川上水の豊かな緑のもとに にぎわいが生まれる街
緑豊かな水辺空間である玉川上水を活かし、エリアマネジメントやパブリックスペースの活用などの街に関
わる人たちの連携による街づくりの可能性を探り、三鷹駅北口にふさわしいにぎわいが広がる街を目指す。

◆補助幹線道路整備の推進
三鷹駅北口地区補助幹線道路（市道第129号線）について、引き続き用地を取得し、整備を推進していく。

◆駅周辺の新たな交通体系の構築・ゆとりある駅前広場の創出
補助幹線道路整備後を見据え、駅周辺を歩行者を中心とするにぎわいのエリアと位置づけ、新たな交通体系
と駅前広場拡張の検討を進める。

◆パブリックスペースの活用
道路や公開空地などのパブリックスペースの使い方や仕組みについて、地元関係者や利用者とともに検討を
進める。

計画名称 三鷹駅北口街づくりビジョン 計画期間 平成29年度～平成38年度 所管部署
都市整備部　まちづくり推進

課
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現計画の対象期間 （都市計画マスタープランの見直し時期に合わせて内容の見直しを行う。）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

主体：武蔵野市都市整備部まちづくり推進課

期間：平成26年２月～平成29年３月

策定委員の構成

市民意見の反映方法

平成26年２月16日 シンポジウム開催
平成27年３～９月 景観まちづくりワークショップ開催（計５回）
平成27年９月 むさしの景観マップ展
平成28年２月１日 検討素案公表・意見募集（13通）
平成28年２月 意見交換会（３回・計48名参加）
平成28年２～３月 関係団体ヒアリング（８団体）
平成28年７月１日 素案公表・意見募集（13通）
平成28年７月 市民意見交換会（２回・計39名）
平成28年７月 関係団体ヒアリング（10団体）
平成28年12月１日 案公表・意見募集（９通）
平成28年12月 案説明会（２回・計16名）
平成29年４月１日 景観ガイドライン公表

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市景観ガイドライン

所管部署 都市整備部 まちづくり推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成29年４月

計画策定の背景・目的

　本市では、昭和46年から「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」により、宅地開発等
に際しては、空地の確保や緑化等によって、良好な住環境の保全、創出に取り組んでき
た。平成21年４月からは武蔵野市まちづくり条例により、引き続きこれらに取り組んでい
る。
　また、平成23年に改定した「武蔵野市都市計画マスタープラン」では新たに「景観まち
づくりの方針」を追加し、調和や総合性に配慮しながら、景観資源や地域特性を活かした
景観形成を進めていくことを示しており、これに基づき、緑化の推進や高度地区の絶対高
さ制限の導入等を進めてきた。
　一方、平成16年に景観法が制定されて景観形成のための行為規制を行う仕組みが整えら
れ、これに伴い東京都は平成19年に東京都景観計画を策定し、市区の枠組みを超えて共有
する景観づくりに取り組み始めている。
　本市で平成26年に実施した景観に関するアンケートでも、平成17年の調査結果と比較し
て市民の景観への関心が高まっていることが示された。
　このような背景のもと、今後の景観まちづくりの具体的な方針を示し、市民等、開発等
事業者、武蔵野市などのまちづくりに取り組むそれぞれの主体が景観への意識を高め、さ
らなる魅力あるまちづくりを進めるため、「武蔵野市景観ガイドライン」を策定した。

現計画の策定時期 平成29年４月

該当施策名及び該当ページ １　地域の特性に合ったまちづくりの推進　P.50

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市都市計画マスタープラン

分野 ５　都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

はじめに
　（1）景観とは
　（2）景観ガイドラインについて

１　武蔵野市の景観の特性と課題
　（1）景観資源の特性と課題
　（2）地域別の景観の特性と課題
　
２　景観まちづくりの方針

３　景観まちづくりの方針（地域別）
　
４　景観まちづくりの推進
　（1）市民等主体の景観まちづくり
　（2）開発等事業者による景観まちづくり
　（3）市が行う景観まちづくり
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

平成16年に景観法が制定されて以来、全国の自治体が景観行政団体が名乗りを上げるなか、武蔵野市では景
観について特に継続的な取り組みは行ってこなかった。
一方で、市民やまちづくり組織との連携を図りながら、市内の景観資源の生かし方や望ましい景観のあり方
について検討し、市民による参加や提案の機会を設けていくことが望ましいとの機運が高まりつつあった。
また、まちづくり条例に基づく開発調整において、目指すべき景観像について近隣関係住民や開発事業者と
イメージを共有することが難しい場面があり、まちづくり条例と併用し具体的な取組みの指針となる景観の
ガイドラインが必要と判断された。

　景観とは単に視覚的な眺めだけではなく、五感で感じ取る印象も要素のひとつであり、さらに人々の活動
や営みもこれを構成するものと捉えると「生活環境の総合指標」であるとも言える。そこで、景観は人々に
よって共有されるものであり、多くの人々が関わって育んでいくべき市民共通の資産と位置付けている。
　まちづくりを通じて、市民共通の資産である良好な景観を守り、つくり、育んでいくことが「景観まちづ
くり」の姿という前提のもと、市の考える景観像について市民や開発事業者との共有を目指した。
　良好な景観をつくることで想定される意義としては、そこに暮らす人の心に潤いや安らぎをもたらすこと
で生活の質を高める、文化芸術活動の誘発、観光や企業誘致等などの経済・産業面などでも重要な取り組み
になる、地域の連携が強まり、市民が安心して生活することのできる将来のまちづくりにも貢献するといっ
たことが考えられる。

○　開発等協議における景観協議
　　まちづくり条例の手続きに係る開発等事業における景観に関する協議については、景観ガイドラインに
定められた景観誘導基準に基づいて適切に行っていく。

○　継続的な景観啓発
　　市民等の一人ひとりが意識・関心を持てる景観への取組みが一層進むよう、景観まちづくりに関する情
報を提供するとともに、講座やワークショップ等の啓発の機会を継続的に進めていく。

計画名称 武蔵野市景観ガイドライン 計画期間
（都市計画マスタープランの見直し時
期に合わせて内容の見直しを行う。）

所管部署
都市整備部 まちづくり推進

課
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現計画の対象期間
社会経済情勢等の変化、国土強靭化に関する施策の進捗状況等を踏まえ、必要に
応じて所要の変更を行う。

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

　庁内すべての部署へ意見照会を行いながら策定した。また、武蔵野市国土強靭
化地域計画（案）を作成した段階でパブリックコメントを行い、市民意見を反映
した。

策定期間：令和３年８月～令和４年３月

策定委員の構成

市民意見の反映方法
・武蔵野市国土強靭化地域計画（案）を公表し、パブリックコメントを実施し
た。

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市国土強靭化地域計画

所管部署 総合政策部 企画調整課　防災安全部 防災課　都市整備部 まちづくり推進課

第六期長期計画における位置
づけの有無

なし

この計画が初めて策定された
時期

令和４年３月

計画策定の背景・目的

　平成25年12月に国土強靭化基本法が施行され、都道府県または市町村は、国土強靭化
に関する施策の推進について、基本的な計画（国土強靭化地域計画）を定めることがで
きるとされた。本市においては、これまでも地域防災計画をはじめとする個別計画を長
期計画のもとで統合し、分野を越えた総合的な視点で災害対策を進めてきた。今後、事
前防災及び減災と迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、国
土強靭化地域計画を策定した。

現計画の策定時期 令和４年３月

該当施策名及び該当ページ

根拠法等の有無及びその名称
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基
本法（以下、国土強靭化基本法）　第13条【任意】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

国土強靭化基本計画（内閣官房作成）、東京都国土強靭化地域計画（東京都作成）

分野
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

第１章 計画の基本的事項
　１ 策定の趣旨
　２ 計画の位置づけ
　３ 計画の期間
　４ 市域の概況
　５ 近年の災害による被害
第２章 強靱化の基本的な考え方
　１ 対象とする災害
　２ 基本目標
　３ 事前に備えるべき目標
　４ 計画の推進
第３章 強靱化の現状と課題（脆弱性評価）
　１ 脆弱性評価の考え方
　２ リスクシナリオの設定
　３ 施策分野の設定
　４ 脆弱性評価結果
第４章 推進方針（取り組むべき事項）
　１ 人命の保護が最大限図られる
　２ 発生直後から救助、救急、医療活動が迅速に行われる
　３ 発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する
　４ 発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する
　５ 発生直後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない
　６ 発生後であっても、生活経済活動に必要最低限の電気、ガス、下水道、燃
料、交通ネットワーク等を確保し、早期復旧を図る
　７ 制御不能な二次災害を発生させない
　８ 発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建回復できる条件を整備する
別表１ 脆弱性評価結果
　１ 人命の保護が最大限図られる
　２ 発生直後から救助、救急、医療活動が迅速に行われる
　３ 発生直後から必要不可欠な行政機能は確保する
　４ 発生直後から必要不可欠な情報通信機能は確保する
　５ 発生直後であっても、経済活動を機能不全に陥らせない
　６ 発生後であっても、生活経済活動に必要最低限の電気、ガス、下水道、燃
料、交通ネットワーク等を確保し、早期復旧を図る
　７ 制御不能な二次災害を発生させない
　８ 発生後であっても、地域社会・経済が迅速に再建回復できる条件を整備する
別表２ 施策一覧
　１ 健康・福祉
　２ 子ども・教育
　３ 平和・文化・市民生活
　４ 緑・環境
　５ 都市基盤
　６ 行財政
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　本市においては、防災分野の個別計画である地域防災計画に沿って、災害の種類ごとに予防・応急・復旧
の対策を進めてきた。また、地域防災計画による対策だけでなく、個別計画を長期計画のもとで統合し、分
野を越えた総合的な視点で災害対策を進めてきた。
　本計画の策定においては、市域の概況や本市が過去に経験した災害等を踏まえつつ、国が示す評価手法を
参考に、本市が行っている施策の現状から「脆弱性評価」を行った。

　国土強靭化基本計画や東京都国土強靭化地域計画で示されている「基本目標」や「事前に備えるべき目
標」を踏まえ本市の目標設定を行い、上位計画と調和を図った。また、「脆弱性評価」に対する対応方針を
「推進方針」として整理した。

　本計画は、本市における国土強靱化に関する施策を推進するための基本的な指針となるべきものである。
したがって、強靱化の具体的な取組みについては、個別計画のもと着実に推進していくものとし、優先して
取り組むべき施策等についても、個別計画で適宜行うものとしている。

計画名称 武蔵野市国土強靭化地域計画 計画期間
社会経済情勢等の変化、国土強靭化に関する施策
の進捗状況等を踏まえ、必要に応じて所要の変更

を行う。
所管部署

総合政策部 企画調整課　防
災安全部 防災課　都市整備

部 まちづくり推進課
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現計画の対象期間
30年後の中長期を展望したまちづくりの方針
（行政計画ではない）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：吉祥寺グランドデザイン改定委員会（本部会・幹事会）
策定期間：平成30年５月～令和２年３月（本部会：４回、幹事会：10回）

策定委員の構成

本部会：武蔵野商工会議所会頭、武蔵野市商店会連合会会長、吉祥寺活性化協議会
会長、学識経験者、（一財）武蔵野市開発公社理事長、市長

幹事会：学識経験者（都市計画分野、経済及び経営分野）、市内商業者、市内事業
者、都市整備事業の知識及び経験を有する者、マーケティングに関する知識及び経
験を有する者、吉祥寺に関する情報をウェブサイト等で発信する者、子育てを応援
する市内ＮＰＯ法人代表、武蔵野市観光機構事務局長、副市長

市民意見の反映方法

・平成30年６月22日：第１回エリアワークショップ
・平成30年７月19日：第２回エリアワークショップ
・平成31年３月30日：トークセッション
・平成31年３月30日及び４月４日：パネル展示
・令和元年12月16日～令和２年１月６日：素案に対するパブリックコメント（21
名、150件）

基
礎
情
報

計画名称 吉祥寺グランドデザイン2020

所管部署 都市整備部 吉祥寺まちづくり事務所

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成19年３月

計画策定の背景・目的

　グランドデザインは、30年後の中長期を展望したまちづくりの方針を示したもの
で、市が策定する行政計画ではない。行政のみならず、地権者や建物オーナー、事
業者やＮＰＯ、大型店や地元商店会及び地域住民、そして来街者その他の吉祥寺の
まちづくりに関わるすべての人の“コンセプトブック”である。
　平成19年３月に策定された旧グランドデザインでは、これまで吉祥寺の顔である
駅舎の改良や南北自由通路、公共用歩廊、吉祥寺方式共同集配送センターの整備や
大型店舗の新規出店、武蔵野市観光機構の設立、まち案内所の開設その他の様々な
まちづくりが実現してきた。一方近年では、他の駅周辺の商業・業務拠点の台頭も
あり、まちに関わる人たちに危機感が広がっている。
　かつて吉祥寺を繁栄に導いた「回遊性の高さ」や「歩く楽しみ」に着目したまち
づくりの考え方は、今日の吉祥寺の魅力の礎であり、今なお多くのまちで実践され
ているまちづくりを先取りしたものである。
　こうした吉祥寺の財産とも言えるまちづくりの考え方を継承するとともに、10年
という歳月の移り変わりと吉祥寺を取り巻く社会の潮流を、さらなる発展への好機
ととらえて、新しい吉祥寺のまちづくりへとつなげるために、グランドデザイン
2020を策定した。

現計画の策定時期 令和２年４月

該当施策名及び該当ページ
６　活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり（１）吉祥寺駅周辺　P.104
３　公共施設等の再構築と市有地の有効活用（２）市有地の有効活用　P.110

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ５ 都市基盤　／　６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

１　将来ビジョン
　　コンセプト：〇〇したくなるまち　吉祥寺
　　まちづくりのテーマ：界隈性
　　　　　　　　　　　　◆ヒト・モノ・コトに出会い、発見する
　　　　　　　　　　　　◆歩いて楽しむ
　　　　　　　　　　　　◆心地よく過ごす

２　テーマ別の取組み
　　◆ヒト・モノ・コトに出会い、発見する
　　　・個性的な店舗が存続できる環境づくり（吉祥寺の商業文化の継承）
　　　・界隈性・スケール感の継承
　　　・まちの歴史・遺伝子の再認識・再発見
　　　・住宅との調和・共存
　　　・国内外からの来街者が発信したくなるコンテンツに出会いやすい環境整備
　　　・４つのエリアの個性発揮と連携
　　　・夜に人が居る環境づくり
　　　・新たな文化拠点の形成
　　　・新しい就業環境整備（働き方改革等に即した新たな就業拠点の形成）
　　　・多様な賃料の床を提供
　　◆歩いて楽しむ
　　　・交通結節機能の再編による交通環境改善
　　　・物流の再編
　　　・交通規制による車両乗り入れ制限
　　　・駐車場の外周道路への集約配置
　　　・案内・サインの整備・充実
　　　・電線類地中化による歩行環境整備
　　　・滞留空間の確保
　　　・駅から井の頭公園までの道のりデザイン・整備
　　　・新たな名所・街並みの創出
　　◆心地よく過ごす
　　　・人と人とのつながり
　　　・建物の補強・リノベーション
　　　・条件に適した建物更新等
　　　・バリアフリーの徹底
　　　・多言語での情報発信
　　　・災害時の安全対策・帰宅困難者への対応
　　　・長時間の滞在を可能にするしかけづくり
　　　・緑の創出・景観への配慮
　　　・街全域での快適で切れ目のないインターネット環境の整備

３　エリアごとの取組み
　　◆セントラルエリアのまちづくり
　　　・老朽建物の補強・リノベーション・更新
　　　・バス交通や物流と歩行者の棲み分け、未整備道路の早期完成
　　◆ウエストエリアのまちづくり
　　　・住宅と個性豊かな商業との調和・共存
　　　・歩行者優先の景観整備と道づくり
　　　・快適な居場所づくり
　　◆イーストエリアのまちづくり
　　　・新たな来街目的を誘発する起爆剤の投入
　　　・鉄道線路をまたぐ新たな南北回遊動線の創出
　　◆パークエリアのまちづくり
　　　・南口駅前の顔づくり
　　　・公園周辺の住環境保全と公園アクセスのバリアフリー化
　　　・南口駅前および周辺一帯の市街地再編
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

◆現状認識（吉祥寺の強み・良さ）
　1960年代に開始された吉祥寺駅周辺の都市整備による交通環境の改善、さらに中央線の高架化・複線化による鉄道輸
送力の増強が加わり、吉祥寺の商業地としてのポテンシャルが飛躍的に増大した。
　それを受けて、伊勢丹・近鉄・東急等の大型店舗が次々と開店し、東京都屈指の商業地へと成長を遂げた。
　回遊性とスケール感を大切にした当時のまちづくりの考え方は、現在進行中の最先端のまちづくりの思想を先取りし
たものとも言え、今なお、多くの人々から支持を受けている。

◆課題認識（吉祥寺の問題点・課題）
　かつては、新宿より西側の中央線沿線の商業地において、早期に発展を遂げた吉祥寺であるが、他の駅周辺の商業・
業務拠点としての台頭もあり、更なるまちの魅力が必要となっている。また、オーバーツーリズムや荷さばき車両等の
影響により、歩行環境が悪化し、安全に滞留できる空間も減少している。
　約半世紀の時間を経た今、徐々に課題も浮かび上がってきている。

将来ビジョン
　コンセプト　　　　：〇〇したくなるまち　吉祥寺
　まちづくりのテーマ：界隈性
　　　　　　　　　　　◆ヒト・モノ・コトに出会い、発見する
　　　　　　　　　　　◆歩いて楽しむ
　　　　　　　　　　　◆心地よく過ごす

　これまで培ってきた吉祥寺ならではの強み・良さ、問題点・課題を踏まえつつ再認識・再構築するととも
に、激動する社会の潮流に対応する新しい視点・魅力を投入することで、これからの吉祥寺のまちに新しい
価値の創造を図るため、上記の将来ビジョンを掲げた。

◆セントラルエリアのまちづくり
　・老朽建物の補強・リノベーション・更新
　・バス交通や物流と歩行車の棲み分け、未整備道路の早期完成
◆ウエストエリアのまちづくり
　・住宅と個性豊かな商業との調和・共存
　・歩行者優先の景観整備と道づくり
　・快適な居場所づくり
◆イーストエリアのまちづくり
　・新たな来街目的を誘発する起爆剤の投入
　・鉄道線路をまたぐ新たな南北回遊動線の創出
◆パークエリアのまちづくり
　・南口駅前の顔づくり
　・公園周辺の住環境保全と公園アクセスのバリアフリー化
　・南口駅前および周辺一帯の市街地再編

計画名称 吉祥寺グランドデザイン2020 計画期間
30年後の中長期を展望したまちづくりの方針

（行政計画ではない） 所管部署
都市整備部 吉祥寺まちづく

り事務所
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現計画の対象期間 令和３年から令和13年

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：NEXT-吉祥寺改定委員会（庁内組織）
策定期間：令和２年９月～令和３年９月

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 令和３年６月１日～同月22日：素案に対するパブリックコメント（16名、54件）

基
礎
情
報

計画名称 ＮＥＸＴ吉祥寺2021

所管部署 都市整備部 吉祥寺まちづくり事務所

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成22年３月

計画策定の背景・目的

　『進化するまち「NEXT-吉祥寺」プロジェクト-吉祥寺グランドデザイン推進計画
-』の策定からおよそ10年が経過し、吉祥寺におけるまちの変化や新型コロナウイ
ルス感染症の流行を含む社会情勢の変化、関連計画の策定や改定等、本市を取り巻
く環境は変化しており、まちづくりに関わる様々な主体との連携がより一層求めら
れている。
　上記を踏まえ、令和２年４月に“吉祥寺のまちのコンセプトブック”として改定
された「吉祥寺グランドデザイン2020」で示された将来ビジョンの実現に向け、今
後10年で進める取組みを明確にし、共有するため、改定を行った。

