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第１回小金井市長期計画起草委員会        

６ 政策の取組方針 

 

将来像の実現に向けた、私たちが取り組む６つの政策と、その取組方針を示します。 
 

 
 

環境・都市基盤 

自然と都市環境が調和した人に優しいまち 

美しく質の高いみどりと水、静かで落ち着いた住宅地はともに小金井市の魅力です。これ

からも一人ひとりが自然を大切にするとともに、住みやすい住宅地、便利で訪れたくなる市

街地の形成を実現し、暮らしやすいまちをつくります。 

 

●豊かなみどりと水の保全 

一人ひとりがみどりと水を大切にし、これからの世代にも引き継ぐことで、今後も小金井市

の魅力となり、将来世代にとっての憩いとなるよう、小金井市らしい自然や景観を守り育て

ます。 

 

●環境に優しい循環型社会の形成 

将来にわたって良好な環境を守るため、限りある資源の有効活用、ごみ分別の徹底、省

エネルギーの取組など、身近な環境保全活動を実践することで、環境に優しい持続可能

な循環型社会をつくります。 

 

●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進 

多くの人が訪れたいと思い、快適さを感じることができるまちであるよう、自然環境と調和

しながらも利便性が高く、ユニバーサルデザインに配慮した、誰もが安心して暮らせる魅力

的で優しいまちづくりを進めます。 

 

 

資料１ 



 
 

地域・経済 
                  安心して過ごせる暮らしやすいまち 

地域で助け合い、安心して暮らすことができるとともに、多様な市民力や地域性をいかし

た産業を振興し、賑わいのあるまちを実現します。 

 

●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組 

大規模な災害や多様な犯罪の発生から生命や財産を守り、安心感の下で生活を送るこ

とができるよう、地域総がかりで適切な役割分担の下、防犯・防災に取り組みます。 

 

●便利で暮らしやすく賑わいのあるまちの実現 

 日常生活において便利で暮らしやすいまちであるとともに、市外から訪れる人にとっても魅

力的なまちであるよう、商店街や個人商店、都市農業などの地域資源を活用するととも

に、多様な市民力をいかした新たなビジネスの創出により、まちの賑わいを創出します。 

 

 



 
 

子ども・教育 

心豊かにいきいきと子どもが育つまち 

小金井市で生まれ育つ子どもたちは、未来を支える担い手です。妊娠・出産期の支援に

始まり、乳幼児期から育ちと学びを支え、学校教育を通じて他者を尊重し、自らの人生を

主体的に生きる力を育みます。 

 

●子どもの育ちの実現 

あらゆる子どもにとって最善の利益がもたらされるよう、一人ひとりの子どもが、自らが主

体的に学びながら、豊かな体験を通して、自己肯定感や自他への思いやり、社会参加や

自己実現ができる力を育みます。 

 

●子育て環境の充実 

多様化していく社会において、直面する課題を受け止めて子育て家庭を支え、あらゆる

子どもが健全に育つためのきめ細やかな支援に取り組むとともに、地域総がかりで子どもを

見守り、育てていける環境を整えます。 

 

●生きる力の育成と学習環境の整備 

子どもたちが知識や教養を身に付けるとともに、道徳心や思いやりにあふれ、健康で人間

性豊かに成長できるよう、生きる力を育むとともに、安全で安心な学習環境の整備・充実に

取り組みます。 

 

 



 
 

文化・生涯学習 

一人ひとりが自分らしく輝いて生きることができるまち 

一人ひとりがお互いに認め合い、尊重され、平等に暮らせるまちにおいて、交流を深めな

がら文化や生涯学習に親しむことで、誰もが心豊かに暮らすことができる環境づくりを展開

するとともに、次世代に確実に継承していきます。 

 

●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有 

国籍、性、年齢、障がいなどにかかわらず、誰もがお互いに個性を尊重し、認め合うこと

が大切です。そのためにも、人権や平等に関する意識を高めるとともに、一人ひとりの生命

や、平和を尊ぶ姿勢を育みます。 

 

●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり 

芸術文化、生涯学習、スポーツは、個々人の余暇活動にとどまらず、健康を維持し、知

識を広げ、創造性を豊かにするとともに、人と人とがつながるきっかけにもなるものです。豊

かな人生、そして豊かな地域社会の実現を目指し、誰もが芸術文化、学び、スポーツを日

常の中で楽しみ、それを活用できる環境づくりを進めます。 
 

 



 
 

福祉・健康 

誰もがいきいきと暮らすことのできるまち 

医療・福祉の体制を整えるとともに、高齢者や障がい者はもとより、あらゆる個人が尊重

され、お互いに支え合い、助け合うことで、住み慣れたまちで、いつまでも健康で自分らしく

暮らすことのできる地域福祉を実現します。 

 