現計画の策定時期 令和３年９月

該当施策名及び該当ページ
６　活力とにぎわいのある駅周辺のまちづくり（１）吉祥寺駅周辺　P.104
３　公共施設等の再構築と市有地の有効活用（２）市有地の有効活用　P.110

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市都市計画マスタープラン2021
吉祥寺グランドデザイン2020（行政計画ではない）

分野 ５ 都市基盤　／　６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

基本的な方針
（１）駅周辺の交通体系の改善及び魅力的なパークエリアの将来像立案
（２）ウォーカブルなまちづくりの推進
（３）緑の保全・創造・利活用
（４）安全・安心なまちづくりの推進
（５）まちの魅力創造・価値向上

重点的な取組み
（1-1）駅周辺の交通体系の改善（交通結節機能の再編）
（1-2）南口駅前広場の整備
（1-3）武蔵野公会堂を含むパークエリアの将来像立案
（1-4）駅から井の頭恩賜公園までの道のりのデザイン・整備
（2-1）イーストエリアのにぎわい創出
（2-2）ウエストエリアの歩行者中心の交通環境への改善
（2-3）セントラルエリアの回遊性向上
（2-4）快適な居場所づくりの推進に向けた各主体との連携
（3-1）緑の保全・創造・利活用の推進
（4-1）震災への備え
（4-2）安心して過ごせる環境づくり
（5-1）地域に根差した魅力を向上するまちづくりの実践
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

現状認識
◆これまでの取組みの成果
・吉祥寺方式共同集配送センターの整備　・JR吉祥寺駅の改良　　・京王吉祥寺駅ビル建替え
・南北自由通路の整備　　　　　　　　　・（一社）武蔵野市観光機構の設立／吉祥寺まち案内所の開設
◆社会の情勢
・頻発する災害と地球環境問題の深刻化　・少子高齢社会の到来　・高度情報技術の進展
・持続可能な開発目標　　　　　　　　　・人の移動行動・暮らし方の変化
・コロナ禍がもたらした社会変化

課題認識
・“交通結節機能”と連携した駅周辺の交通体系の見直しと南口駅前広場の整備推進
・“界隈性（吉祥寺の特性）”や“オープンスペース・緑”の価値向上・取組み強化
・市街地の“安全性”向上（耐震化や不燃化の推進）
・誰もが何度でも訪れたくなる魅力的な市街地形成のための“ソフト施策”の推進と“まちづくり主体”の
構築・各種団体との連携

基本的な方針
（１）駅周辺の交通体系の改善及び魅力的なパークエリアの将来像立案
（２）ウォーカブルなまちづくりの推進
（３）緑の保全・創造・利活用
（４）安全・安心なまちづくりの推進
（５）まちの魅力創造・価値向上

吉祥寺駅周辺地区における今後のまちづくりの課題を解決するために５つの基本的な方針を定め、方針に基
づき「重点的な取組み」を推進。重点的な取組みとは、ステークホルダー間の連携が特に必要と考えられる
取組みを指す。

重点的な取組み
（1-1）駅周辺の交通体系の改善（交通結節機能の再編）
（1-2）南口駅前広場の整備
（1-3）武蔵野公会堂を含むパークエリアの将来像立案
（1-4）駅から井の頭恩賜公園までの道のりのデザイン・整備
（2-1）イーストエリアのにぎわい創出
（2-2）ウエストエリアの歩行者中心の交通環境への改善
（2-3）セントラルエリアの回遊性向上
（2-4）快適な居場所づくりの推進に向けた各主体との連携
（3-1）緑の保全・創造・利活用の推進
（4-1）震災への備え
（4-2）安心して過ごせる環境づくり
（5-1）地域に根差した魅力を向上するまちづくりの実践

計画名称 ＮＥＸＴ吉祥寺2021 計画期間 令和３年から令和13年 所管部署
都市整備部 吉祥寺まちづく

り事務所
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現計画の対象期間 令和２年度～令和７年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

・市交通企画課による策定
・令和元年度、武蔵野市自転車等駐車対策協議会（※）への意見聴取を経て、
　武蔵野市自転車等総合計画（素案）を公表し、意見を募集した後、
　令和２年４月に策定した。
※自転車等駐車対策協議会
　市議会議員、学識経験者、行政機関
　事業者・業界代表、市民代表、市職員

策定委員の構成

市民意見の反映方法
令和２年２月17日から３月２日まで、パブリックコメントを実施し、６件の意見が
寄せられた。

計画名称 武蔵野市自転車等総合計画

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成７年

計画策定の背景・目的

・「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法
　律」及び「武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例」に基づ
　き、自転車等の利用に関する現状の課題から、自転車等の駐車対策を総合的
　かつ計画的に推進するため定めるものである。
・駐車対策のほか、自転車に係る道路交通環境の整備、交通安全活動の推進等に
　ついても定め、自転車等の環境の整備方針及び安全利用の方策を総合的に示し
　たものである。
・市民、事業者及び行政がそれぞれの責務を果たし、連携して、放置自転車等の
　ないまちを目指すとともに、走行空間の整備、安全教育等自転車の安全利用に
　関する取組みを推進していくことを目的とする。
・本計画は、本市の実情に応じた自転車等に関わる総合的かつ網羅的な計画とし
　て、自転車活用推進を含む内容となっている。

現計画の策定時期 令和２年度（令和２年４月）

該当施策名及び該当ページ ３　誰もが利用しやすい交通環境の整備　P.100

根拠法等の有無及びその名称
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律　第７
条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市都市計画マスタープラン

分野 ５　都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

基本施策Ⅰ　自転車等の安全利用の推進
　１　関係主体の協働による取組み
　２　自転車等の交通安全教育の推進
　（１）自転車安全利用講習会の実施
　（２）自転車等の安全利用に関する啓発
　３　自転車走行空間の整備
　（１）自転車走行空間ネットワーク路線
　（２）生活道路
　（３）都道
　４　自転車の活用推進に関する検討
　（１）災害時における活用
　（２）健康増進における活用

基本施策Ⅱ　自転車駐車場の整備及び効果的な利用の促進
　１　自転車駐車場の利用体系の再編
　（１）利用料金の適正化
　（２）定期・一時の利用区分の適正化
　（３）定期使用期限の適正化
　２　自転車駐車場の適正配置と整備目標台数
　　◆自転車駐車場の整備目標台数の設定
　（１）整備目標台数に向けた自転車駐車場の整備
　（２）自転車駐車場の適正配置の考え方
　（３）施設の設置等に合わせた恒久的な自転車駐車場の確保
　（４）計画的なリニューアル・建替えの検討
　（５）車道からの動線の安全確保
　（６）民間等専門機関との協働による管理運営
　（７）原動機付自転車等駐車場の整備の検討
　３　自転車駐車場の効果的な管理・運営
　（１）満空情報の発信の拡充
　（２）フリーゾーン等の拡充
　（３）利用料金のキャッシュレス化
　４　民間による自転車駐車場の整備の促進
　（１）条例に基づく自転車駐車場の設置
　（２）駅周辺の大規模民間開発における公共自転車駐車場の整備
　（３）整備費補助制度による民間自転車駐車場の設置の誘導
　（４）その他の取組み

基本施策Ⅲ　放置自転車対策の推進
　１　放置自転車対策の強化
　（１）放置自転車対策の強化の継続
　（２）短時間無料制度の導入の推進
　２　共用自転車システム（レンタサイクル事業）の在り方の検討
　３　放置自転車の再利用の促進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

武蔵野市における自転車等をとりまく現状の認識について、以下の事項を整理
　①自転車をとりまく社会状況　②武蔵野市の現状　③人口及び世帯数の推移　④人口の動向　⑤公共交通
の利用推移（鉄道、バス）　⑥自転車利用の現状（自転車利用発生地の整理、自転車の交通量）　⑦自転車
等対策事業費の現状
また前計画（平成27年４月策定）で定める方針に対する実績から、本計画における課題を整理

これらを踏まえ、本計画の改定における視点を以下のとおり整理
１自転車利用について
　①自転車利用ルール順守の強化　②歩行者・自動車との共存と、公共交通との連携　③本市の実情に即し
た自転車活用の推進

２自転車駐車場について
　①利用者の公平性と受益者負担の確保　②既存の自転車駐車場の有効活用　③需要に対応するための整備
から政策誘導への転換　④自転車駐車場配置の適正化　⑤民間事業者との連携

３放置自転車について
　①円滑な交通と防災活動確保、景観等の向上のための放置防止対策の継続

【基本理念】
　歩行者・自転車・自動車の秩序ある共存を実現するため、誰もが安全かつ快適に利用することができる自
転車利用環境の整備を推進する。

　自転車の適正な利用を促進するため、地域公共交通との連携を図り、安全利用・施設整備運営・放置防止
の３つの視点から具体的な施策を推進する。

基本施策Ⅰ　自転車等の安全利用の推進

基本施策Ⅱ　自転車駐車場の整備及び効果的な利用の促進

基本施策Ⅲ　放置自転車対策の推進

自転車等の安全利用の推進に関すること
　自転車等の交通安全教育の推進
　自転車走行空間の整備

自転車駐車場の整備及び効果的な利用の促進に関すること
　自転車駐車場の利用体系の再編
　自転車駐車場の適正配置と整備目標台数
　自転車駐車場の効果的な管理・運営
　民間による自転車駐車場の整備の促進

放置自転車対策の推進に関すること
　放置自転車対策の強化

計画名称 武蔵野市自転車等総合計画 計画期間 令和２年度～令和７年度 所管部署 都市整備部 交通企画課
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現計画の対象期間 令和３年度～令和７年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市交通安全対策会議
策定期間：令和２年12月～令和３年９月

策定委員の構成

・武蔵野市長
・東京労働局三鷹基準監督署長
・東京都の職員のうちから市長が指名する者
・警察庁武蔵野警察署長
・市の職員のうちから市長が指名する者
・武蔵野市教育委員会教育長
・東京消防庁武蔵野消防署長

市民意見の反映方法 令和３年６月１日から６月22日までパブリックコメントを実施した。

計画名称 第11次武蔵野市交通安全計画

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

昭和46年

計画策定の背景・目的

第11次武蔵野市交通安全計画は、武蔵野市の区域における陸上交通（道路交通等）
の安全に関する施策の大綱であり、東京都の「東京都交通安全計画」に基づき策定
するものである。また、武蔵野市の上位・関連計画（第六期長期計画・都市計画マ
スタープラン等）との整合を図っている。

現計画の策定時期 令和３年度（令和３年９月）

該当施策名及び該当ページ ３　誰もが利用しやすい交通環境の整備　P.100

根拠法等の有無及びその名称 交通安全対策基本法　第26条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

第11次東京都交通安全計画、武蔵野市都市計画マスタープラン

分野 ５　都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

（１）道路交通環境の整備
　①安全安心な生活道路の構築
　②幹線道路等における交通安全対策の推進
　③交通安全施設等整備事業の推進
　④交通規制の実施
　⑤自転車利用環境の総合的整備
　⑥渋滞対策
　⑦公共交通機関利用の促進
　⑧その他の道路交通環境の整備

（２）交通安全意識の啓発
　①段階的・体系的な交通安全教育の推進
　②地域における交通安全組織の高揚
　③交通安全に関する広報・啓発活動の充実

（３）道路交通秩序の維持
　①指導取締りの強化
　②駐車秩序の確立

（４）安全運転と車両と安全性確保
　①安全運転の確保
　②車両の安全性の確保

（５）救助・救急体制の整備
　①救助・救急体制の充実
　②救急医療体制の整備

（６）被害者の支援
　①交通事故相談業務の充実
　②交通事故事件被害者等に対する連絡制度
　③被害者支援制度の充実
　④自動車損害賠償責任保険等への加入促進

（７）災害に強い交通施設等の整備及び災害時の交通安全の確保
　①災害に強い交通施設等の整備
　②災害時の交通安全確保

（８）踏切の交通安全
　①その他踏切道の安全を図るための措置
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方
（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業
（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

・市内の交通事故の発生件数、交通事故死傷者数は概ね減少傾向で推移している。交通事故死亡者数は概ね
横ばいで推移し、平成30年から令和２年まで交通死亡事故は未発生であるが、重症者数は平成29年から令和
２年まで増加傾向となっている。

・市内における高齢者の関与交通事故件数は概ね減少傾向であり、高齢者の交通事故関与率は概ね横ばいで
推移している。また、市内の子どもの関与交通事故件数は年によって変動があり、子どもの交通事故関与率
は平成30年から令和２年まで増加傾向にある。

・市内における自転車の関与交通事故件数は減少傾向となっているが、自転車の交通事故関与率は平成29年
から令和２年まで増加している。また、東京都における自転車の交通事故関与率と比較しても高い傾向を示
している。

・交通事故のない社会を目指して
　人命尊重の理念に基づき、また、交通事故がもたらす大きな社会的・経済的損失をも勘案して、究極的に
は交通事故のない社会を目指す。

・人優先の交通安全
　道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安全を、また、全ての交通について、
高齢者、障害者、子ども等の交通弱者の安全を、いっそう確保する必要がある。また、思いがけず交通事故
被害者等となった方に対して、一人ひとりの状況に応じた支援が求められている。このような「人優先」の
交通安全を基本とし、あらゆる施策を推進する。

・高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築
　道路交通については、高齢歩行者や高齢者の自転車利用による交通事故とともに、高齢運転者による事故
は、喫緊の課題である。また、事業用自動車においても、運転者の高齢化の進展に伴い生じる課題に向き合
う必要がある。高齢になっても安全に移動することができる社会の構築を目指す。

・高齢者の交通安全の確保
　今後も高齢者人口の増加が予測され、高齢者の外出率も比較的高い傾向にあり、市内の交通事故の約３割
が高齢者が関与する事故となっている。安全な交通環境の整備と交通安全教育を推進するとともに、自身の
身体機能等の自覚を促す啓発を行う。

・子どもの交通安全の確保
　年齢層別では子どもは最も外出率が高く、交通事故は生活道路や学校周辺で多く発生している。交通ルー
ルの理解・定着のための交通安全教育の充実とともに、安全な歩行空間の整備を進め、保護者へ向けた交通
安全啓発を行う。

・自転車の安全利用の推進
　市内の自転車関与交通事故が全体の約４～５割を占め、東京都内と比較して高い関与率であり、また、主
要道路等における出会い頭の事故が最も多くなっている。関係機関等と連携して交通安全教育を強化すると
とに、交通違反の取締り、ヘルメット着用の普及啓発や自転車走行空間の整備等の安全対策を推進する。

・新たな手法や技術を活用した交通安全対策の推進
　国や東京都の先端技術の活用やその安全性も含め動向に注視し、市として実現できるＩＴＳ技術等を活用
した交通社会を検討する。新型コロナウイルス感染症による市民のライフスタイルや交通行動への影響に伴
う交通事故発生状況等を注視し、オンラインでの講習等、対面によらない交通安全教育や広報啓発活動を推
進する。

計画名称 第11次武蔵野市交通安全計画 計画期間 令和３年度～令和７年度 所管部署 都市整備部 交通企画課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和７年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市地域公共交通活性化協議会
　　　　（地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等に基づく、市民、学
　　　　　識経験者、交通通管理者、行政等で組織）
　　　　　交通事業分科会
策定期間：平成30年７月～令和２年３月

策定委員の構成

一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体、住民または利用者、関東運輸局
長またはその指名する者、一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組
織する団体、学識経験を有する者その他交通会議の運営上必要と認める者、交通管
理者、道路管理者、武蔵野市長またはその指名する者

市民意見の反映方法

・地域公共交通に関する市民アンケート調査（回収数1,205票）
・ムーバス利用者アンケート調査（回収数2,291票）
・鉄道駅における路線バス利用者アンケート調査（回収数740票）
・住民グループインタビュー（12名）
・タクシー利用者アンケート調査（回収数88票）

計画名称 武蔵野市地域公共交通網形成計画

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり（武蔵野市市民交通計画の公共交通部門）

この計画が初めて策定された
時期

令和２年３月

計画策定の背景・目的

　平成６年度、全国に先駆けて交通行政の体系的な計画である「武蔵野市市民交通計画」を
策定し、この計画をもとに市内のバス交通空白(不便)地域の解消を目指したコミュニティバ
ス「ムーバス」を運行し、広域幹線交通を担う路線バスサービスと合わせて、市民の移動を
担ってきた。平成21年度には、「市民交通計画」の公共交通部門として「武蔵野市地域公共
交通総合連携計画」を策定し、地域公共交通の活性化に関する様々な施策・取り組みを行っ
てきた。
　総合連携計画の策定から９年が経過し、交通を取り巻く環境が大きく変化し、高齢者・子
育て世代等の移動手段確保等新たな課題への対応が求められる中で、本市における地域の課
題や地域公共交通の現状・問題点などを踏まえ、市が目指す将来都市像を実現するうえで地
域公共交通の果たすべき役割を明らかにするとともに、市民の生活と移動を支援し、かつ、
持続可能な地域公共交通を実現するため「地域公共交通網形成計画」を策定した。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年３月）

該当施策名及び該当ページ ３　誰もが利用しやすい交通環境の整備　P.100

根拠法等の有無及びその名称
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号）第５条
道路運送法（昭和26年法律第183号）【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市都市計画マスタープラン

分野 ５　都市基盤

－146－



現
計
画
の
中
身

施策の体系

施策①　バス交通の高密度ネットワーク・高頻度サービスの維持
　①－１　路線バスとムーバス事業による一体的なサービス提供
　①－２　ムーバスの持続可能な運行に向けた見直し

施策②　福祉交通の維持・確保
　②－１　「レモンキャブ」・「つながり」などによる武蔵野版・福祉交通の継続
　②－２　主要拠点における福祉車両の条項場所の確保

施策③　交通・福祉分野の「間」需要への対応
　③－１　新たなタクシーサービスの検討
　③－２　バス＆ベビ吉による子育て支援移動サービス
　③－３　ちょいのり・相乗りタクシー
　③－４　福祉タクシーの周知・利用促進

施策④　自転車交通等とバス交通の連携
　④－１　バス＋自転車ＭａａＳアプリの検討
　④－２　サイクル＆バスライドの検討
　④－３　パーク＆バスライドの推進
　④－４　自転車からバスへ転換する人を受け入れるサービスの検討

施策⑤　分かりやすい情報の提供
　⑤－１　地域公共交通の総合案内板及び総合案内マップ
　⑤－２　主要拠点での情報提供強化
　⑤－３　バスナビによるリアルタイム情報提供

施策⑥　駅周辺まちづくりと連携した交通空間の有効活用
　⑥－１　「ＮＥＸＴ－吉祥寺」に基づく歩行者が優先される“歩いて楽しいま
ち”の形成
　⑥－２　「三鷹駅北口街づくりビジョン」に基づく“ゆとりある駅前空間”の創
出
　⑥－３　武蔵境駅周辺における“安全で歩いて楽しいまち”の形成

施策⑦　運行環境の整備
　⑦－１　ムーバスブランドを活用した乗務員確保の取り組み
　⑦－２　バス待ち環境の整備
　⑦－３　次世代環境対応車両等の普及促進
　⑦－４　新たなモビリティの必要性・可能性についての検討
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

①　交通モードの連携・役割分担により、多種多様な移動ニーズに対応することが必要
　人口増加に伴い、今後も地域公共交通の高い需要が見込まれ、多種多様な移動ニーズへの対応が求められる一方、乗
務員不足等の供給側の制約もあり、一つの交通モードで全てのニーズへ対応することは困難である。
②　地域共生社会に対応したきめ細かな地域公共交通の形成が必要
　市内夏季所で進行する高齢化に伴い、交通弱者等に対応した交通環境の整備や移動手段の確保が求められる。
③　自転車と地域公共交通の連携が必要
　市民の移動の利便性確保及び地域公共交通の運行環境の面から自転車施策との連携が必要である。
④　道路空間や駅前空間の効果的な運用が必要
　駅前ロータリーでの一般車とバス交通との錯綜や駅周辺への自転車乗り入れによる歩行者の安全面の問題から、駅前
広場のバスロータリー整備や見直しが必要である。道路空間においては、歩道での自転車と歩行者の事故や車道走行中
の自転車とバス交通との輻輳の問題が発生している。
⑤　武蔵野市の状況に適した分かりやすい情報提供が必要
　駅周辺の街づくりや駅前空間の再構築に合わせて、地域公共交通の分かりやすい情報提供が必要である。また、駐輪
場の満空情報とバス情報との連動等、情報の集約化を行う必要がある。

基本理念：
「誰もが安心して暮らし続けられる　魅力と活力があふれるまち」づくりに貢献する持続可能な交通体系の
構築

基本方針①
　高齢になっても障害があっても住み慣れた地域で暮らし続けられ、子育て世代も移動しやすい地域公共交
通
　　目標①　利便性の高い地域公共交通ネットワークが維持されている
　　目標②　交通・福祉等の分野の垣根を超えた取り組みにより、市民の移動が保証されている
基本方針②
　住む人・訪れる人にとって、わかりやすく利用しやすい地域公共交通
　　目標③　駅周辺の交通需要の平準化が図られている
　　目標④　誰もが迷わず分かりやすい情報が提供されている
基本方針③
　多様な関係者と連携し、地域や経済に活力をもたらす地域公共交通
　　目標⑤　３駅周辺において「安全で歩いて楽しいまち」が形成されている
　　目標⑥　交通サービスを提供するための基盤（交通環境）が整っている

○ムーバスの持続可能な運行に向けた見直し
・実態を踏まえた運行時間帯・ダイヤ・ルートなどの見直し
・運賃収入以外の収入確保
○交通・福祉分野の「間」需要への対応
・新たなタクシーサービスの検討
○分かりやすい情報の提供
・地域公共交通の総合案内板及び総合案内マップ
○運行環境の整備
・ムーバスブランドを活用した乗務員確保の取り組み

計画名称 武蔵野市地域公共交通網形成計画 計画期間 令和２年度～令和７年度 所管部署 都市整備部 交通企画課
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該当施策名及び該当ページ ３　誰もが利用しやすい交通環境の整備　P.100

根拠法等の有無及びその名称
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律　第４
条、第７条【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市自転車等総合計画

分野 ５　都市基盤

この計画が初めて策定された
時期

平成29年

計画策定の背景・目的

平成24年11月に、国土交通省と警視庁において「安全で快適な自転車利用環境創出
ガイドライン」（平成28年７月一部改定）が策定され、平成25年には道路交通法が
改正された。
このような状況のなか、本市においても歩行者・自転車・自動車が共存できるよ
う、自転車の走行環境整備といったハード面と、広域的な連携を含めた交通ルール
やマナーの啓発、保険加入の推奨などソフト面の両面から、本市の実情に即した自
転車走行環境づくりを推進するために、「自転車走行環境づくり推進計画」を策定
した。

現計画の策定時期 平成29年度（平成29年４月）

現計画の対象期間 平成29年度～

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

・市交通対策課（現交通企画課）による策定
・平成28年度、武蔵野市自転車等駐車対策協議会（※）への意見聴取を経て、
　武蔵野市自転車走行環境づくり推進計画（素案）を公表し、意見を募集した後、
　平成29年４月に策定した。
※自転車等駐車対策協議会
　市議会議員、学識経験者、行政機関
　事業者・業界代表、市民代表、市職員

策定委員の構成

市民意見の反映方法
平成28年２月15日から２月27日まで、パブリックコメントを実施し、５件の意見が
寄せられた。

計画名称 武蔵野市自転車走行環境づくり推進計画

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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自転車走行空間整備等のハード面、交通ルール　やマナーの啓発、保険加入
の推奨などソフト面の両面ソフト面である「はしる」「まもる」「とめる・

おりる」の３つの視点から具体的な施策を推進する。

「はしる」
自転車走行空間整備の

推進

「まもる」
自転車に関する
安全教育の充実

「とめる・おりる」
歩行者を重視した自転車
利用のあり方への転換

・「安全で快適な自転車
利用環境創出ガイドライ
ン」に基づき、自転車走
行空間整備する。
　（整備が困難な場合に
は、車道左側における法
定外表示の活用）

・市内の主要幹線道路の
多くは、都道であること
から、都や関係する機関
等と協議を進める。

・自転車事故が多発して
いる交差点箇所につい
て、地元住民や学校など
との連携を強化し、危険
個所を共有することで交
差点での交通事故防止に
つなげる。

・「自転車事故に遭わな
い、起こさない街（自転
車安全利用先進都市）」
をめざし、平成20年度か
ら自転車安全利用講習会
を実施している。今後も
更なる充実とともに、保
険への加入も呼びかけて
いく。

・市外からの乗入も多い
ことから、市域に限ら
ず、市内で自転車利用す
る市外の企業や学校に対
しても、積極的に働きか
けを行い、近隣区市との
連携も強化する。

・歩行者を重視した安全
で楽しい楽しい歩行空間
づくりを推進するため、
自転車駐車場は駅から一
定程度離れた場所に配置
する。

・自転車の通行を禁止す
る運用などについても検
討を進める。

現
計
画
の
中
身

施策の体系

【基本理念】

・利用者の視点を重視した安全で円滑な交通環境の整備
・自転車利用環境の整備と交通ルール・マナーの啓発

・歩いて楽しいまちづくりの推進
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　自転車利用の範囲、利用経路や交通事故の状況、駅周辺の駐輪場の収容可能台数と停留台数、
　放置自転車台数などの現状を踏まえ、以下のような課題を認識した。

　・自転車利用が多い
　・市外からの利用が多い
　・主要幹線道路での自転車交通量が多い
　・自転車に関連する交通事故が多い
　・自転車関与の事故が多い

歩行者・自転車・自動車が共存できるよう、自転車の走行環境整備といったハード面と、広域的な連携を含
めた交通ルールやマナーの啓発、保険加入の推奨などソフト面の両面から、本市の実情に即した自転車走行
環境づくりを推進するために、「自転車走行環境づくり推進計画」を策定した。

・自転車走行空間整備の推進に関すること
　（安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づき、自転車走行空間整備など）

・自転車安全教育の充実に関すること
　（自転車安全利用講習会の充実、出張型講習による学校・企業との連携など）

・歩行者を重視した自転車利用のあり方への転換に関すること
　（駅から一定程度離れた場所に自転車駐車場を配置、商店街と連携した自転車押し歩きエリアの設定な
ど）

・自転車走行空間整備の推進に関すること
　（安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」に基づき、自転車走行空間整備など）

・自転車安全教育の充実に関すること
　（自転車安全利用講習会の充実、出張型講習による学校・企業との連携など）

・歩行者を重視した自転車利用のあり方への転換に関すること
　（駅から一定程度離れた場所に自転車駐車場を配置、商店街と連携した自転車押し歩きエリアの設定な
ど）

計画名称 武蔵野市自転車走行環境づくり推進計画 計画期間 平成29年度～ 所管部署 都市整備部 交通企画課
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現計画の対象期間 令和3年度～令和12年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：第四次住宅マスタープラン策定委員会
策定期間：令和元年９月～令和３年３月（計６回開催）

策定委員の構成
公募市民２人、学識経験者１人、専門家４人（不動産、建築、マンション管理
等）、市職員２人　計９人

市民意見の反映方法
令和２年11月20日から12月４日まで、中間のまとめに対するパブリックコメントを
実施

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市第四次住宅マスタープラン

所管部署 都市整備部 住宅対策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成７年度

計画策定の背景・目的

第三次住宅マスタープラン（平成23～32年）に位置づけられた基本理念や目標に基
づき、多様な世代・世帯に適応する住まいづくり（高齢者等の居住安定への支援
等）、質の高い住まいと住環境づくり（集合住宅への支援等）、安全・安心な住ま
いづくり（安全性の高い住まいに向けた支援等）、環境に配慮した住まいづくり
（環境に配慮した住まいづくりへの支援）等の施策を実施してきた。
　平成29年２月には、計画策定から５年経過したことや国や都の住宅施策の動向等
の近年の社会情勢の変化を踏まえて改訂版を発行した。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年３月）

該当施策名及び該当ページ ５　安心して心地よく住み続けられる住環境づくり　P.103

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

東京都住宅マスタープラン

分野 ５　都市基盤
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

■誰もが安心して暮らし続けられる住生活の構築
・ライフステージに合わせた住まいの確保への支援
・住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための仕組みづくり
・住情報提供と相談体制の充実
・民間賃貸住宅を活用した住宅セーフティネットの構築
・公的賃貸住宅による住宅確保要配慮者への対応
・社会状況の変化等に対応した施策の展開

■多世代にわたり活用され、継承していける良質な住宅ストックの確保
・良質な住宅ストックの供給誘導
・既存住宅の性能向上と流通促進
・専門団体等と連携した住まいの相談体制・情報提供の推進
・共同住宅の耐震化の促進
・マンションの管理状況の把握
・マンション管理組合による適正な維持管理の推進
・マンションの再生に向けた支援
・居住者等に対する意識啓発
・建物の状況やライフステージに応じた情報提供・啓発
・管理不全の空き住宅等への対応と空家法に基づく改善指導
・専門団体等との連携強化

■安全で魅力ある、地域特性を活かした良好な住環境の維持・形成
・自然災害に対する防災・減災対策の推進
・災害に対する備えの強化
・地域の防犯性の向上
・福祉のまちづくりの推進
・地域特性に応じたまちづくりのルールづくり
・緑豊かな住環境や街並みの維持・形成
・市民が自ら取り組むまちづくりへの支援
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

 

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　平成23年度策定（平成28年度改訂）の第三次住宅マスタープランの理念や考え方は、成熟した本市の市街
地の状況を踏まえると、現在でも引続き重要な視点であるため、基本的な内容を継承しつつ、社会情勢を踏
まえ改定した。
　なお、国（住生活基本計画）や東京都（住宅マスタープラン）等の住宅施策の方向性、住宅事情等から、
居住施策強化の流れを考慮して、計画を策定した。
　さらに、新型コロナウイルス感染症拡大防止を契機に、テレワークの普及や在宅時間の増加等、生活や暮
らし方が変化・多様化したことを踏まえ、新たな生活様式に対応できる住まい方について検討した。

■基本理念　「誰もが安心して心地よく住み続けられる質の高い住まい・住環境づくり」

●基本目標１（暮らしの視点）　「誰もが安心して暮らし続けられる住生活の構築」
○基本方針１　誰もが安心して暮らし続けられる住生活の充実
○基本方針２　住宅セーフティネットの構築
●基本目標２（住まいの視点）　「多世代にわたり活用され、継承していける良質な住宅ストックの確保」
○基本方針３　良質な住宅ストックの形成
○基本方針４　共同住宅の適正な維持管理と再生の促進
○基本方針５　空き住宅等の予防・適正管理利活用の促進
●基本目標３（まちの視点）　　「安全で魅力ある、地域特性を活かした良好な住環境の維持・形成」
○基本方針６　安全・安心な住宅・住環境の維持・形成
○基本方針７　緑豊かで魅力ある良好な住環境の維持・形成

重点施策１　既存ストックの活用と居住の安定化に向けた取組みの充実
重点施策２　更なるマンション対策の強化

計画名称 武蔵野市第四次住宅マスタープラン 計画期間 令和3年度～令和12年度 所管部署 都市整備部 住宅対策課
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現計画の対象期間 令和3年度～令和12年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市市営住宅長寿命化計画庁内策定委員会
策定期間：令和元年11月～令和３年３月（計５回開催）

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 ―

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市公営住宅等長寿命化計画

所管部署 都市整備部 住宅対策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成25年度

計画策定の背景・目的

　武蔵野市では110戸の市営住宅（公営住宅・改良住宅）と181戸の福祉型住宅（公
営住宅・非公営住宅）を管理している。
　
　安全で快適な住まいを長きにわたり確保するため、適正な維持管理により既存の
公営住宅等を有効に活用できる中長期的な維持管理計画を策定し、標準修繕周期に
配慮した定期点検及び予防保全的な改善や修繕工事を実施することで、既存住宅の
長寿命化を図る。
　また、長寿命化により更新コストを縮減することで財政負担を平準化し、ライフ
サイクルコストの縮減を図ることを目的とする。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年３月）

該当施策名及び該当ページ ５　安心して心地よく住み続けられる住環境づくり　P.103

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

第四次住宅マスタープラン

分野 ５　都市基盤
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■長寿命化に関する基本方針

（１）市営住宅の適切な維持管理及びストックの有効活用(長寿命化）

（２）福祉型住宅の適切な維持管理及びストックの有効活用

■長寿命化を図るべき市営住宅の検討

（１）長寿命化の対象住宅、住棟の選定

（２）住宅別、住棟別活用計画の検討

■市営住宅の点検、計画修繕、改善事業等の実施方針

　 （１）点検の実施方針

　 （２）計画修繕の実施方針

（３）改善事業の実施方針

■長寿命化のための事業実施予定

■ライフサイクルコストとその縮減効果の算出

（１）ライフサイクルコスト（LCC）算出の考え方

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 都市整備部 住宅対策課

　これまでは、安全で快適な住宅の長期にわたる安定的な確保、長期的な維持管理の実現、長寿命化による
ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）の縮減や事業量の平準化等を図ることを目的として、「武蔵野市公営住宅
等長寿命化計画」平成25(2013)～令和４（2022）年度を策定し運用してきた。前計画の策定以降、平成28
（2016）年度には、国土交通省住宅局住宅総合整備課が「公営住宅等長寿命化計画策定指針」を改定し、ま
た、本市においては平成29（2017）年２月に「武蔵野市公共施設等総合管理計画」が策定された。
　このように、住宅政策に関連する法令や基準、上位計画等の改定等を踏まえ、市営住宅の点検、計画修
繕、改善事業等の長寿命化に係る取組みを計画、着実に実施するため、ストックの有効活用とライフサイク
ルコストの縮減を図ることとした。
　なお本計画は、「武蔵野市公共施設等総合管理計画」の類型別施設整備計画を兼ねている。

（1）市営住宅の適切な維持管理及びストックの有効活用（長寿命化）
①ストックの状況把握・修繕の実施・データ管理に関する方針
市営住宅ストックについて、公営住宅法の耐用年限（70年）まで供用することを見据え、適切な維持管理に
向けて、予防保全の観点に基づく点検・修繕・改善の実施、点検記録・修繕データ等の管理・蓄積等を含む
維持管理（メンテナンス）サイクルの構築を図る。
②長寿命化及びライフサイクルコストの縮減に関する方針
耐用年限程度までの供用期間を踏まえ、修繕及び安全性確保・居住性向上・福祉対応・躯体や設備の長寿命
化等に資する改善事業の内容と実施時期等を設定し、これを実施することにより、ストックの有効活用（長
寿命化）とライフサイクルコストの縮減を図る。
（2）福祉型住宅の適切な維持管理及び今後のストック活用
福祉型住宅の維持管理は、建物所有者が実施するため、本市が、建物所有者に対して点検及び計画修繕等の
情報提供を行い、適切な維持管理の実施の誘導を図る。
なお、今後の運営管理については、建物所有者の意向を踏まえ、市の将来的な財政負担を考慮し、個別に判
断する。

○点検の実施
・安全・予防保全の観点から、法令等に基づき適切な点検を実施する。
・点検は公営住宅等日常点検マニュアルに基づき行う。
○計画修繕
・標準修繕周期を踏まえて行った点検結果により、適切な時期に予防保全的な修繕を行う。
・計画修繕とその他の改善事業の実施時期が近い場合は、工事実施時期を調整し、効果的・効率的に行う。
○改善事業
・居住性向上、福祉対応、安全性確保、長寿命化の支店に基づき、必要な個別改善事業を実施する。
・具体的な時期・内容等は、保全・改修計画を踏まえて検討する。
(1)北町第2住宅
・排水管改修工事（R4・5年度）
(2)関前住宅
・排水管改修工事等（R6年度以降）

令和3年度～令和12年度計画名称 武蔵野市公営住宅等長寿命化計画 計画期間
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現計画の対象期間 平成30年度～平成39年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

・策定主体
　道路課で策定

・策定期間
　平成27～28年度　基礎調査
　平成29年度　　　計画策定

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 パブリックコメントを実施（平成30年１月15日～29日）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市道路総合管理計画

所管部署 都市整備部 道路管理課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成29年度

計画策定の背景・目的

１）背景
(1) 高度経済成長期に一斉に整備された道路施設の老朽化
・昭和30～40年代の急激な人口増加による都市化へ対応するため、他市に先駆けて
　道路整備
(2) 笹子トンネル天井板落下事故を契機として道路管理者の責務が拡大
・道路ストック総点検の実施要請（平成25年２月）
・道路法改正によるトンネルや橋りょう等の重要構造物の点検義務化（平成25年６
月）
・社会資本整備総合交付金交付要綱の改正（平成28年４月）　等
(3) 自治体を取り巻く状況の変化
・厳しい財政運営、地域課題や市民ニーズの多様化・複雑化、技術の高度化、
　技術系職員の減少 等
２）目的
　将来にわたり安全・安心な道路サービスを提供していくため、今後の道路管理
の方向性や取組みについて定めることを目的とする。

現計画の策定時期 平成29年度（平成30年３月）

該当施策名及び該当ページ ２　将来にわたり持続性ある都市基盤づくり　道路分野　P.97

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

公共施設等総合管理計画

分野 ５　都市基盤
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【管理方針】

【管理方針の実現に向けた取組み】

１）計画的な道路管理

 (1)　長期的見通しの明確化

 (2)　予防保全型の維持管理

定期的に点検し、施設が損傷する前に対処。定期点検対象の施設の拡大。

 (3)　情報基盤の整備

情報の利活用方法や収集・記録方法を決定し、管理台帳の再整備。

２）効率的な道路管理

 (1)　道路施設の優先度の明確化

各施設の重要度に応じて、メリハリのある道路管理を行う。

 (2)　発注方法の検討

整備仕様の標準化や新たな発注方法の導入可能性の検討等を行う。

 (3)　新技術の積極的な活用

ICT等の新技術の積極的な活用について検討する。

 (4)　占用企業との連携

３）持続的な道路管理

 (1)　PDCAサイクルの導入

様々な業務に対して適用し、業務の改善を図る。

 (2)　管理体制の整備

職員の技術力向上に向けた取組みとともに、柔軟な組織体制づくりを行う。

 (3)　市民等への情報発信と協働・連携

積極的な情報発信を進め、市民や企業との協働・連携について検討する。

４）その他の道路管理

 (1)　不法占用への対策

啓発活動とともに、交通管理者と連携し、不法占用対策を強化する。

 (2)　私道への対応

私道がこれまで担ってきた役割を踏まえ、管理の方向性を様々な視点から

検討する。

 (3)　災害時等の取組み

危険個所を早期発見・対応するため、情報収集体制の強化や連絡・実施

体制を確立する。

現
計
画
の
中
身

施策の体系

・効果的な道路管理を実現し、ソフト・ハード両面から総合的な施策を展開
することにより、将来にわたって、安全・安心な道路サービスを提供する。
・管理方針の実現に向け、「計画的」「効率的」「持続的」な道路管理の３
つの視点に基づき、事業に取組む。
・様々な社会的要請を踏まえ、「コスト削減」だけでなく、「品質」の視点
にも配慮して取組む。

将来事業費の推計による最適な管理方法の選択や、計画的な事業推進によ
り、事業費の削減と平準化を行う。

道路内に埋設している電気・ガスなどの占用企業と協力し、舗装の効率的な
改修を進め、環境負荷の低減や工事数の削減を図る。
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