●いきいきとした暮らしの充実 

年齢や障がい、経済的な状況などにかかわらず、生きがいを持ち、地域の中で交流を持

ちながら、誰もがいきいきと暮らすことができるよう、世代間交流、居場所づくりなどによる社

会参加を促すなど、充実した生活を支援します。 

 

●自立した暮らしの支援 

ケアが必要になった場合も、一人ひとりの特性に応じて、可能な範囲で自立して暮らし続

けることができるよう、医療と福祉の両面で体制を整えるとともに、地域における理解と、見

守り・支え合いの環境を形成します。 

 

●健康な暮らしの支援 

あらゆる世代の市民の身体とこころがともに健康であるために、健康の維持・促進のため

の取組を進めるとともに、地域の医療・保健体制を充実させ、健康に暮らし続けることので

きる生活環境を実現します。 

 

 



 

行政経営 

持続可能で選ばれるまち 

多様化するニーズや複雑化する課題に対処し、市民満足度の向上とまちに対する誇り

や愛着が形成されるよう、安定的な財政運営の下、信頼関係に基づいた協働を通じて、

持続可能な自治体経営を行っていきます。 

 

●ともに歩むオープンな行政の実現 

情報の公開・発信に取り組むとともに多くの対話の場をつくり、双方向でのコミュニケーシ

ョンを図ることで行政に対する信頼感を高め、参加と協働を更に活性化していきます。 

 

●シビックプライドの醸成と魅力の発信 

小金井市に対する誇りと愛着（シビックプライド）を醸成することで「まちの一員」という意識

を高めるとともに、対外的に小金井市の魅力を伝えることで「まちのファン」を増やすことを

目指す、選ばれるまちづくりに取り組みます。 

 

●持続可能な行財政運営 

行財政改革と公共施設マネジメントを推進し、新たな行政課題に迅速かつ的確に対応

することにより、市民サービスの更なる向上が可能となる、持続可能な自治体運営を実現

します。 

 

 



第１回長期計画起草委員会 資料２

１環境・都市基盤

# 出た意見
取組方針に
反映候補

取組方針に
直接反映しない

理由

包含される／反映した
取組方針

1 資源化（資源にする（分別徹底、落ち葉堆肥化） 分別徹底 ●環境に優しい循環型社会の形成
2 ごみにする前の資源化 詳細事業のため ●環境に優しい循環型社会の形成
3 資源回収箱市内設置、分別徹底 詳細事業のため ●環境に優しい循環型社会の形成
4 Mｙ tree　一個人が木の世話をする。管理の問題 詳細事業のため ●豊かな緑と水の保全
5 緑の保全・増加、水辺の景観保持 景観 ●豊かな緑と水の保全
6 緑地の維持（生産緑地問題）、対外アピール 詳細事業のため ●豊かな緑と水の保全
7 環境を生み出す政策「ある」から「創る」 環境を生み出す、創る ●環境に優しい循環型社会の形成
8 みどり・水辺の確保、活用 みどり・水辺の確保、活用 他の表現とした ●豊かな緑と水の保全
9 美しく質の高い緑の保全、生産緑地の減少 美しく質の高い ●豊かな緑と水の保全

10 農家の意欲向上。農地活用（グリーンインフラ）、地産地消（給食） 詳細事業のため ●環境に優しい循環型社会の形成
11 市民に愛着をもってもらう「my tree」 詳細事業のため ●豊かな緑と水の保全
12 牧歌的な環境 牧歌的 他の表現とした ●豊かな緑と水の保全
13 Mytree制度 詳細事業のため ●豊かな緑と水の保全
14 子どもにとってやさしい街づくり やさしい街 ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
15 暮らしやすい街のデザイン（街全体のUD、空き家、坂道） 暮らしやすい街 ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
16 移動の手段も含めたユニバーサルデザインの街、アクセスの保障 ユニバーサルデザイン、アクセスの保障 ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
17 学生を大切にするまちづくり、学園都市性をうたう道路など 学園都市性 他の表現とした ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
18 家のメンテナンス情報提供 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
19 タテを緑道に。小金井公園と武蔵野・野川公園をつなぐ。 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
20 遊歩道の活用 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
21 小金井の坂道問題への対策（高齢化社会の到来に向け） 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
22 老朽化した上下水道問題への対策 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
23 無電柱化の促進（防災対策として） 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
24 交通インフラ（道路・鉄道）整備 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
25 道路整備（通学路） 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
26 道路整備、交通整備 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
27 電線地中化など災害対策 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
28 「坂道対策」や「利便性の高い」道路ネットワークづくり 利便性 ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
29 緑の街並み、道路・環境の整備 緑の街並み 他の表現とした ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
30 防災・減災、道路の整備 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
31 遊歩道と街道を緑でつなぐ 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
32 道路空間整備 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
33 バス便の整備・追加 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
34 道路・鉄道ネットワーク 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進
35 交通インフラ整備 詳細事業のため ●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進