都市整備部 道路管理課

１）将来の財政負担が増大する
　　各道路施設の劣化状態を踏まえた長期的な財政予測に基づき、今後の道路管理の方向性を定め、
　計画的かつ効率的な道路管理の実現により、将来の財政負担の縮減が必要。
２）施設の優先度が整理されていない
　　路線や施設の重要度に応じて優先度を設定し、メリハリある道路管理の実現が必要。
３）職員の判断や対応にバラツキがある
　　職員の経験に基づく対応から、判断基準に基づく対応への転換が必要。
４）施設情報の不足がみられる
　　管理台帳の情報不足を補うため、新たな管理方法に合わせ、情報の再整理や更新方法のルール化が
　必要。
５）技術の高度化への対応が不十分である
　　維持管理分野におけるICTをはじめとした技術の高度化に対応するため、個人・組織双方の技術力の向上
　にむけた取組みが必要。
６）市民への情報発信が不足している
　　道路事業や道路管理について、積極的な情報発信や啓発活動により、市民の理解や関心を高める取組み
　や、市民参加の促進に向けた取組みが必要。

【管理方針】

・効果的な道路管理を実現し、ソフト・ハード両面から総合的な施策を展開することにより、
　将来にわたって、安全・安心な道路サービスを提供する。

・管理方針の実現に向け、「計画的」「効率的」「持続的」な道路管理の３つの視点に基づき、
　事業に取り組む。

・様々な社会的要請を踏まえ、「コスト削減」だけでなく、「品質」の視点にも配慮して取組む。

・道路総合管理計画に定めた各取組の着実な推進

計画名称 武蔵野市道路総合管理計画 計画期間 平成30年度～平成39年度 所管部署
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現計画の対象期間 平成28年度～平成32年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

　道路管理者である東京都（北多摩南部建設事務所）と連携して平成29年度に策定
した。

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法
　基本構想策定段階で行った「市民アンケート調査」、「障害者や高齢者の団体へ
のヒアリング」等の結果を反映した。

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成17年１月（交通バリアフリー法に基づく計画）
平成25年３月（バリアフリー新法に基づく計画）

計画策定の背景・目的

　平成６年に公共的性格を有し、不特定多数の人が利用する建築物のバリアフリー
化を目的として、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の
促進に関する法律（通称：ハートビル法）」、平成12年に駅を中心とした地域のバ
リアフリー施策の推進を目的として、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利
用した移動の円滑化の促進に関する法律（通称：交通バリアフリー法）」が施行さ
れた。
　ハートビル法及び交通バリアフリー法を中心としたバリアフリー化の取り組み
を、より一体的・総合的なバリアフリー施策として推進するため、２つの法律を統
合・拡充したバリアフリー新法が平成18年12月に施行され、平成23年４月に同法に
基づき武蔵野市バリアフリー基本構想（以下「基本構想」）が策定され、令和４年
３月に改定された。
　武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画（以下「本計画」）は基本構想に基づき
策定されており、移動等円滑化に向けた道路のバリアフリー整備に関する事業計画
である。
　その後基本構想の中間評価を平成28年に行い、平成32年度までの後期特定事業計
画を更新、平成29年６月に公表したことに伴い、本計画の後期事業計画についても
平成30年３月に更新した。令和４年３月に基本構想が改定されたことを受け、本計
画も改定していく予定である。

現計画の策定時期 平成29年度（平成30年３月）

該当施策名及び該当ページ ３　誰もが利用しやすい交通環境の整備　P.100

根拠法等の有無及びその名称
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（以下、「バリアフリー新
法」と記載）【努力義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市バリアフリー基本構想

分野 ５ 都市基盤
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１．道路特定事業計画の位置づけ

２．道路特定事業計画の目的

３．バリアフリー整備の基本的な考え方（抜粋）

４．目標年次

５．バリアフリー整備のメニュー

６．生活関連経路の整備内容

　都道及び市道の各路線に関する事業内容及び実施予定期間を記載

現
計
画
の
中
身

施策の体系

　平成18年12月にバリアフリー新法が施行され、武蔵野市交通バリアフリー
基本構想が目標年次を達成したことから、事業の評価や方針の見直しを実施
し、平成23年４月に「武蔵野市バリアフリー基本構想」を策定した。
　武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画は、基本構想に基づき策定されて
おり、移動等円滑化に向けた道路のバリアフリー整備に関する事業計画であ
る。

　歩行者優先を基本に、歩道の有効幅員や路面の平坦性・勾配の確保等、安
全で快適な歩行空間を整備することにより、「歩いて楽しいみちづくり」を
推進する。

・３駅周辺の重点整備地区内の生活関連経路を優先して整備。
・景観道路事業や狭あい道路拡幅整備事業等の事業実施に合わせてバリアフ
リー化を推進。
・「武蔵野市市道における移動等円滑化の基準に関する条例」を整備基準と
し、可能な範囲で移動等円滑化を図る。　等

　平成32年を目標年次
　前期を平成24～27年度、後期を平成28～32年度、平成33年度以降を展望期

①セミフラット化、②歩道幅員の確保、③スムース横断歩道、④セーフティ
ブロック（ゼロ段差ブロック）、⑤舗装の構造、⑥狭小L形側溝、⑦電柱の
共架・細径化、⑧電線類地中化、⑨視覚障害者誘導用ブロック（点字ブロッ
ク）、⑩案内標識、⑪ベンチ

－162－



現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

現状認識：
　道路に関するバリアフリー化基準である「武蔵野市市道における移動等円滑化の基準に関する条例（平成
25年４月１日施行）」に定める基準への適合。
　（特定道路：義務、それ以外：努力義務）

課題認識：
　抽出された生活関連経路の道路状況を調査した結果、上記基準を全て適合する整備が困難なため、計画対
象期間中において実現可能な整備内容の検討が求められた。

①３駅周辺の重点整備地区内の生活関連経路を優先して整備する。
②「道路新設改良事業」のほか、電線類地中化等を整備する「景観道路事業」、幅員４ｍ未満の道路拡幅を
実施する「狭あい道路拡幅整備事業」等、各整備事業と併せてバリアフリー化を推進する。
③「武蔵野市市道における移動等円滑化の基準に関する条例（平成25年４月１日施行）」を整備基準とし、
可能な範囲で移動等円滑化を図る。　等

３駅周辺の重点整備地区内の生活関連経路における着実な整備の推進。

計画名称 武蔵野市バリアフリー道路特定事業計画 計画期間 平成28年度～平成32年度 所管部署 都市整備部 交通企画課
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現計画の対象期間 平成29年度～33年度（早期）、平成34年度以降（中長期）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：交通対策課（現：交通企画課）
　平成28年度策定の２次計画は、当初計画同様に、景観的要素（自然的景観資源、
生活文化景観資源、歴史的文化景観資源）、交通機能、防災機能の５つの側面から
路線評価（２次計画では、交通機能と防災機能の評価点を高めた。）するととも
に、整備による事業効果を踏まえ、６路線を新たに選定した。当初計画において未
整備の５路線を追加し、計11路線を事業計画に位置付けた。
策定期間：平成27年５月～平成28年12月

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 －

基
礎
情
報

計画名称 景観整備路線事業計画(第２次)

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成22年２月

計画策定の背景・目的

 昭和51年度から吉祥寺駅周辺の再開発、昭和61年度から電線管理者による施工等
により、駅周辺を中心に電線類地中化を推進。
 平成19年度に中町三丁目をモデル地区として無電柱化を検討し、面的整備ではな
く、優先的に整備する路線を選定し事業化した。
　平成20年度には、既に事業化されていた路線も含め、「景観」「通行機能」「防
災」の側面から事業効果の高い路線を絞り込み、平成21年度には電線類地中化のほ
か、舗装のカラー化、街路樹や植樹帯、装飾街路灯等の景観整備を優先的に推進す
る路線を定めた「景観整備路線事業計画」を策定した。
　平成28年度には、当初計画に計上した路線のうち８路線の事業が完了したことか
ら、新たな地中化路線を追加した「景観整備路線事業計画（第２次）」を策定し
た。
　本事業計画の推進により、「美しい道路景観」、「安全・安心なまちづくり」、
「歩いて楽しい道づくり」を目指す。

現計画の策定時期 平成28年度（平成28年12月）

該当施策名及び該当ページ １　個性あふれる魅力的な地域のまちづくり　P.95

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

都市計画マスタープラン、公共施設等総合管理計画

分野 ５　都市基盤
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１　事業計画の位置づけ

２　事業計画の目的

３　基本的な考え方

４　整備目標

　・電線類地中化の目標

５　景観整備優先路線及び整備スケジュール

■景観整備優先路線（11路線：約4,465m）

（1）早期事業化路線（約1,090m）　　平成29年度から概ね5ヶ年

市道第16号線・177号線（文化会館通り） 約470m

市道第85号線（亜大通り） 約430m

市道第129号線（幅員16m区間） 約 55m

市道第151号線（七井橋通り） 約135m

（2）中長期事業化路線（約3,375m）　平成34年度以降

市道第２号線（中道通り） 約570m

市道第12号線（御殿山通り） 約400m

市道第17号線（中央通り） 約970m

市道第41号線 約650m

市道第129号線（幅員12m区間） 約165m

市道第151号線（パープル通り） 約235m

市道第298号線（本町稲荷通り） 約280m

都市計画道路３・４・27号線 約105m

※市道129号線は１路線とみなす。

整備延長　約14.6km

（地中化率　約8％） （地中化率　約11％）

現
計
画
の
中
身

施策の体系

　「景観」、「安全・安心」、「歩行」の向上を目的に、景観上・安全上重要な路
線を対象に電線類の地中化を推進。
　今後も、計画的かつ継続的に景観整備を推進し、第五期長期計画・調整計画に掲
げる「地域の特性に合ったまちづくりの推進」、「利用者の視点を重視した安全で
円滑な交通環境の整備」、「道路ネットワークの整備」を進めていく。

　(1)　美しい道路景観を目指す
　(2)　安全・安心なまちづくりを目指す
　(3)　歩いて楽しい道づくりを目指す

　市道のうち、「景観」、「安全・安心」、「歩行」という側面から優先的に整備
する路線を景観整備優先路線と位置づけ、早期に事業着手が可能な路線を早期事業
化路線とし、平成33年度を目途に事業化を図る。また、中長期にわたり用地買収を
伴う路線や関係機関等と継続協議が必要な路線等を中長期事業化路線とし、概ね平
成34年度以降に事業化を図る。

現状（29年度末現在） 事業完成後

市道
整備延長　約10.1km
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

●電線類地中化の課題
・電線類地中化はイニシャルコストが高く、全ての路線での実施は困難なため、事業効果の高い路線を選定
　する必要がある。
・電線類地中化は、電線共同溝方式を前提とするため、道路法上の道路（市道）での整備が前提となる。
・電線共同溝方式の実施にあたり、地上機器の設置位置の可否検討が必要となり、交通管理者・電線管理者
　等との協議が必要である。また、沿道住民の理解と協力が必要となる。

●その他景観整備の課題
・インターロッキングブロックや装飾街路灯等は、将来にわたる同一製品の供給体制に不安があるため、後
　年の維持管理が課題となる。

・「景観」、「安全・安心」、｢歩行」という側面から、優先的に景観整備する路線を計画に位置づけ、
　早期に事業着手が可能な路線を早期事業化路線とし、平成33年度完成を目途に事業化を図る。また、
　中長期にわたり用地買収を伴う路線や関係機関等と継続協議が必要な路線等を中長期事業化路線とし、
　概ね平成34年度以降に事業化を図る。
・計画段階から、沿道の市民等に整備計画案を提示して意見を聞くなど、市民参加を図りながら事業を
　推進する。
・本計画は電線共同溝方式による整備を前提としているが、各路線の状況を踏まえ、適切な手法により
　整備を行う。低コスト手法については、その詳細が判明した段階で、適宜、整備手法の見直しを行う。
・舗装や街路灯等の選定にあたっては、道路景観に配慮するとともに、今後の維持管理を踏まえて仕様等
　を決定する。
・今後の市の財政状況、関係機関との協議、各路線の課題解決の状況等に応じて、柔軟な整備スケジュー
　ルで事業化を進める。

・早期事業化路線の着実な事業推進
・中長期事業化路線の事業化に向けた課題解決
・東京都は、平成29年度より区市町村の無電柱化を推進するため、「無電柱化チャレンジ支援事業制度」
　を創設し、低コスト手法等を活用する場合の市への財政及び技術支援を実施。
　武蔵野市は、平成30年度よりチャレンジ支援事業に着手し、低コスト手法等の新技術等を活用して、
　無電柱化の更なる推進を図る。

計画名称 景観整備路線事業計画(第２次) 計画期間
平成29年度～33年度（早期）、平成34

年度以降（中長期）
所管部署 都市整備部 交通企画課
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現計画の対象期間 －

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：
　地域住民による「御殿山通り道づくり研究会」を組織
　まちづくり推進課が計画を策定

策定期間：
　平成13年度に地元事業説明会を開催～平成17年６月まで

策定委員の構成 御殿山通り道づくり研究会（市民：30名）

市民意見の反映方法

平成13年度　　地元事業説明会
平成15年度　　住民参加によるワークショップ（全５回）
平成17年４月　市基本計画案についてワークショップ参加者との意見交換会
平成17年５月　御殿山地域住民を対象に市基本計画案報告会、整備基本計画策定

基
礎
情
報

計画名称 御殿山通り（武蔵野都市計画道路7・6・1号線）整備基本計画

所管部署 都市整備部 交通企画課

第六期長期計画における位置
づけの有無

なし

この計画が初めて策定された
時期

平成17年度

計画策定の背景・目的

 御殿山通り(昭和37年度に都市計画決定)は、、その沿道に史跡指定された玉川上
水が並行して流れ、かつ三鷹駅から井の頭公園へのアクセス動線でもあるため、玉
川上水の緑豊かな景観に配慮した人に優しい道づくりが求められている。
　また、沿道住民の意向を反映し愛着がもてる道づくりを進めていくために、「御
殿山通り道づくり研究会」を設置し、ワークショップ形式により、地域住民と共に
検討を進めてきた。
　三鷹市側の道路整備状況等を踏まえるとともに、市民の意見や提案をできる限り
反映させ、本整備基本計画を策定した。

現計画の策定時期 平成17年度（平成17年６月）

該当施策名及び該当ページ

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野都市計画マスタープラン2011（P.64)

分野
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■御殿山通りの道づくり基本方針

■御殿山通りの整備イメージ

■改良区間の段階整備と暫定計画

現
計
画
の
中
身

施策の体系

①玉川上水の自然・文化を活かした道路景観の整備
・玉川上水の景観を活かした道路景観づくり、電線類の地中化を推進する。
・全区間の一体的整備にむけて、一方通行化を目指す。

②歩道空間の確保とバリアフリーによる歩行者主体の道路整備
・安心して歩きやすい歩行空間を確保し、車道の速度抑制を図る。
・バリアフリーに配慮した、段差の少ない歩道の整備を推進する。

③玉川上水の空間と沿道住宅地の調和のとれた一体的な空間づくり
・素材や色彩等に配慮した道路整備を推進する。
・人道橋の設置等、沿道と一体となった空間づくりを目指す。

①車道整備について
・緊急車両通行のため、５ｍの車道幅員を確保する。
・車道線形は、フォルトによるスラローム形状とし、速度抑制を図る。

②歩道整備について
・宅地側の歩道幅員は、最低3.5ｍ、フォルト部は最大4.5ｍを確保。
・歩道と車道の段差を５cm 程度とし、バリアフリー化を図る。

③遊歩道整備について
・遊歩道の幅員は、最低1.5ｍ、フォルト部は最大2.5ｍを確保。
・玉川上水の堤への影響を配慮し、歩道の高さを検討。

④玉川上水側整備につて
・人道橋設置に向けて基本計画に位置づけ目的等を整理し、関係機関との協議を
　進める。

⑤電線類の地中化について
・拡幅区間（みたか橋～むらさき橋）は、電線類の地中化を図る。
・改良区間（むらさき橋～万助橋）は、相互通行のままでは整備が困難なため、
　将来的に一方通行化を実現した段階で実施予定。

①街路灯の改良
　・拡幅区間については、13 本の水銀灯の照度アップ
　・改良区間については、14 本のハイウェイ灯に歩道用街路灯を設置（共架）
　　する。

②歩道舗装の統一とスムース化
　・拡幅区間の歩道舗装との調和を図り、三鷹駅から井の頭公園までの歩行動線
　　の一貫性や景観の統一を図る。
　・人にやさしい道づくりをめざし歩道のスムース化を検討し、可能な部分につ
　　いては歩行動線上の段差を無くす。
　・井の頭自然文化園の協力などによる相互通行のままでの、改良区間の改善整
　　備方策について研究する。

③駐車違反対策
　・改良区間の駐車違反については、注意看板等による啓発活動を進めている
　　が、交通管理者とも相談しながら、さらに可能な対策について検討する。
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

都市整備部 交通企画課

１　沿道状況
　・三鷹橋からむらさき橋の区間は通過交通の速度が速く、歩車分離されておらず、電柱が張り出しているため
    歩行者にとって歩きにくく、危険な道となっている。
　・対象区間の玉川上水側には歩道がなく、歩行者の安全確保ができていない。また、玉川上水側に大型トラック
    などの違法駐車が多々見られ、交通の阻害となっている。
２　玉川上水
　・玉川上水（国の史跡に指定）には昔の武蔵野の風景を偲ばせる自然が残されている。しかし、水面からの現道地盤
　　の高さが３ｍ程度あり、上水内に樹木が繁茂していることから、近づかないと水面が意識できない状況である。
　・史跡である玉川上水内への人道橋の設置については、設置の必要性に関し、関係機関（文化庁・教育庁）との協議
　　が難航している状況にある。
３　ワークショップによる市民意見
　・平成14年度から15年度に実施した沿道住民によるワークショップにおいて、車の走行速度の抑制、歩道のバリア
    フリー化、玉川上水側への歩道の設置、人道橋の設置、電線類の地中化等の意見が寄せられた。

　上記の現状や課題を踏まえ、「武蔵野市らしさ」、「歩行者にやさしい」、「まちづくりへの配慮」を理念とし、
３つの基本方針を定めた。

１　玉川上水の自然・文化を活かした道路景観の整備
　　・玉川上水の景観を活かした道路景観づくりと、電線類の地中化を進める。
　　・全区間の一体的整備にむけて、一方通行化を目指す。

２　歩道空間の確保とバリアフリーによる歩行者主体の道路整備
　　・安心して歩行できる歩道空間を確保し、車道の速度抑制を図る。
　　・バリアフリーに配慮した段差の少ない歩道の整備を進める。

３　玉川上水の空間と沿道住宅地の調和のとれた一体的な空間づくり
　　・素材や色彩等に配慮した道路整備を進める。
　　・人道橋の設置など沿道と一体となった空間づくりを目指す。

・拡幅区間（三鷹橋～むらさき橋）については、平成14年度に事業認可を取得し、平成28年度に用地買収が完了し、
　平成29年度に道路整備を完了した。
・改良区間（むらさき橋～万助橋）については、景観整備路線事業計画に位置付けていることから、電線類の地中化
　の検討と合わせて、当該路線の事業化に向けて関係機関との協議・調整を進める。

計画名称
御殿山通り（武蔵野都市計画道路7・6・1号線）

整備基本計画
計画期間 － 所管部署
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現計画の対象期間 平成29年度～33年度（第2次）、令和4年度～8年度（第3次）

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

　平成29年度（第２次計画）では第１次計画の内容を踏襲するとともに、第１次計
画策定以降に実施した健全度調査（コンクリート詳細調査）の点検結果に基づき、
現状の橋りょうの健全度を再確認し、短期の点検・修繕計画を更新した。また、管
理する全43橋を長寿命化計画に位置付け、跨道橋など、第三者被害が懸念される橋
りょうについては、リスク管理を重視した管理を行うため、管理区分の細分化を
図った。
　令和4年度（第3次計画）では第2次計画の内容を踏襲するとともに、管理方法に
判定区分の指標を追加し、最新の架替え単価及び諸経費率を算出した。また、短期
事業計画の実施時期の補修設計と補修工事の間に1年間の予算要望期間を設けた。

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 －

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市橋りょう長寿命化計画

所管部署 都市整備部 道路管理課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成24年１月

計画策定の背景・目的

　高度経済成長期に整備された社会資本ストックが同時期に高齢化を迎えている中
で、本市で管理する橋りょうも例外なく老朽化且つ高齢化が著しく進んでいる。橋
りょうは一般的に建設後概ね50年で架替えが行われるが、本市においても建設後50
年を超える橋りょうは今後増加を続けて一斉に更新を行わなければならないことに
なり、更新のための財政負担が大きくなることが懸念される。限られた予算の中
で、これまでの事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換して橋りょう
の長寿命化を図り、予算の平準化と維持管理コストの縮減を行う。これにより、次
世代に大きな負担をかけることなく、道路交通の安全性と信頼性を将来にわたり確
保していく。

現計画の策定時期 平成29年度（平成29年10月）

該当施策名及び該当ページ ２　将来にわたり持続性ある都市基盤づくり　道路分野　P.97

根拠法等の有無及びその名称
道路法　第42条【その他】
道路法施行令　第35条の２【その他】
道路法施行規則　第４条の５の５【その他】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

公共施設等総合管理計画

分野 ５　都市基盤
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１　計画の位置づけ

２　計画の目的

３　基本的な考え方

４　法定点検及び設計・工事スケジュール

R4 よろず橋
　 うど橋、本村
橋
　 しろがね橋
R5 よろず橋
R6 新橋、無名橋
11
R7 曙橋、千歳橋
　 無名橋8

④ 工事（改修・補修）
○
4橋

〇
1橋

〇
2橋

○
3橋

○
1橋

R4 新橋、無名橋
11
R5 曙橋、千歳橋
　 無名橋8
R6 八丁橋

③ 補修設計
〇
2橋

〇
3橋

〇
1橋

○ 次回は8年度

② 法定点検（定期点検）
○
8橋

○
8橋

○
10橋

○
9橋

○
7橋現

計
画
の
中
身

施策の体系

　高度経済成長期に整備された社会資本ストックが老朽化する中で、本市で管理す
る橋りょうが今後一斉に更新されることにより財政負担が大きくなるため、これま
での事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応に転換することで橋りょうの長
寿命化を図り、予算の平準化と維持管理コストの縮減を行うものである。

　(1)　事後保全的な対応から計画的かつ予防的な対応への転換
　(2)　橋りょうの長寿命化を図り、予算の平準化と維持管理コストの縮減を行う

　５年毎に実施する橋りょうの定期点検（法定点検）の結果に基づき、管理区分や
管理水準で順位付けした橋りょうの補修時期を定め、10年間の短期計画に反映して
いる。

路線名
年度別計画

備考
4 5 6 7 8

① 計画見直し検討
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　本市が管理する橋りょう43橋を分析すると、最も古い橋りょうで1939年に建設されているものがあり、そ
の後、1950年代後半から1970年代後半にかけて多くの橋りょうが整備されている。2017年（2次計画策定時）
を基準にすると、建設後50年を迎える橋りょうは11橋で管理橋りょう全体の26パーセントとなっているが、
10年後には15橋で35パーセント、20年後には31橋で72パーセントもの橋りょうが50年を経過し高齢化に至る
ことになる。このため、橋りょうを放置しておけば架替え時期を一斉に迎えることになり、短期間に大きな
財政負担が生じることが予想される。

【基本的な考え方】
・橋りょうの健全性を把握するため、５年に１度の定期点検を実施し、点検結果はホームページ等により公
表する。
・事後保全的橋りょう管理から、劣化の進行を予測した上で、損傷が深刻化する前に修繕を行う予防保全的
橋りょう管理へ転換し、橋りょうの長寿命化を図るとともに、修繕・架替えに係わる費用の縮減を図る。
・点検結果より健全度評価を行い、交差条件や緊急輸送道路など、路線の重要性を考慮し各橋りょうの重要
度を決定した上で、修繕・架替えの優先順位付を行う。
・ライフサイクルコストのシミュレーションを実施し、最適な修繕・架替え計画を策定し、橋りょうに係る
維持管理コストの平準化を図る。また、５年毎に事業計画を見直す。
・架替えや修繕、定期点検の実施にあたっては、国庫補助制度等を活用することを原則とする。
・最新技術の動向について注視し、橋りょうの維持管理に取り入れていく。

・橋りょう長寿命化計画の点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期に定めたスケジュールに沿った、橋
りょうの点検及び修繕等の着実な実施

計画名称 武蔵野市橋りょう長寿命化計画 計画期間
平成29年度～33年度（第2次）、令和4

年度～8年度（第3次）
所管部署 都市整備部 道路管理課
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現計画の対象期間 平成30年度～平成49年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

【下水道総合計画（2018）】
策定主体：武蔵野市下水道総合計画見直し検討委員会からの計画案に対する意
見・助言の報告を受けて市が策定（改定）
委員会設置期間：平成29年７月～平成30年３月（３回開催）

策定委員の構成
武蔵野市下水道総合計画見直し検討委員会
・学識経験者３名
・行政関係者（財務部長、環境部長）２名

市民意見の反映方法
平成30年２月15日から３月７日まで計画案についての意見募集を実施。
計２通の意見が寄せられ、意見に対する市の対応・見解とあわせて市ホーム
ページで公表。

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市下水道総合計画（2018）

所管部署 環境部 下水道課

第六期長期計画における位置づ
けの有無

あり

この計画が初めて策定された時
期

平成21年度

計画策定の背景・目的

　本市の下水道は、昭和27年に事業着手してから半世紀が過ぎ、本格的な改築
時期を迎えようとしている。今後は、現状の課題の解決を図るとともに、新た
な役割にも対応していかなければならない。
　下水道施設の老朽化対策、都市型浸水や地震への対応、水環境の保全等の多
様な課題がある中で、限られた財源で着実な対応を行い、継続的にサービスを
提供していくため、下水道事業全体を総合的に捉え、計画的かつ重点的に事業
を推進することを目的とし、本計画を策定したものである。

現計画の策定時期 平成30年度（平成30年４月）

該当施策名及び該当ページ ２　下水道分野　P.98

根拠法等の有無及びその名称

上位計画の有無及びその名称
　（長期計画、調整計画を除く）

多摩川・荒川等流域別下水道整備総合計画（東京都）
公共下水道事業計画（武蔵野市）
都市計画マスタープラン（武蔵野市）
環境基本計画（武蔵野市）

分野 ５　都市基盤
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第１章　下水道の現状と課題

１．事業の現状と課題

(1) 汚水処理・雨水排水

(2) 改築

(3) 維持管理

(4) 地震対策

(5) 浸水対策

(6) 水循環

(7) 臭気対策

(8) 合流式下水道改善

第２章　基本方針

１．下水道の基本理念

２．下水道の基本方針

第３章　主な施策

１．安全・安心なまちづくり

(1) 下水道施設のストックマネジメント

(2) 浸水対策

(3) 広域的な汚水処理

２．良好な環境への貢献

(1) 水環境への保全・創出

(2) 臭気対策

(3) 合流式下水道改善

３．持続的な下水道経営

(1) 健全な経営

(2) 執行体制の確保

(3) 公営企業会計の運用

４．市民・事業者等とのパートナーシップ

(1) 啓発の推進

(2) 各種助成制度の推進

(3) わかりやすい下水道情報の提供

第４章　持続的な下水道経営

１．短期計画（平成30～34年度）

２．中期計画（平成35～39年度）

３．長期計画（平成40～49年度）

第５章　収支計画

１．歳出の見通し

２．歳入の見通し

３．収支計画

第６章　経営戦略

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 環境部 下水道課

　本計画は、武蔵野市下水道総合計画（2014）の策定から４年が経過したことを受け、これまでの事業の進捗を評価し
た上で、法制度の改正や社会動向等を踏まえ、改めて計画を見直したものである。
○送水・放流先の変化
　汚水は、東京都の水再生センターに処理を依存しており、雨水は、下水道を通じて市外の河川へ放流している。これ
らの送水・放流先では、処理区の再編や河川改修が予定されているため、状況の変化に対応しながら、送水先切替えの
ための幹線整備や雨水排水施設の整備水準の向上を図っていく必要がある。
○集中する下水道施設の改築
　昭和40年代に集中的に整備された下水道施設が一斉に改築時期を迎えるため、限られた財源の中で適切に対応してい
かなければならない。長寿命化基本計画をさらに発展させ、ストックマネジメント計画（平成31年度策定予定）を策定
することにより、予防保全型の維持管理をさらに推進し、着実な改築を行う必要がある。
○多様化する下水道の役割
　近年、都市化の進展や気候変動に伴う局所的豪雨による都市型浸水及び地震による被害の危険性が増大している。さ
らに、地下水涵養による井の頭池の湧水復活といった望ましい水環境の保全・創出等、多様化する下水道の役割を果た
していく必要がある。
○厳しい財政の見通し
　施設の改築や下水道の役割の多様化により費用の増大が予想される一方で、有収水量の減少が見込まれるとともに、
国、都の補助金の引き下げの可能性もあるため、使用料や一般会計繰入金への影響を十分に踏まえ、一層の健全な経営
が求められる。
○市民・事業者等とのパートナーシップ
　下水道として質の高いサービスを持続し、課題を解決していくためには、下水道事業の展開に対する市民・事業者等
の理解と協力が不可欠である。

　本計画の基本理念である“次世代へつなぐ、くらし支える下水道”を踏まえ、以下の４つを基本方針として掲げる。
○｢安全・安心なまちづくり｣
　下水道施設の機能の維持・向上、防災に関する地域、流域等との一体的な取り組みにより、安全・安心なまちづくり
に貢献する。
○｢良好な環境への貢献｣
　水環境の保全、創出や臭気対策等に関する地域との一体的な取り組みにより、良好な都市環境の保全・創出に貢献す
る。
○｢持続的な下水道経営｣
　財政見通しに基づく下水道の経営基盤強化、そして公営企業会計の移行・運用により、安定したサービスと下水道の
経営を持続させる。
○｢市民・事業者等とのパートナーシップ｣
　水環境や下水道施設の果たしている重要な役割を市民にわかりやすく伝えるとともに、事業者や市民団体、近隣自治
体等と連携を図りながら下水道への多様化するニーズへ対応する。

【４つの重点項目】
○下水道施設のストックマネジメントの確立
　本市の下水道施設（ストック）は昭和40年代に集中的に整備をしたため、今後改築時期のピークを迎える。一方で、
人口減少等による使用料収入の減少も見込まれる厳しい財政状況の中、今後も安定的・持続的に良質な下水道サービス
を提供していくためには、施設の状況を客観的に把握・評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、施設全体を計
画的かつ効率的に管理すること（ストックマネジメント）が重要となる。これを踏まえ、令和元年度にストックマネジ
メント計画を策定し、下水道施設の点検・調査、修繕・改築を着実に進めている。
○浸水対策と水環境創出・保全施策による総合的な環境問題の解決
　気候変動等による突発的な豪雨は浸水被害をもたらしており、その対策が求められる一方で、うるおいのある暮らし
を実現するための水環境の創出・保全への対応も期待されており、市民の下水道に対するニーズは多様化している。令
和２年度に雨水利活用条例の全部改正による対象拡大や対策強化を図り、令和３年度には建替え時に設置予定の１校を
除き、市立小中学校17校への雨水貯留浸透施設の設置を完了した。引続き、条例に基づく公有地への雨水浸透施設等の
設置を促進するとともに、民有地への雨水浸透施設等の設置助成を推進する。
○公営企業会計への移行を軸とした持続的経営への取り組み
　有収水量の減少や管路施設の改築時期の一斉到来等、下水道事業の経営は厳しさを増すことが見込まれる。このよう
な中で、保有する固定資産の整理・評価等により減価償却費を算出し、令和２年度に公営企業会計に移行し、発生主
義・複式簿記に基づく経営の明確化等を図った。また、企業経営において重要な経営資源である「ヒト（体制・人
材）」確保による経営安定化の手法として、令和６年度から長期包括契約方式を試行的に導入することを決定した。
○「水の学校」を中心とする市民の深い理解を促す啓発の推進
　下水道事業の安定的な持続のためには、市民・事業者等とのパートナーシップが不可欠である。特に、行政からの一
方向的な情報発信だけでなく、市民と行政、そして市民と市民の双方向的な関わりは、下水道への深い理解のためには
欠かせない。令和２年度からは環境啓発施設「むさしのエコreゾート」の開設に合わせて「水の学校」を閉校し、ごみ
をはじめ資源、エネルギー、緑、水循環、生物多様性など、環境について総合的に考え、学び、体験することができる
「環境の学校」連続講座へと移行した。

平成30年度～平成49年度計画名称 武蔵野市下水道総合計画（2018） 計画期間
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現計画の対象期間 令和２年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：環境部下水道課
策定期間：平成29～30年度

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 －

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市下水道ストックマネジメント計画

所管部署 環境部下水道課

第六期長期計画における位置
づけの有無

有

この計画が初めて策定された
時期

令和元年度

計画策定の背景・目的

本市の下水道は、昭和26年に「多摩地区初の下水道」として都市計画決定を受け、昭和
27年度より整備を進め、昭和62 年度には普及率100％を達成した。管路施設の整備に関
しては、昭和40年代に集中的に整備されたため、初期に布設したものは既に標準耐用年
数(50年)を超えており、今後は多くの管路施設が一気に更新時期を迎えることが想定さ
れる。また、市内に８箇所あるポンプ施設においても整備から30年以上経過した施設も
ある。平成24年度に策定した「武蔵野市下水道長寿命化計画」は管きょのみを対象とし
ていたため、下水道施設全体を対象とした予防保全型の維持管理へ転換し、施設の延命
化を図り、ライフサイクルコストの低減及び更新時期の平準化を図ることにより、着実
な再整備を実施するものである。

現計画の策定時期 令和元年度（令和元年11月）

該当施策名及び該当ページ ２ (1)持続可能な下水道事業の運営　P.98

根拠法等の有無及びその名称
社会資本整備総合交付金交付要綱における下水道ストックマネジメント支援制度
【交付金の要件として計画を策定】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市下水道総合計画
武蔵野市公共下水道事業計画
社会資本整備総合計画（武蔵野市下水道ストックマネジメントの推進）

分野 ５　都市基盤

－176－



現
計
画
の
中
身

施策の体系

１．下水道管路施設の概要
２．リスク評価
３．長期的な改築事業のシナリオ設定
　①管理方法の検討
　②改築条件の設定
　③最適な改築シナリオの選定
４．点検・調査計画の策定
　①基本方針の策定
　②実施計画の策定
５．修繕・改築計画の策定
　①基本方針の策定
　②実施計画の策定
６．ストックマネジメントによるコスト縮減効果
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

昭和27 年度より下水道施設の建設に着手し、昭和40～50年代にかけて集中的に整備を進めたことから、平成30年
度末時点において、総延長約314kmのうち標準耐用年数（50年）を経過した管きょは約25％（約80km）に及び、今後も
急増することが見込まれる。
ポンプ施設においても、浸水対策として整備された大野田ポンプ所は昭和32年、桜堤ポンプ所は昭和53年、北町ポ
ンプ所は昭和63年に整備し、30年以上経過しており、機械電気設備の標準耐用年数（７～20年）を経過している状況
にある。
平成24年度に策定した「武蔵野市下水道長寿命化計画」は管きょのみを対象としていたが、全ての下水道施設を対
象として予防保全型管理を行っていき、総事業費の縮減や改築事業費の平準化を図る必要がある。

下水道施設のリスク評価を踏まえた優先順位に基づく点検・調査、及び、過去の点検・調査の結果に基づく
修繕・改築の実施による予防保全型の維持管理を前提とした下水道ストックマネジメント計画を策定し、計
画的な事業展開を図る。
①国土交通省の下水道ストックマネジメント支援制度を活用し、国庫補助事業として推進する。
②リスク評価により、点検・調査地区の優先順位付けを行う。改築にあたっては過年度の点検・調査結果を
踏まえ、緊急度や布設状況（緊急輸送道路下や軌道下等）による優先順位付けを行う。
③改築の工法については、長寿命化による工法と更新による工法のライフサイクルコスト比較を行い、安価
な工法を採用するものとする。

本計画策定時におけるリスク評価の結果、管路施設については市全域のうち特に優先して取り組むべき地
区・路線を、令和２～６年度に実施する事業として位置付け、点検・調査、修繕・改築を実施している。ポ
ンプ施設については、全施設の点検・調査を行うとともに、浸水対策として整備された大野田・北町・桜堤
ポンプ所の排水ポンプの更新を行う計画となっている。

計画名称 武蔵野市下水道ストックマネジメント計画 計画期間 令和２年度～令和６年度 所管部署 環境部下水道課
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該当施策名及び該当ページ

１　市民参加と連携・協働の推進　P.107、108
２　効果的な広報・広聴の仕組みづくりとシティプロモーション　P.109
３　公共施設の再構築と市有地の有効活用　P.110
４　社会の変化に対応していく行財政運営　P.111、112、113
５　多様な人材の確保・育成と組織の活性化　P.114

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６　行財政

この計画が初めて策定された
時期

平成７年度

計画策定の背景・目的

　我が国においては、人口減少、2025年問題、貧困世帯の増加や都市インフラの
老朽化等様々な問題が山積している。一方、本市においては、現時点では近年の
人口増や市民の高い担税力に支えられ、比較的健全な財政を維持しており、第六
期長期計画においては「財政規律を守りつつ、必要な投資を行っていく」と記載
し、未来に挑戦する姿勢を打ち出している。
　しかしながら、新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、世界経済の悪
化や、国内景気の後退、従来から行ってきたことが様々な側面において通用しな
くなるという状況をもたらし、自治体経営においても不確実性が高まっている。
また、自治体のセーフティネット機能の重要性を再認識させるものとなった。
　このように本市を取り巻く社会環境が不確実性を増す中、自治体経営の根幹を
なす行財政分野においては、堅実な財政運営を行いかつ未来への投資との両立を
達成するために、新たな時代に適合する行財政改革のあり方を示す必要がある。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年２月）

現計画の対象期間 令和３年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：行財政改革推進本部（本庁）
策定期間：令和２年５月～令和３年２月

策定委員の構成
市長（本部長）、副市長及び教育長（副本部長）、主管者会議構成員（各主管部
長）

市民意見の反映方法
①パブリックコメントの実施（令和２年12月15日～令和３年１月15日）
②市民意見交換会の実施（令和３年１月８日）
（計２名18件）

基
礎
情
報

計画名称 第六次武蔵野市行財政改革を推進するための基本方針

所管部署 総合政策部 企画調整課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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　１．策定の背景

　(1)  本市における行財政改革のこれまでの取組み

　(2)　本市を取り巻く社会環境の変化

　２．基本方針の位置付け

　３．基本方針の期間

　４．本市の行財政改革の現状と課題

　(1)  各視点における現状と課題

①　地域の視点における現状と課題

②　組織の視点における現状と課題

③　人材の視点における現状と課題

④　財務の視点における現状と課題

⑤　政策の視点における現状と課題

　(2)　まとめ

　５．行財政改革を推進するための基本方針

　(1)　行財政改革の理念

　(2)　基本方針の体系

①　自治の基本原則に基づく地域と行政の新たな関係性構築【地域】

③　新たな価値を創出する人材の確保・育成と活躍できる環境づくり【人材】

④　未来に必要な投資を行うための堅実な財政運営【財務】

⑤　必要な施策を良質で効率的に実行するための体制構築【政策】

現
計
画
の
中
身

施策の体系

②　レジリエンスの向上とチャレンジしやすい組織風土の醸成【組織】
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