【取組方針文案】環境・都市基盤　～自然と都市環境が調和した人に優しいまち

　●豊かな緑と水の保全

　●環境に優しい循環型社会の形成

　●魅力的で快適な、人に優しいまちづくりの推進

美しく質の高いみどりと水、静かで落ち着いた住宅地はともに小金井市の魅力です。これからも一人ひとりが自然を大切にするとともに、住みやすい住宅地、便利で訪れたくなる市街
地の形成を実現し、暮らしやすいまちをつくります。

将来にわたって良好な環境を守るため、限りある資源の有効活用、ごみ分別の徹底、省エネルギーの取組など、身近な環境保全活動を実践することで、環境に優しい持続可能な
循環型社会をつくります。

一人ひとりがみどりと水を大切にし、これからの世代にも引き継ぐことで、今後も小金井市の魅力となり、将来世代にとっての憩いとなるよう、小金井市らしい自然や景観を守り育て

多くの人が訪れたいと思い、快適さを感じることができるまちであるよう、自然環境と調和しながらも利便性が高く、ユニバーサルデザインに配慮した、誰もが安心して暮らせる魅力
的で優しいまちづくりを進めます。



２地域・経済

# 出た意見
取組方針に
反映候補

取組方針に
直接反映しない

理由

包含される／反映した
取組方針

1 防災で財産を保護するの範囲が不明 財産保護の表現 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
2 安全・安心、防災で、地域コミュニティの強化 安全・安心、地域コミュニティ強化 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
3 防災に、多様な災害を想定した準備（避難所運営等）があるとよい 詳細事業のため 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
4 防災では、住民の助け合いの考え方も入れた方が良い 住民の助け合い 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
5 人とのつながり（ソフト）で災害に強いまちにすること 人とのつながり（ソフト） 他の表現とした 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
6 防災・減災・空家対策 防災・減災 他の表現とした 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
7 防災・減災（特に水害）、空き家問題 防災・減災 他の表現とした 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
8 地域住民相互の交流による安心の向上、子どもの見守り 地域住民交流 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
9 何のための安全・安心か明記（対犯罪？） 何に対する安全・安心か 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組

10 市民の不安のイメージが分かりづらい。市民同士のつながり 市民同士のつながり 他の表現とした 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
11 オレオレ詐欺にスポットライトを当てては。 詳細事業のため 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
12 空き家の積極的活用 詳細事業のため 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
13 空き家問題 詳細事業のため 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
14 空き家、防災・減災 防災・減災 他の表現とした 　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
15 ビジネス創出は会社だけでなく商業も記載を 商業 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
16 商業の項目はあっても良い。武蔵小金井・東小金井それぞれで言及 商業 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
17 特に若者で、商業と定住志向等との関係強い。触れるべき。 商業 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
18 子育てしながら仕事できる場所、企業誘致 詳細事業のため 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
19 小金井らしい小金井ならではの商業、地域人材の活用 小金井ならでは 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
20 市内学術機関との連携によるインキュベーション インキュベーション 詳細事業のため 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
21 産業が指すものが何か分からない。商業？工業？ 産業の内容 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
22 創業支援より商業・商店街の振興を 商業・商店街振興 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
23 ふれあいと活力のあるまち、が分かりづらい 表現 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
24 小金井市の魅力の追求、地域経済の活性化 ふれあいと活力のあるまちの表現 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
25 商店街の活性化 詳細事業のため 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
26 （産業）多様で豊かな市民力に、女性や高齢者活躍の要素を 女性や高齢者の活躍 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
27 ビジネスは、どんな産業（ビジネス）を目指すのか どんな産業か 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
28 産業での後継問題で、後継者が展望を持てる事業転換の推進 詳細事業のため 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
29 大型店舗だけでなく小規模商店にも目を向ける 詳細事業のため 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
30 農業の多様な機能を通じて→多様な機能を活用し 都市農業の表現 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
31 都市農業がどのように市民生活に貢献するのか分からない 都市農業の表現 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
32 都市農業で力強い農業とは？ 都市農業の表現 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
33 都市型農業を目指す（６次産業化） 都市農業の表現 他の表現とした 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化
34 「農のまちづくり」、食の安心・安全、農業体験 詳細事業のため 　●多様で豊かな市民力による産業の活性化

【取組方針文案】地域・経済　～安心して過ごせる暮らしやすいまち

　●自助・共助・公助のバランスがとれた防犯・防災の取組
大規模な災害や多様な犯罪の発生から生命や財産を守り、安心感の下で生活を送ることができるよう、地域総がかりで適切な役割分担の下、防犯・防災に取り組みます。