計画名称
第六次武蔵野市行財政改革を推進するため

の基本方針
計画期間 所管部署 総合政策部 企画調整課

①地域の視点における現状と課題
　公共サービスを担う主体の多様化、市民ニーズの複雑化・多様化の一方、コロナ禍により公共的なセーフ
ティネット機能の重要性が改めて浮き彫りとなった。多様な主体との役割分担について、平常時・緊急時の
両面を意識しながら見直していく必要がある。また、市民参加の裾野の拡大が必要である。

②組織の視点における現状と課題
　これまで職員定数削減など、効率的な行政運営を推進してきた。一方、新たに生じる市民ニーズについ
て、限られた人的資源を最大限活用し、課題に的確かつ柔軟に対応できる組織への変革が求められている。

③人材の視点における現状と課題
　これまで超勤時間数の縮減、人事評価制度の改善等、種々の取組みを行ってきた。現在、これまで想定し
えなかった高度で複雑な行政課題に対する適切な対応など、課題に対して的確かつ柔軟に対応できる人材の
必要性が高まっている。

④財務の視点における現状と課題
　本市の財政状況は当面堅調な見通しではあるものの、持続可能な自治体運営を実現していくため、財政規
律の維持、経常経費の節減、基金や市債の活用による持続的な財政運営を図りつつ、必要な投資を行ってい
く必要がある。

⑤政策の視点における現状と課題
　行政に対する市民のニーズはより一層複雑化・多様化している。そこで必要な施策の見極めや既存のサー
ビス水準の見直しを行い、より優先度の高い施策に経営資源を配分していく必要がある。あわせてＩＣＴ技
術の活用等により、市民サービスにおける利便性のさらなる向上を進める必要がある。

（１）行財政改革の理念
　自治基本条例に基づく市民と行政との連携による希望と活力があふれる武蔵野市とするため、基礎自治体
の根幹であるセーフティネット機能の重要性に立ち返りつつ、堅実な財政運営と未来への投資とを両立でき
る自治体運営を実行する。

（２）基本方針
①自治の基本原則に基づく地域と行政の新たな関係性構築【地域】
　自治基本条例による市民自治の基本原則に基づき、地域と行政の新たな関係性を築く取組みを推進する。
多様な手段により市政に関する情報共有を行うなど、市民と行政とのコミュニケーションの充実を図る。

②レジリエンスの向上とチャレンジしやすい組織風土の醸成【組織】
　不確実性が高まる社会情勢にあって、行政としてあらゆる変化に対応できるよう、組織としてのレジリエ
ンスの向上を図るとともに、未来につなげていくためのチャレンジしやすい組織風土を醸成する。

③新たな価値を創出する人材の確保・育成と活躍できる環境づくり【人材】
　従来では想定しえなかった行政課題に対して的確に対応し、新たな価値を創出できる人材の確保・育成の
ための仕組みづくりを行う。また、職員が互いの多様性を認め合い、やりがいをもって働けるためのダイ
バーシティの取組み等を実践する。

④未来に必要な投資を行うための堅実な財政運営【財務】
　財政規律の維持を図りながら持続的な財政運営を図るため、事務事業の見直しによる経常経費の節減や公
共施設等の再構築における財政負担の平準化などに取り組むとともに、市税等収納率の維持・向上や武蔵野
市ふるさと応援寄附の活用などによりさらなる歳入確保を図る。

⑤必要な施策を良質で効率的に実行するための体制構築【政策】
　市民生活の根幹を支える基礎自治体として、セーフティネット関連事業など優先度の高い事業の確実な実
施や既存事業の費用対効果の向上のため、ＰＤＣＡサイクルの実効性改善により「選択と集中」や事業の質
の向上を進める。また、ＩＣＴ技術や民間活力の活用等を通じた業務効率化を行う。

本基本方針を受けて策定された「武蔵野市行財政改革アクションプラン（令和３～６年度）」のとおり。

令和３年度～令和６年度
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該当施策名及び該当ページ

１　市民参加と連携・協働の推進　P.107、108
２　効果的な広報・広聴の仕組みづくりとシティプロモーション　P.109
３　公共施設の再構築と市有地の有効活用　P.110
４　社会の変化に対応していく行財政運営　P.111、112、113
５　多様な人材の確保・育成と組織の活性化　P.114

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

第六次武蔵野市行財政改革を推進するための基本方針

分野 ６　行財政

この計画が初めて策定された
時期

平成18年度

計画策定の背景・目的

　今後４年間の行財政分野の施策を推進していくための方針として「第六次行財政改革
を推進するための基本方針（令和３～６年度）」を令和３年２月に策定した。
　本アクションプランは、この方針において示された行財政改革の理念及び５つの基本
方針に基づき、第六期長期計画の行財政分野の施策を推進していくための具体的な取組
みである。
　これらの取り組みを着実に推進し、第六期長期計画が目指している「誰もが安心して
暮らし続けられる魅力と活力があふれるまち」を実現していくことが目的である。

現計画の策定時期 令和２年度（令和３年２月）

現計画の対象期間 令和３年度～６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：行財政改革推進本部（本庁）
策定期間：令和２年９月～令和３年２月

策定委員の構成
市長（本部長）、副市長及び教育長（副本部長）、主管者会議構成員（各主管部
長）

市民意見の反映方法
①パブリックコメントの実施（令和２年12月15日～令和３年１月15日）
②市民意見交換会の実施（令和３年１月８日）
（計２名18件）

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市行財政改革アクションプラン（令和３～６年度）

所管部署 総合政策部 企画調整課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

－182－



①　自治の基本原則に基づく地域と行政の新たな関係性構築

　１　市政運営の基本的枠組みの整備①－ア　自治基本条例に基づく自治の推進

①－イ　各分野における多様な主体との連携・協働の推進

①－ウ　積極的な情報共有・情報発信とシビックプライド醸成

②　レジリエンスの向上とチャレンジしやすい組織風土の醸成

　１　効率的・効果的なサービスの推進

②－イ　多様性を生かしたチャレンジしやすい組織風土の醸成

③　新たな価値を創出する人材の確保・育成と活躍できる環境づくり

　１　市民に届く情報提供と市民要望に的確に応える仕組みづくり③－ア　多様な人材の確保・育成の強化

③－イ　多様な人材が活躍できる環境づくりと担い手の最適化

④　未来に必要な投資を行うための堅実な財政運営

　１　公共施設の再配置・市有財産の有効活用④－ア　限られた経営資源（人材、組織、財務）を最大限活用し、

　　　　健全な財政運営を維持するための体制強化

④－イ　公共施設等の再構築と市有地の有効活用

⑤　必要な施策を良質で効率的に実行するための体制構築

　１　効率的・効果的な行政運営の推進⑤－ア　政策の優先順位やサービスのあり方見直しによる全体最適化

現
計
画
の
中
身

施策の体系

②－ア　社会の変化、新たなニーズに柔軟かつ適切に対応できる組織づくり

⑤－イ　ＩＣＴや外部委託の活用を通じた業務効率化や市民サービスの向上
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

計画名称
武蔵野市行財政改革アクションプラン（令和３

～６年度）
計画期間 所管部署 総合政策部 企画調整課

①地域の視点における現状と課題
　公共サービスを担う主体の多様化、市民ニーズの複雑化・多様化の一方、コロナ禍により公共的なセーフティネット
機能の重要性が改めて浮き彫りとなった。多様な主体との役割分担について、平常時・緊急時の両面を意識しながら見
直していく必要がある。また、市民参加の裾野の拡大が必要である。

②組織の視点における現状と課題
　これまで職員定数削減など、効率的な行政運営を推進してきた。一方、新たに生じる市民ニーズについて、限られた
人的資源を最大限活用し、課題に的確かつ柔軟に対応できる組織への変革が求められている。

③人材の視点における現状と課題
　これまで超勤時間数の縮減、人事評価制度の改善等、種々の取組みを行ってきた。現在、これまで想定しえなかった
高度で複雑な行政課題に対する適切な対応など、課題に対して的確かつ柔軟に対応できる人材の必要性が高まってい
る。

④財務の視点における現状と課題
　本市の財政状況は当面堅調な見通しではあるものの、持続可能な自治体運営を実現していくため、財政規律の維持、
経常経費の節減、基金や市債の活用による持続的な財政運営を図りつつ、必要な投資を行っていく必要がある。

⑤政策の視点における現状と課題
　行政に対する市民のニーズはより一層複雑化・多様化している。そこで必要な施策の見極めや既存のサービス水準の
見直しを行い、より優先度の高い施策に経営資源を配分していく必要がある。あわせてＩＣＴ技術の活用等により、市
民サービスにおける利便性のさらなる向上を進める必要がある。

（１）行財政改革の理念
　自治基本条例に基づく市民と行政との連携による希望と活力があふれる武蔵野市とするため、基礎自治体の根幹であ
るセーフティネット機能の重要性に立ち返りつつ、堅実な財政運営と未来への投資とを両立できる自治体運営を実行す
る。

（２）基本方針
①自治の基本原則に基づく地域と行政の新たな関係性構築【地域】
　自治基本条例による市民自治の基本原則に基づき、地域と行政の新たな関係性を築く取組みを推進する。多様な手段
により市政に関する情報共有を行うなど、市民と行政とのコミュニケーションの充実を図る。

②レジリエンスの向上とチャレンジしやすい組織風土の醸成【組織】
　不確実性が高まる社会情勢にあって、行政としてあらゆる変化に対応できるよう、組織としてのレジリエンスの向上
を図るとともに、未来につなげていくためのチャレンジしやすい組織風土を醸成する。

③新たな価値を創出する人材の確保・育成と活躍できる環境づくり【人材】
　従来では想定しえなかった行政課題に対して的確に対応し、新たな価値を創出できる人材の確保・育成のための仕組
みづくりを行う。また、職員が互いの多様性を認め合い、やりがいをもって働けるためのダイバーシティの取組み等を
実践する。

④未来に必要な投資を行うための堅実な財政運営【財務】
　財政規律の維持を図りながら持続的な財政運営を図るため、事務事業の見直しによる経常経費の節減や公共施設等の
再構築における財政負担の平準化などに取り組むとともに、市税等収納率の維持・向上や武蔵野市ふるさと応援寄附の
活用などによりさらなる歳入確保を図る。

⑤必要な施策を良質で効率的に実行するための体制構築【政策】
　市民生活の根幹を支える基礎自治体として、セーフティネット関連事業など優先度の高い事業の確実な実施や既存事
業の費用対効果の向上のため、ＰＤＣＡサイクルの実効性改善により「選択と集中」や事業の質の向上を進める。ま
た、ＩＣＴ技術や民間活力の活用等を通じた業務効率化を行う。

５つの基本方針、「①自治の基本原則に基づく地域と行政の新たな関係性構築」、「②レジリエンスの向上
とチャレンジしやすい組織風土の醸成」、「③新たな価値を創出する人材の確保・育成と活躍できる環境づ
くり」、「④未来に必要な投資を行うための堅実な財政運営」、「⑤必要な施策を良質で効率的に実行する
ための体制構築」に基づく各実施事業は、本アクションプランにおいていずれも重要な事業である。

令和３年度～６年度

－184－



現計画の対象期間 令和４年度～令和８年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市公共施設等マネジメント庁内推進本部（本部長：市長）
策定期間：令和３年５月～令和４年３月

策定委員の構成
市長、副市長、総合政策部長、行政経営担当部長、総務部長、財務部長、市民部
長、市民活動担当部長、防災安全部長、環境部長、健康福祉部長、子ども家庭部
長、都市整備部長、水道部長、教育部長

市民意見の反映方法 パブリックコメントの実施

基
礎
情
報

計画名称 第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画

所管部署 総合政策部　資産活用課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成29年２月

計画策定の背景・目的

公共施設等は、市民生活を支えるとともに、まちの魅力や都市文化を醸成する重要な要
素である。将来世代に健全な財政と魅力あるまちを引き継ぎ、持続可能な自治体であり
続けていくことは、現世代の市民・行政の責務である。
本市の公共施設等の全体を把握するとともに、長期的な視点をもって、施設の更新や維
持保全などを計画的に行うため、公共施設等を総合的にマネジメントする「総合管理計
画」を改定し、施設のあり方を見直すことで過剰な施設整備は抑制しつつも、必要な投
資は行い公共サービスの維持・充実を図るとともに、将来の新たな公共課題に的確に対
応していく。なお、計画改定にあたっては、第六期長期計画の方向性を踏まえ、公共施
設の市民一人当たりの保有量の適正化や、公共施設のさらなる延命化の取組みなど、新
たな視点も含めて整理を行う。

現計画の策定時期 令和３年度（令和４年３月）

該当施策名及び該当ページ ３　公共施設等の再構築と市有地の有効活用　P110

根拠法等の有無及びその名称
公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について（平成26年４月22日付け総
財務第74号）　【要請（技術的助言）】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

はじめに　～本市における公共施設等マネジメントの取組み～
第１章　第２期総合管理計画策定の目的と位置づけ
１　目的
２　計画の位置づけ
３　対象施設
４　計画期間と計画のローリングの考え方
第２章　第１期総合管理計画の実績
１　実行計画の実施状況
２　公共施設等の整備状況
第３章　市政を取り巻く状況
１　人口推移の見通し
２　財政状況と見通し
３　社会経済情勢等の変化
第４章　計画改定に向けた課題整理
１　公共施設
２　都市基盤施設
３　総合管理計画の体系の再整理
第５章　基本方針
１　財政負担の軽減・平準化

 ２　安全性の確保・利便性の向上
３　施設の再構築と新たな価値の創造

 第６章　取組方針
 １　公共施設

２　都市基盤施設
第７章　類型別方針
１　公共施設
２　都市基盤施設
第８章　健全な財政と魅力あるまちを引き継ぐために
１　公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みと充当可能な

 財源の比較
２　健全財政維持に向けた目標の設定
３　進捗管理と評価の方法
４　推進体制

 第９章　実行計画
 １　次期計画に向けた新たな分野横断的検討プロジェクトの実施

 ２　類型別計画の更新
３　公共施設マネジメントの理解促進と市民参加の推進
第10章　資料編
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

１ 公共施設等の整備状況
○本市の公共施設は基本構想・長期計画（昭和46年策定）以来、三層構造の考え方に基づき、効率的・効果
的に整備し、過剰な施設建設を抑制するとともに、より良いまちづくりを進めてきた歴史がある。
○公共施設の総延べ面積は、約302,000㎡である（令和４年１月１日現在）。
○施設類型別では、多くの自治体と同様に学校教育施設が床面積の概ね半分を占めている。
○建築後30年以上経過する施設の床面積が約82％となり、高経年化が進んでいる一方、本市が取り組んでき
たファシリティマネジメントにより、実効性のある予防保全を行い、適切に維持管理等必要な投資を行って
きたため、有形固定資産減価償却率の上昇は抑えられている。
○都市基盤施設について、本市は早期に市の全域が市街化されたため、高度成長期に整備された都市基盤施
設の更新時期を迎えており、老朽化した施設の安全性を確保しつつ、長寿命化を図ることや更新等の必要性
が高まっている。

２　人口推移の見通し
○令和５年には15万人を突破し、令和30年には約16万2,000人になると推計されている。
○年少人口（０～14歳）は令和30年には11.2%になると見込まれる。
○生産年齢人口（15～64歳）は令和30年には57.0%に低下すると見込まれる。
○老年人口（65歳以上）は令和30年には31.8%に達し、特に後期高齢者の割合が増加すると見込まれる。
○長期的には後期高齢者の割合が増加することによる高齢者福祉施設の必要性の増大や、社会保障費の増加
などが見込まれることから、財政状況にも影響するものであり公共施設の更新等にあたっては、踏まえるべ
き重要な要素である。

３　財政状況と見通し
○歳入は、今後も安定的に推移することが見込まれるが、法人市民税の減額等により、継続的な増加を見込
むことは難しい状況である。
○歳出は、投資的経費について、今後は学校施設をはじめ老朽化した公共施設が順次更新の時期を迎えるた
め、建替えに多額な費用が必要となることが想定される。
○ICTを活用した業務生産性の向上をはじめとした行財政改革、財政規律の維持、経常経費の節減等によ
り、持続可能な財政運営を行っていく必要がある。
○基金や積立金残高比率も非常に高いレベルで推移しており、今後の施設更新への備えが着実に進んでいる
といえる。

４　課題整理
○第六期長期計画を受け、第２期総合管理計画策定に向け総合的かつ分野横断的な検討によって取組みを進
めるため、公共施設の総量と整備水準の適正化の検討を行った。
○施設総量は、都内自治体平均とほぼ同水準である。
○整備水準は、首都圏の都市部にある近隣区市の実際に建設に要した費用を調査し、比較分析したところ、
本市は他自治体の建設単価の標準的範囲内にあり、本市のこれまでの整備水準を踏まえて設定した単価は過
剰なものではないことがわかった。
○都市基盤施設については、多くの都市基盤施設は更新時期を迎えている。しかし、老朽化した施設の安全
性の確保や防災機能の向上を図っていく必要があるため、中長期的な財政状況、社会情勢の変化等を踏ま
え、既存施設の適正な整備水準を検討する必要がある。
○既存施設を計画的・効率的に管理・更新していくため、施設の特性等に応じて予防保全や事後保全等の適
切な管理区分を設定する必要がある。
○新規整備の必要性や重要性の見直しを継続的に実施するとともに、適正な整備目標や整備水準を定めるこ
とにより、都市機能のさらなる向上を図る必要がある。
○今後30年の公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費の見込みと充当可能な財源の比較を算出
したところ、市債残高が2043年度には350億円程度まで増加するとともに、基金残高は2051年には90億円程
度まで減少する見込みとなった。
○基金の不足は生じない見込みとなったものの、今後の建設物価の上昇や環境配慮対策費用、アスベスト対
策費用の増加などを見据えると、決して楽観視できない。今後持続可能な財政運営を行うためにも、充当可
能な基金を確保し続けるとともに、公共施設等の維持管理等における適切なマネジメントを行っていくこと
が求められる。

計画名称 第２期武蔵野市公共施設等総合管理計画 計画期間 令和４年度～令和８年度 所管部署 総合政策部　資産活用課
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基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

基本方針
１　財政負担の軽減・平準化
２　安全性の確保・利便性の向上
３　施設の再構築と新たな価値の創造

取組方針
１　公共施設
(1)三層構造に基づく施設の適正配置と施設保有量の適正化
(2)既存施設の長寿命化・さらなる延命化
(3)既存施設の安全性確保と利便性の向上
(4)管理水準・整備水準の適正化
(5)公民連携の推進
(6)低・未利用市有地の利活用

２　都市基盤施設
(1)管理・更新における水準の適正化
➀管理・更新における水準の適正化
②中長期を踏まえた最適な管理手法の選択
③新技術・各種手法の積極的活用
④財源の確保
(2)成熟都市における適正な都市基盤の新規整備
(3)災害に強い都市基盤の構築
(4)総合的な視点による付加価値の向上

＜理由＞
・将来的にも健全財政を維持しつつ、必要な市民サービスを適切に提供していくために、安全で時代のニー
ズに合った公共施設等の整備や、付加価値の高い魅力あるまちづくりが重要であるため。

１　次期計画に向けた新たな分野横断的検討プロジェクトの実施
●コミュニティセンター更新時期等の検討

今後コミュニティセンターが築60年を迎えることなるため、順次躯体の健全度調査を実施して、その結果
を踏まえ更新時期を見定めて財政負担の平準化を図るとともに、更新に際して他の機能を付加するなど複合
化等の可能性も併せて検討する。
●学校更新に合わせた複合化・多機能化の個別検討

複合化の可能性があるとして抽出された第二中学校と境南小学校について、複合化の対象になり得るのか
各種検討、調整を行っていく。
２　類型別計画の更新
３　公共施設マネジメントの理解促進と市民参加の推進
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現計画の対象期間 令和４年度～令和13年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

公共施設等総合管理計画庁内推進本部会議
令和元年７月～令和４年１月

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 －

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市公共施設保全改修計画

所管部署 財務部　施設課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和４年１月

計画策定の背景・目的

公共施設を新築し解体するまでの間、安全に施設運営を続けるためには、経年等による
劣化や性能の低下に対して適切な改修・修繕を行い、建物を健全な状態に維持する必要
がある。本市では建物の健全な維持に係る重要部位を保全部位と選定し、毎年の劣化調
査に基づく修繕により、施設の機能維持を図ってきた。本計画は、これまでの取組みに
加え、計画的な大規模改修や保全体制の強化を示すことで、施設側の準備、工事の実現
性向上や修繕漏れをなくすことによる安全性の向上に期待し、施設に関わる各主体の情
報共有による施設の不具合を監視できる仕組みづくりを目指す。また、将来の改修・修
繕費の予測を行い、効果的かつ持続可能な公共施設の保全改修を進めることを目的とす
る。

現計画の策定時期 令和４年１月

該当施策名及び該当ページ ３　公共施設等の再構築と市有地の有効活用　P110

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

武蔵野市公共施設等総合管理計画

分野 ６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

はじめに　－これまでの保全整備－

第１章　目的と位置づけ
　１－１　保全改修計画とは
　１－２　位置づけ
　１－３　対象施設及び保全部位
　１－４　目的
　１－５　公共施設に係る基本的事項
　１－６　計画期間
第２章　現況分析
　２－１　施設保有状況
　２－２　公共施設の老朽化状況
　２－３　耐震性能
　２－４　改修・修繕費の推移
　２－５　課題と今後の取組み
第３章　保全改修
　３－１　保全改修とは
　３－２　保全改修の位置づけ
　３－３　保全改修の方法
　３－４　保全体制
第４章　整備計画
　４－１　改修・修繕費とは
　４－２　改修・修繕費の算出方法
　４－３　改修・修繕費シミュレーション
　４－４　大規模改修の整備計画
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　平成16年11月には公共施設の機能維持や長寿命化を図り、維持管理費を抑制することで安定的な施設運営
を行うため「武蔵野市公共施設保全整備の方針」を策定し、これに基づき、平成17年度より予防保全による
公共施設の保全整備を開始している。その結果、現在まで本市の公共施設では施設運営が停止してしまうよ
うな大きな事故は起きておらず、施設の適切な維持管理を行ってきている。
　一方で、保全整備の方針を策定した時期と比較すると経年による施設の老朽化は進行し、社会的な状況も
変化している。そのため、保全整備のあり方を見直すことで、今後もより適切な公共施設の維持管理を進め
る必要がある。公共施設を新築し解体するまでの間、安全に施設運営を続けるためには、経年等による劣化
や性能の低下に対して、適切な改修・修繕を行い、建物を健全な状態に維持する必要がある。

　安全性の確保、機能維持、要求性能の確保、長寿命化・延命化、財政負担の軽減化・平準化を目的とし、
保全整備の方針に基づくこれまでの取り組みを継続するとともに、新たに計画的な大規模改修を行い、ま
た、保全体制の強化を目指していく。

・大規模改修の整備計画に基づき、令和８年度までに実行計画を着実に推進する。
・令和９年度から令和13年度に位置付けている展望計画については、実行計画の進捗や社会情勢等を踏まえ
た見直しに合わせて、改めて精査する。

計画名称 武蔵野市公共施設保全改修計画 計画期間 令和４年度～令和13年度 所管部署 財務部　施設課
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現計画の対象期間
令和２年度～令和11年度
　※第六期長期計画・調整計画の策定を踏まえ必要な改定を行う。

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市総務部人事課
策定期間：平成31年４月～令和２年６月（平成30年度に職員意識調査を実施）

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 ―

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市人材育成基本方針

所管部署 総務部 人事課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成23年度

計画策定の背景・目的

「持続可能な都市」の創造に向けたまちづくりを担う職員の育成を目指して策定した。
次の３点を人材育成の基本理念としている。

（１）「市民感覚で現場の課題を捉え、解決する職員」
（２）「仕事の目的を考え、挑戦と改革を続ける職員」
（３）「一人ひとりの強みを引き出しあい、組織力の向上に貢献する職員」

現計画の策定時期 令和２年度（令和２年７月）

該当施策名及び該当ページ ５　多様な人材の確保・育成と組織の活性化　P114

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

　第１章　策定の趣旨
  １　市政をめぐる状況
　２　これまでの取組み
　３　現状と課題
　４　改定の考え方について
 
　第２章　人材育成の基本理念

　第３章　人材育成システム（ 個の力の向上 ）
  １ 各職位の職員が果たすべき役割と求められる能力
　　(1) 職位ごとに果たすべき役割
　　(2) 職位ごとに求められる能力
　　(3) 求められる能力に対応した人材育成の取組み
  ２ 採用（多様な人材の確保）
　３ 能力開発、伸長
　　(1) OJT （職場内研修）～仕事を通じた人材育成～
　　(2) Off -JT （職場外研修）
　　(3) 自己啓発への支援
　４ キャリア形成
　　(1) ジョブローテーション
　　(2) 昇任制度
　　(3) 専門職の育成、複線型人事制度
　５ 人事評価
　６ 給与 (職務 ・職責、成果に応じた給与制度へ )
　７ 会計年度任用職員の育成と能力活用
　８ 高齢層職員の活躍推進
 
　第４章　組織風土の活性化（ チーム力・組織力の向上）
　１ 多様性を生かした活力ある組織づくり
　２ リスクマネジメントとコンプライアスの推進
　３労働安全衛生
　　(1) メンタルヘルス
　　(2) ハラスメント対策の強化
　第５章　ワーク・ライフ・マネジメント
　１ 職員それぞれの仕事と生活の調和
　　(1) 第二次特定事業主行動計画の推進
　　(2) 業務改善の推進と年次有給休暇等の取得推進
　２ 柔軟かつ多様な働き方とキャリア形成ができる環境整備
　　(1) 柔軟かつ多様な働き方とキャリア形成支援
　　(2) 女性の活躍の機会の拡大

　第６章　年度別計画
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

　　

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　

現在の組織の特性や人材育成上の課題を把握するため、平成30年度に実施した職員意識調査の結果を踏ま
え、以下の課題を設定。
①業務の執行において日ごろから長期計画等、市の方針と自身の業務との関連を意識させることが必要。ま
た、ジョブローテーションの期間を振り返り、個々の適性を評価しフィードバックすることで、組織の中で
自身が今後どのように力を発揮し貢献していくか考え、行動していくようにする必要がある。
②係長が政策形成や係の統括に注力できるようにするためにも、主任が後輩の指導育成や内部調整など、
本来の役割をより積極的に果たす必要がある。
③現場で技術を深める機会の減少等によって専門性の向上が難しくなってきているため、職員採用や担うべ
き業務の在り方を検討しながら、体系的な人材育成の仕組みを整えていく必要がある。
④より一層の挑戦を促すためには、ある程度の失敗は許容し、試行、失敗、検証のプロセスを経て新規事業
を育てていくという考え方や既存業務の効率化・見直しを行い、新たな挑戦のための余力を確保することが
必要。
⑤人事評価面で、上司からのフィードバックに課題があることがうかがえるため、改善を図る必要がある。
⑥現場に触れる機会の減少は、市政のニーズや課題をとらえる貴重な機会を失うことにもつながる。現場の
大切さを再認識し、現場から課題やニーズを捉えることができるような仕組みを作る必要がある。
⑦能力開発の啓発と制度の充実を図る必要がある。

　本市の魅力と活力を高めていくために最重要となる経営資源は人材である。中長期的及び総合的視点で人
材育成を推進するため、次のとおり基本理念を定める。

（１）市民感覚で現場の課題を捉え、解決する職員
　①現場主義による課題発見が重要
　②地域をコーディネートする力が必要
　
（２）仕事の目的を考え、挑戦と改革を続ける職員
　①仕事の目的を考える～何のためにやるのか～
　②効果的かつ効率的な業務遂行を目指す
　③挑戦し、粘り強くやり抜く職員の育成

（３）一人ひとりの強みを引き出しあい、組織力の向上に貢献する職員
　①「強み」を引き出しあうＯＪＴを推進
　②ワーク・ライフ・マネジメントの推進

 ■人材育成システム（個の力の向上）
　　〇採用…職員採用制度の見直し、市や職員の魅力の積極的な発信、障害者雇用の推進
　　〇キャリア形成…一般技術職・保健師のあり方の検討
　　〇人事評価…人事評価システムの導入
　　〇高齢層職員の活躍推進…定年延長に関する法改正や国、東京都の動向に注視した対応

 ■組織の活性化（チーム力・組織力の向上）
　　〇一人ひとりの多様な個性を認め合い生かす組織風土づくり
　　〇コミュニケーションの活性化
 
 ■ワーク・ライフ・マネジメント
　　〇第二次特定事業主行動計画後期計画に則った取組みの推進
　　〇超過勤務時間縮減の取組みの推進
　　〇柔軟な働き方（時差勤務、在宅勤務、短時間勤務など）の検討
　　〇女性職員のキャリア形成支援

計画名称 武蔵野市人材育成基本方針 計画期間  令和２年度～令和11年度　　※第六期長期計画・調整計画の策定を踏まえ必要な改定を行う。 所管部署 総務部 人事課
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現計画の対象期間 令和３年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市総務部人事課
策定期間：令和２年４月～令和３年２月

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 ―

基
礎
情
報

計画名称 第８次職員定数適正化計画

所管部署 総務部 人事課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成７年度。職員定数適正化計画（平成８～12年度）

計画策定の背景・目的

第六期長期計画における行財政分野の施策を推進していくための方針として、令和
３年２月に「第六次行財政改革を推進するための基本方針及び武蔵野市行財政改革
アクションプラン（令和３～６年度）」が策定された。また、令和２年７月には今
後10年間の人材育成の方針とそれに基づいた行動計画である「武蔵野市人材育成基
本方針」を改訂した。本計画はこれらの方針等に基づき、計画的に職員定数を適正
な水準に維持するために策定する。

現計画の策定時期 令和２年度

該当施策名及び該当ページ ５ 多様な人材の確保・育成と組織の活性化 P.113～114

根拠法等の有無及びその名称 武蔵野市職員定数条例

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

第６次行財政改革を推進するための基本方針及び武蔵野市行財政改革アクションプ
ラン（令和３～６年度）、武蔵野市人材育成基本方針

分野 ６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

１　職員数適正化の方針

（1）多様な主体との連携・協働の推進
（2）社会の変化に対応した体制の構築
（3）柔軟かつ適切に対応できる組織づくり
（4）財政援助出資団体への職員派遣に関する方針

２　計画期間中の主な課題への取組み
（1）子どもと子育て家庭を包括的に支援する体制の整備を行う。
（2）一般技術職及び保健師・保育士の職のあり方の見直し及び人材育成・確保の
ための効果的な手法とともにキャリアパスについても検討する。
（3）市民及び外部有識者の知見等を活用するための非常勤職員制度等の導入を検
討する。
（4）会計年度任用職員を含めた定数管理の手法を検討する。
（5）定年延長制度導入が見込まれており、制度の見直しを検討する。

３　年次計画
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、新たな事業が必要とされる一方で
事業の中止や廃止等が見込まれるなど、定数において見通しが立たない状況にあ
る。４年度分の年次計画（年度ごとの適正計画）を掲載するが、引き続き定数の増
減においては、毎年の定数調整にて行う。
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

　これまで、平成８年から25年間にわたる７回の職員定数適正化計画を策定し、業務量に見合った定数適正
化に取り組んできた。前回の第７次職員定数適正化計画では、クリーンセンターの組織を改廃したほか、障
害者福祉センターや吉祥寺図書館の指定管理など外部化を実施した。
　新型コロナウイルス感染症は、地域経済に深刻な影響を及ぼしており、市財政においては税収の大幅な落
ち込みが見込まれ、厳しい状況に直面している。こうした中で、多様化する市民ニーズや行政課題に柔軟か
つ的確に対応していくためには、限られた人的資源を最大限活用し、新しい業務の在り方の検討やその実現
のための環境整備、リスクマネジメントの仕組みを適切に組織へ定着させる必要がある。また、サービス水
準やサービスのあり方・実施方法を見直し、継続的に既存事業の改善を進めることで全体最適化を図る必要
がある。
　堅実な財政運営と未来への投資を両立していくためには、行政と民間の役割分担を精査したうえで、必要
な部署には適切な人員を配置し、よりしなやかで強い体制を作り上げる努力が求められている。

「社会変化・ニーズに対応した取り組みか」、「行政と民間の役割分担が適正か」、「業務が適正な水準と
なっているか」、「ICTを活用した業務の効率化による取り組みがされているのか」、「既存事業の費用対効
果の向上による取り組みか」、といった視点に立ち、事務事業、職員体制及び財政援助出資団体への人的関
与等の見直しを行う。

計画名称 第８次職員定数適正化計画 計画期間 令和３年度～令和６年度 所管部署 総務部 人事課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和６年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

武蔵野市特定事業主行動計画推進員委員会を令和元年度の７月、10月、12月に３回
開催。そのほか、職員アンケートを11月に実施。

策定委員の構成

総務部長（委員長）、子ども家庭部長（副委員長）、企画調整課長、総務課長、人
事課長、男女平等推進担当課長、高齢者支援課長、子ども政策課長、子ども育成課
長、子ども家庭支援センター所長、児童青少年課長、教育企画課長、議会事務局次
長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、固定資産
評価審査委員会書記

市民意見の反映方法 なし

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市特定事業主行動計画

所管部署 総務部 人事課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

平成17年４月

計画策定の背景・目的

　わが国の急速な少子化の進行ならびに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応
するため、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される社会の形成に資
することを目的として平成15年７月に「次世代育成支援対策推進法」が施行され
た。
　同法第19条の規定に基づいて、自治体は「特定事業主」として、次世代育成支援
対策に関する計画を策定することとされ、本市では職員それぞれの「仕事と生活の
調和」を支援する環境の整備を進めるため、本計画を策定した。
　武蔵野市第二次特定事業主行動計画後期計画（以下「本計画」という。）では、
これまでの取組みの成果を継続し、一層の充実を図るとともに、社会環境の変化や
職員の意識・実態を踏まえ、取組みを進める。

現計画の策定時期 平成31年４月～令和２年３月

該当施策名及び該当ページ ５ 多様な人材の確保・育成と組織の活性化 P.114

根拠法等の有無及びその名称
次世代育成支援対策推進法　【義務】
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）　【義務】

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６ 行財政
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　　　　①妊娠・子育てと仕事の両立支援

　　　　　・安心して出産・子育てができる支援の充実

　　　　　・男性の子育てのための休暇等の取得促進

　　　　②介護支援策の強化

　　　　　・制度の周知

　　　　　・休暇取得の後押し

　　　　③超過勤務時間の縮減

　　　　　・業務改善の推進

　　　　　・意識啓発

　　　　④年次有給休暇等の取得促進

　　　　　・休暇を取得しやすい雰囲気の醸成

　　　　　・記念日休暇・連続休暇・子育てに関する休暇取得の促進

　　　　⑤多様な人材の活躍推進

　　　　　・ダイバーシティの推進

　　　　　・柔軟な働き方の検討

　　　　　・女性職員の活躍の推進

　　　　　・ハラスメントの防止・理解促進

　　　　⑥地域への貢献活動の推進

　　　　　・地域への働きかけ

　　　　　・地域における貢献活動の参加促進

現
計
画
の
中
身

施策の体系
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

所管部署 総務部 人事課

　女性の育児休業取得率は 100％を保っており、長期的に子育てに専念する時間の確保ができていると言え
る。男性の育児休業取得率は、前期計画の全期間において目標値を上回っており、組織として男性の育児休
業を後押しする風土が醸成されつつある。希望する期間の育児休業を取得できるよう支援することが重要で
ある。妊娠から育児・子育て中の職員を支援する制度が充実している一方で、妊娠を希望する職員への支援
が不足している。
　介護や看護をしている職員の割合は、平成29年度に実施した男女平等に関する職員アンケートによると
9.1％で、５年前の調査時の7.1%に比べて微増している。よりわかりやすい制度の周知に努め、介護を行う職
員や周囲の職員のさらなる理解促進に努める必要がある。
　超過勤務時間については、平成28年度から平成30年度まで、「業務改善プロジェクト」を実行し、31.1時
間縮減したが、多摩26市において最多の状況である。過重労働は重大な健康障害を引き起こす可能性もある
ことから、さらなる縮減に取り組んでいく必要がある。メンタルヘルスの観点からも、超過勤務の縮減は年
次有給休暇の取得促進とあわせて重点的に取り組む必要がある。特に、管理職の年休取得率が著しく少ない
傾向にあり、管理職が自ら率先して取得し、職場の意識改革に取り組む必要がある。
　多様な人材が持つあらゆる魅力を最大限に発揮できるよう取り組むことは、多様化する市民ニーズやリス
クへの対応力を高めるとともに、組織の発展や活性化に向けて、今後ますます期待されると考えられる。課
題の洗い出しや対応策の検討、効果の検証結果などを踏まえながら、それぞれのライフステージやライフス
タイル等に寄り添える多様な働き方を選択肢として設ける必要がある。

　職員同士が日頃からよくコミュニケーションをとり、支え合い、お互いのワーク・ライフ・バランスを向
上させていく組織風土の醸成を目標とする。
　職員一人ひとりが、仕事と家庭生活を含めたプライベートの時間とのバランスをとり、それぞれを充実さ
せ連携することにより、自分の人生をより豊かなものへとマネジメントしていく。そのために、子育てや介
護の有無、障害・性別などに関係なく、それぞれの個性と能力を十分に発揮して活躍できる働きやすい環境
を組織全員で作り上げていくことを推進する。

①超過勤務の縮減と年次有給休暇等の取得促進
・超過勤務が多い職員や所属へのヒアリングの実施などにより、組織の超過勤務の実態把握と原因を分析
し、具体的な改善への取組みに繋げる。
・業務効率の向上や業務見直しなどにより、超過勤務縮減に寄与した取組みを評価・表彰する仕組みの検
討。
・労働基準法の改正、国・都の状況を踏まえ、超過勤務時間の上限を設定し、基準に基づく長時間労働の是
正と職員に対する安全衛生配慮に取り組む。
・全庁一斉定時退庁日（ＮＯ残業デー）やＹＹ月間など、これまでの取組みの継続・徹底を働きかける。
・月に１日以上の休暇を取得する、まとまった連続休暇や自身・家族の誕生日に休暇を取得するなど、職員
自身の計画的な年次有給休暇取得を推進する。
②多様な人材の活躍推進
・障害者雇用への理解を深める研修等を実施するとともに、必要な合理的配慮について研究・検討する。
・性的マイノリティ等の職員も働きやすい職場とするための研究・検討を行うとともに、SOGIに関する研修
等を関係部署と連携して実施する。
・テレワークによる通勤負担の軽減や、育児短時間勤務、育児・介護による時差勤務や中抜け休暇等による
勤務時間の緩和などの柔軟な働き方の検討。

令和２年度～令和６年度計画名称 武蔵野市特定事業主行動計画 計画期間
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現計画の対象期間 令和４年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

策定主体：武蔵野市総務部人事課
策定・作成期間：令和３年12月～令和４年３月

策定委員の構成 ―

市民意見の反映方法 ―

基
礎
情
報

計画名称 職員研修計画

所管部署 総務部 人事課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された時
期

不明

計画策定の背景・目的
公共の課題を解決するために、本市の行政を担う職員の資質の向上を図る必要がある。職
務の遂行に必要な知識及び技能を習得し、自ら考え自律的に行動する職員の養成に向けて
計画的に研修を進めるために研修計画を定めている。

現計画の策定時期 令和４年４月

該当施策名及び該当ページ ５ 多様な人材の確保・育成と組織の活性化 P.114

根拠法等の有無及びその名称
地方公務員法第39条【その他（定めるものとする）】、武蔵野市職員研修要綱、武
蔵野市人材育成基本方針

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

１　研修計画の考え方

２　研修体系

３　求められる能力と研修体系

４　市主催研修日程

５　研修概要

６　東京都市町村職員研修所　研修体系

７　東京都市町村職員研修所　研修一覧
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

・令和４年度予算は、「誰もが安心して暮らし続けられるまちへ　くらしと地域を守り育む予算」と位置付
けられた。状況の変化に適切に対応しながら第六期長期計画に掲げられた事項を着実に推進するため、限ら
れた財源を重点的かつ効率的に配分し、持続可能な市政運営を行っていく必要がある。

・防災・減災への備え、循環型の都市づくり、少子高齢社会の到来、高度情報技術の進展、社会保障制度改
革、そして新型コロナウイルス感染症対策など、さまざまな社会の変化に柔軟に対応するには、市民ニーズ
を的確に把握するとともに、市政の課題を大局的にとらえ、職員一人ひとりがその解決に向けて、課題を自
分事と捉え、前向きに取り組む姿勢が必要である。また、多様化する市民ニーズに対応するためには、多様
な価値観を持つ人材の確保と育成も必要となる。

・第六期長期計画では「時代により変化し、多様化・高度化する公共課題に的確に対応し、本市の魅力と活
力を高めていくため、最重要となる経営資源は、人材である」とし、「多様な人材の確保・育成と組織の活
性化」を基本施策のひとつに掲げている。

・個々の職員が組織から求められる役割を認識し、強みを最大限に発揮できるよう、ＯＪＴの実施、Ｏｆｆ
－ＪＴ及び自己啓発の支援について、「人材育成基本方針」に基づき、体系的・計画的に研修を実施してい
く。

・「市民感覚で現場を捉え、解決する職員」「仕事の目的を考え、挑戦と改革を続ける職員」「一人ひとり
の強みを引き出しあい、組織力の向上に貢献する職員」という人材育成基本方針に掲げる３つの基本理念に
基づき、それを達成するために職員が身につけるべき能力を体系的・計画的に修得するために策定された実
施計画である。

　組織における能力開発は、大きく分けて以下の３本柱で進めている。

　■OJT（職場内研修）
　　上司や先輩職員が、部下や後輩職員に対して、職場内の具体的な業務を通じて、実践的に指導・育成を
　　する。新規採用職員を指導・育成する新人指導員に対しての支援などを実施している。

　■Off-JT（職場外研修）
　　日常業務を離れて、職場外の会場で集合的・体系的に行う研修として、人事課等が主催する集合研修
　　（職層別研修、特別研修）、外部の各種教育機関へ派遣する派遣研修などを実施している。

　■自己啓発（自主研修）
　　通信教育受講料の助成、自主グループへの支援等、職員自らが自主的に学習に取り組むことへの支援を
　　実施している。

計画名称 職員研修計画 計画期間 令和４年度 所管部署 総務部 人事課
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現計画の対象期間 令和２年度～令和17年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

主管課職員が案を作成。市長から武蔵野市国民健康保険運営協議会に諮問し、協
議会からの答申を踏まえ、策定した（第１期令和元年７月～10月策定）。

策定委員の構成
武蔵野市国民健康保険運営協議会（被保険者代表５名、医療機関代表５名、公益
代表５名、保険者代表２名、計17名）

市民意見の反映方法 被保険者代表５名（うち２名は公募委員）

基
礎
情
報

計画名称
第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画（令和３年度
改定版）

所管部署 健康福祉部　保険年金課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和元年10月

計画策定の背景・目的

　国民健康保険制度の構造的課題（高齢者や低所得者が多く加入。小規模保険者が多
い。）と国民健康保険が抱えるリスク（医療費水準が高い。所得水準が低い。財政運営
が不安定になりやすい。）から、持続可能な国民健康保険事業運営のための財政基盤の
強化（平成30年度国民健康保険制度改革）として公費の拡充・都道府県も国民健康保険
の保険者として財政運営の主体となった。また、東京都国民健康保険運営方針（平成29
年12月策定）に、決算補塡等を目的とする法定外一般会計繰入を行っている区市町村に
ついては、目標年次を定め、「計画的・段階的に赤字を解消・削減」する必要性が明記
された。これらの流れを受け、財政健全化の取組を計画的に推進していくため、令和元
年度に策定した。令和２年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の国民健康保険
財政への影響について把握し、赤字繰入金解消についての国や都の動向、及び各自治体
における財政健全化計画の取組状況、加えて本市の取組状況を踏まえ、令和３年度に一
部改定を行った。

現計画の策定時期 令和元年10月（令和３年９月改定）

該当施策名及び該当ページ ４（５）行政サービスにおける受益と負担の適正化ｐ112

根拠法等の有無及びその名称 東京都国民健康保険運営方針（平成29年12月策定）

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

分野 ６　行財政

－204－



現
計
画
の
中
身

施策の体系

第１節　国民健康保険税の適正賦課と収納率の向上
　　　　　１　資格管理による適正な賦課の取組
　　　　　２　国保税の収納率の向上
第２節　保険給付の適正化への取組
　　　　　１　レセプト点検調査
　　　　　２　療養費支給申請書の点検強化
　　　　　３　第三者行為にかかる求償
　　　　　４　資格喪失後の受診への対応
第３節　資格管理の適正化への取組
　　　　　１　被保険者資格管理の適正化
　　　　　２　退職者医療制度の適切な適用
第４節　データヘルス計画に基づく保健事業の充実（発症、重症化の予防）
第５節　その他の取組
　　　　　１　医療費通知による情報提供
　　　　　２　ジェネリック医薬品に関する情報提供
　　　　　３　保険者努力支援制度等の国・都の交付金の積極的な獲得
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

１現状
１）被保険者数は微減の傾向。
２）被保険者１人当たりの保険給付費額は増加傾向だが、東京都、全国平均を下回る。
３）保険税（料）率は、東京都平均を下回る。
４）所得に占める保険税（料）の負担率は、東京都、全国平均を下回る。
５）保険税の収納率は26市の平均を下回る。
６）法定外の一般会計繰入金の額は、約10億円程度で推移している。歳入に占める法定外の一般会計繰入
    金の割合は、東京都、全国平均を上回る。
２課題
１）保険給付の額、保険税負担率ともに、東京都及び全国保険者の平均に比べ低く推移してきた。
２）被保険者の負担軽減、保険税の未収額の補塡等を目的とする一般会計からの法定外繰入を行うこと
    で、収支の差を埋め、均衡を図っている実情であり、歳入に占める割合も東京都平均に比べても高
    くなっている。
３）一般会計からの法定外繰入を行うことは、給付と負担の関係が不明確となるほか、国民健康保険加入
    者以外の市民にも負担を求めることとなり、望ましいとはいえない状況であり、計画的な削減が必要
    である。

１歳入の確保、歳出の適正化により財政健全化（赤字の解消・削減）を図る。
　（１）歳入の確保
　　ア　保険者努力支援制度等の国・都の交付金の積極的な獲得
　　イ　国・都への働きかけによる公費の拡充
　　ウ　保険税の適正な賦課と収納率の向上
　　エ　保険税率の見直し
　（２）歳出の適正化
　　ア　保険給付の適正化
　　イ　資格管理の適正化
　　ウ　データヘルス計画に基づく保険事業の充実（疾病の発症、重症化の予防）
２保険税率等の見直しは２年に１度とする。ただし、課税限度額の見直しは法令改正後速やかに対応す
  る。
３令和２年度より市独自の子どもに係る均等割の減免制度を創設。今後も国の制度を踏まえ、子育て世
  帯、低所得者世帯等への負担の軽減策についても併せて検討する。

計画名称
第１期武蔵野市国民健康保険財政健全化計

画（令和３年度改定版）
計画期間 令和２年度～令和17年度 所管部署 健康福祉部　保険年金課
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該当施策名及び該当ページ
４　社会の変化に対応していく行財政運営　P112
５　多様な人材の確保・育成と組織の活性化　P114

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６　行財政

この計画が初めて策定された
時期

平成17年５月

計画策定の背景・目的

市では、平成29年２月に「第五次総合情報化基本計画」を策定し、本市の情報化を推進し
てきた。そのなか、国が掲げたデジタル・ガバメント実行計画やデジタル手続法、世界最
先端ＩＴ国家創造宣言、官民データ活用推進基本法の成立で、自治体によるＩＣＴ活用の
取組が強く求められ、また、ＡＩ技術・ＲＰＡ技術の進展など、ＩＣＴを取り巻く環境が
劇的に進化していたため、これらの先端技術に的確に対応する必要があった。
これらの状況を踏まえ、令和２年度を初年度とする「武蔵野市第六期長期計画」で掲げた
まちづくりの目標「多様性を認め合う支え合いのまちづくり」、「未来ある子どもたちが
希望を持ち健やかに暮らせるまちづくり」、「コミュニティを育む市民自治のまちづく
り」、「このまちにつながる誰もが住み・学び・働き・楽しみ続けられるまちづくり」、
「限りある資源を生かした持続可能なまちづくり」の達成に向けて、ＩＣＴの側面から寄
与するため、第六次総合情報化基本計画を策定した。

現計画の策定時期 令和元年度（令和２年２月）

現計画の対象期間 令和２年度～令和４年度

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

<策定主体>
ＩＣＴ戦略会議
<策定方法>
・各主管課で施策を精査(令和元年６月)
・市民アンケート実施(令和元年７月)
・パブリックコメント実施(令和元年12月)
・庁内会議であるＩＣＴ戦略会議で計４回審議を行い、最終的に令和２年２月に承
認

策定委員の構成 －

市民意見の反映方法 市民アンケートとパブリックコメントを実施した。

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市第六次総合情報化基本計画

所管部署 総務部 情報政策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

国や東京都、他の地方公共団体の情報化における動向調査や、前計画の実施状況の
振り返りから現状課題の抽出を行った。また、市民アンケートを実施し、そこから
把握した市民の視点についても踏まえた上で、現状分析・課題抽出を行った。そし
て、計画においては、各分析によって抽出された課題を整理し、課題解決の方向性
と目指すべき姿を明確にし、その課題解決の手法・手段として具体的なＩＣＴ施策
を取りまとめた。それらを着実に進捗させ、目標を達成するための推進体制もあわ
せて示している。

重点的・優先的に取り組むべき施策については別紙参照
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

各調査で抽出された課題
○国・都の動向調査
・市町村における官民データ活用の推進に関する施策の基本的な計画の策定が努力義務とされている。
・行政が保有する様々なデータのオープン化や、行政サービスと民間サービスの連携に取り組むよう求められている。
・情報通信技術を活用し、行政手続等の利便性の向上や行政運営の簡素化・効率化を図るために、地方公共団体には努
力義務として、行政手続のオンライン化が求められている。
・ＡＩ・ＲＰＡ技術などの先端技術や、自治体クラウドの一層の推進が求められている。
○本市の動向調査
＜情報化施策に記載するもの＞
・ＩＣＴの導入による母子保健事業の効率化・子育て世代包括支援センターにおける情報連携
・ＩＣＴ機器等の活用による図書館サービスの向上の検討
・環境啓発施設における環境情報の発信
・情報セキュリティの向上
・ポータルサイト等を活用した武蔵野市ふるさと応援寄付の実施
＜職員に求めるＩＣＴスキルで体系化するもの＞
・ＡＩ・ＲＰＡ技術の進展など、ＩＣＴを取り巻く環境が劇的に進化する中で、先端技術に的確に対応できるスキルの
向上を図る必要がある。
○市民ニーズの動向調査
・災害対策の強化
・窓口手続きのオンライン化
・ウェブアクセシビリティ向上

本計画の策定は、長期計画で掲げた５つのまちづくりの目標（「多様性を認め合う　支え合いのまちづくり」、「未来
ある子どもたちが 希望を持ち健やかに暮らせるまちづくり」、「コミュニティを育む 市民自治のまちづくり」、「こ
のまちにつながる誰もが 住み・学び・働き・楽しみ続けられるまちづくり」、「限りある資源を生かした 持続可能な
まちづくり」）の達成に対して、ＩＣＴの側面から寄与するため、また、より高品質な行政サービスの低コストでの実
現をするため、以下３点を基本目標とした。

＜基本目標＞
１　ＩＣＴを活用した市民サービスの拡大
２　総合的な市政情報提供の推進
３　ＩＣＴの活用による業務効率化

別紙施策一覧のとおり

計画名称 武蔵野市第六次総合情報化基本計画 計画期間 令和２年度～令和４年度 所管部署 総務部 情報政策課
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第六次総合情報化基本計画において重点的・優先的に取り組むべきとされている情報化施策一覧

サービ
ス

情報
提供

業務
効率

1 ウェブアクセシビリティの向上推進 秘書広報課 各課 ○ ○ ○

2 障害者差別解消に向けた取組の推進 障害者福祉課 ― ○ ○

3
ＩＣＴの導入による母子保健事業の効率化・子
育て世代包括支援センターにおける情報連携

健康課 子ども子育て支援課 ○ ○ ○

4 効果的な学習環境の整備 指導課 教育支援課 ○

5 ＩＣＴを活用した教員の働き方改革の推進 指導課 ― ○

6 広報資料及び歴史公文書等のデジタル化
秘書広報課、生涯学習ス
ポーツ課

各課 ○ ○ ○

7 災害時における市民への情報発信手法の向上 秘書広報課 防災課 ○ ○ ○

8 公共Ｗｉ－Ｆｉの整備の検討 秘書広報課 防災課、産業振興課 ○ ○ ○

9
ポータルサイト等を活用した武蔵野市ふるさと応援
寄附の実施

産業振興課 ― ○ ○

10 タブレット型端末による通訳サービス 交流事業課 企画調整課 ○ ○

11 災害時の情報収集・意思決定体制の向上 防災課 秘書広報課 ○ ○

12 生涯学習の情報提供等インターネット活用の拡充 生涯学習スポーツ課 ― ○ ○

13
ＩＣＴ機器等の活用による図書館サービスの向
上の検討

図書館 ― ○

14 公共施設へのエネルギーマネジメントシステム導入 環境政策課 施設所管課 ○ ○

15 環境啓発施設における環境情報の発信 環境政策課
ごみ総合対策課、下水道
課、緑のまち推進課

○ ○

16 駐車場・駐輪場の満空情報発信体制整備 交通企画課 ― ○

17
道路状況などにおける、 ＩＣＴを利用した課題
共有

道路管理課 秘書広報課 ○ ○ ○

18 オープンデータの推進 企画調整課
秘書広報課、情報政策
課

○

19
オリンピック・パラリンピック等国際大会に向けたまち
の魅力等の情報発信の向上

企画調整課 秘書広報課 ○

20
市ホームページ・ＳＮＳ等を利用した市政情報の
発信・提供の仕組みの充実

秘書広報課、情報政策
課

各課 ○ ○ ○

21
ＩＣＴを利活用した業務や意思決定の効率化、
情報共有等の促進

総務課、情報政策課 各課 ○

22
先端技術等を活用した業務効率化及び市民サー
ビスの向上に関する調査・研究

総務課、情報政策課 各課 ○ ○ ○

23 文書の電子化の推進 総務課、情報政策課 各課 ○

24
心身ともに健康で、柔軟な働き方を支援する制度
の検討

人事課 ― ○

25 窓口業務のオンライン化（電子申請）の推進 情報政策課 窓口担当部署 ○ ○

26
社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）への
対応

情報政策課 利用事務運用部署 ○ ○

27 情報セキュリティの向上 情報政策課 ― ○

28 自治体クラウドの検討 情報政策課 ― ○

29 窓口手続時間の短縮および簡素化の研究 市民課 窓口担当部署 ○ ○

関係課
基本目標

行財政

番号 分野 施策名 主管課

健康・福祉

子ども・教育

平和・文化・
市民生活

緑・環境

都市基盤
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現計画の対象期間 なし

策
定
方
法

策定方法
（策定主体・期間等）

<策定主体>
ＩＣＴ戦略会議
<策定方法>
・各主管課とともに方針を検討(令和３年12月)
・庁内会議であるＩＣＴ戦略会議で審議を行い、最終的に令和４年２月に承認

策定委員の構成 -

市民意見の反映方法 -

基
礎
情
報

計画名称 武蔵野市自治体DXに関する全体方針

所管部署 総務部 情報政策課

第六期長期計画における位置
づけの有無

あり

この計画が初めて策定された
時期

令和４年２月

計画策定の背景・目的

　情報通信技術(ＩＣＴ)の急速な発展やスマートフォンの普及に伴い、社会全体が
大きく変化するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として様々な
場面でオンラインによるサービスの提供やテレワーク等の働き方の導入など、ライ
フスタイルの急激な変化が生じている。国は、令和２年12月に「自治体デジタル・
トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」（以下「ＤＸ推進計画」という。）
を策定し、自治体においても行政サービスの向上、業務生産性の向上のためのデジ
タル技術の活用による変革が求められている。
　社会環境の変化への対応手法の一つとして、ＤＸの視点を持って行政サービスに
おける市民の利便性の向上を図るとともに、ＩＣＴ技術の活用による職員の業務効
率化、生産性向上を推進することを目的とし、これまでの取組を踏まえて、ＤＸの
ビジョン等を明確にする観点から、本方針を定めた。

現計画の策定時期 令和４年２月

該当施策名及び該当ページ
４　社会の変化に対応していく行財政運営　P111
５　多様な人材の確保・育成と組織の活性化　P114

根拠法等の有無及びその名称 なし

上位計画の有無及びその名称
（長期計画、調整計画を除く）

なし

分野 ６　行財政
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現
計
画
の
中
身

施策の体系

１　自治体ＤＸに関する全体方針について
（１）自治体ＤＸの背景
（２）自治体ＤＸに関する取組を推進する目的
（３）全体方針の位置付け
２　自治体ＤＸに向けてのビジョン
３　自治体ＤＸに向けての基本方針
（１）行政サービスの利便性向上
（２）業務生産性の向上
（３）情報セキュリティ対策の強化
４　取組事項
（１）自治体情報システムの標準化・共通化への着実な対応
（２）行政手続のオンライン化の推進
（３）ＡＩ・ＲＰＡの活用による業務改善の推進
（４）情報セキュリティ対策の推進
（５）社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）への着実な対応
（６）文書の電子化の推進及び電子決裁の導入の検討
（７）柔軟な働き方の推進
（８）デジタルデバイド対策
５　スケジュールについて
６　推進体制
（１）推進体制の整備
（２）人材の確保・育成
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現状と課題の認識

（本計画を策定するにあたり、どのような現状認識、課題認識をしたのか）

基本方針・考え方

（上記の現状認識・課題認識を踏まえ、本計画の基本となる方針や考え方及びその理由）

重点的な施策・事業

（特に優先して取り組むべき施策・事業について）

令和３年７月に国が示した自治体ＤＸ推進手順書を参考に自治体ＤＸ推進のための「全体方針」について検
討し、自治体ＤＸに向けてのビジョン及び基本方針の明確化が必要と判断した。令和４年度に「第七次総合
情報化基本計画」を策定するための資料として位置付けるため、各種取組の現段階の考え方の整理、庁内の
推進体制の整備や人材の確保・育成に関する方策の検討等が課題であると認識した。

長期計画及び総合情報化基本計画に基づき自治体ＤＸに関する様々な取組を進めていくことにより、長期計
画に掲げた10年後の目指すべき姿「誰もが安心して暮らし続けられる魅力と活力があふれるまち」の実現を
目指す。

【自治体ＤＸに向けての基本方針】
（１）行政サービスの利便性向上
（２）業務生産性の向上
（３）情報セキュリティ対策の強化

（１）自治体情報システムの標準化・共通化への着実な対応
（２）行政手続のオンライン化の推進
（３）ＡＩ・ＲＰＡの活用による業務改善の推進
（４）情報セキュリティ対策の推進
（５）社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）への着実な対応
（６）文書の電子化の推進及び電子決裁の導入の検討
（７）柔軟な働き方の推進
（８）デジタルデバイド対策

計画名称 武蔵野市自治体DXに関する全体方針 計画期間 なし 所管部署 総務部 情報政策課
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