　●便利で暮らしやすく賑わいのあるまちの実現

地域で助け合い、安心して暮らすことができるとともに、多様な市民力や地域性をいかした産業を振興し、賑わいのあるまちを実現します。

日常生活において便利で暮らしやすいまちであるとともに、市外から訪れる人にとっても魅力的なまちであるよう、商店街や個人商店、都市農業などの地域資源を活用するとともに、多様な
市民力をいかした新たなビジネスの創出により、まちの賑わいを創出します。



３子ども・教育

# 出た意見
取組方針に
反映候補

取組方針に
直接反映しない

理由

包含される／反映した
取組方針

1 「元気な」子どもに限らず、「子どもたち」とした方がよい 子どもの属性を限らない 　●子どもの育ちの実現
2 子どもが地域への愛着を持つまち 地域への愛着 他の表現とした 　●子どもの育ちの実現
3 思いやる心を育むまち 思いやる心 　●子どもの育ちの実現
4 他人をいたわる想像力。 他人をいたわる 他の表現とした 　●子どもの育ちの実現
5 子どもの視点が薄いように感じる。 子どもの視点 　●子どもの育ちの実現
6 元気な子供だけでなく主体的、深く考えられる子どもを目指しては。 主体的に深く考えられる子ども 他の表現とした 　●子どもの育ちの実現
7 虐待・両親死別等、児童福祉に関する内容の明記 児童福祉 他の表現とした 　●子育て環境の充実
8 子育て世代を地域で見守り孤立させない取組 地域で見守り孤立させない 他の表現とした 　●子育て環境の充実
9 子育て家庭に選ばれるまち。小金井教育モデル 選ばれるまち、小金井教育モデル 他の表現とした 　●子育て環境の充実

10 子育て世代だけでなく、市民全体が実感できる表現 市民全体からの視点 　●子育て環境の充実
11 児童福祉の策定を。 児童福祉 他の表現とした 　●子育て環境の充実
12 保育園の環境整備 詳細事業のため 　●子育て環境の充実
13 待機児童対策 詳細事業のため 　●子育て環境の充実
14 「成長するまち」とするとまちが成長するようである。 成長するまちの表現 他の表現とした 　●子育て環境の充実
15 市全域にコミュニティスクール創設。地域が子どもを支える。 詳細事業のため 　●子育て環境の充実
16 地域で子どもを育てる、見守る視点 見守り 　●子育て環境の充実
17 子どもと子育て世代以外の市民全員で見守り育てる視点 見守り育てる 　●子育て環境の充実
18 大人、学校等、社会全体で子どもを育てる環境をつくる姿勢 社会全体 　●子育て環境の充実
19 子どもが安心してのびのび遊ぶことのできる空間 空間 他の表現とした 　●子育て環境の充実
20 安心して子育てできる環境づくり 安心 　●子育て環境の充実
21 幼児・学校教育の記載はハードルが高すぎないか 幼児・学校教育の表現 他の表現とした 　●生きる力の育成と学習環境の整備
22 考える力に力点を置いた教育（創進性教育） 考える力 生きる力とした 　●生きる力の育成と学習環境の整備
23 学童の環境整備 詳細事業のため 　●生きる力の育成と学習環境の整備
24 学童保育の充実 詳細事業のため 　●生きる力の育成と学習環境の整備
25 教育委員会の教育目標を反映するとよい。 教育目標 　●生きる力の育成と学習環境の整備
26 子育て・子育ちの総合的施策→部門間連携の表現あるとよい。 部門間連携 他の表現とした 　●子どもの育ちの実現
27 小金井市ならではの特色が１つくらいあってもよいのでは。 小金井市ならでは 具体化が困難 　●全般
28 待機児童ゼロ/いじめゼロまで言ってもよいかもしれない 詳細事業のため 　●子育て環境の充実
29 就学前から就学後まで部門の壁を越えた子育て支援の充実 部門の壁を越えた 他の表現とした 　●子育て環境の充実

【取組方針文案】子ども・教育　～心豊かにいきいきと子どもが育つまち

　●子どもの育ちの実現

　●子育て環境の充実

　●生きる力の育成と学習環境の整備

小金井市で生まれ育つ子どもたちは、未来を支える担い手です。妊娠・出産期の支援に始まり、乳幼児期から育ちと学びを支え、学校教育を通じて他者を尊重し、自らの人生を主
体的に生きる力を育みます。

多様化していく社会において、直面する課題を受け止めて子育て家庭を支え、あらゆる子どもが健全に育つためのきめ細やかな支援に取り組むとともに、地域総がかりで子ども
を見守り、育てていける環境を整えます。

あらゆる子どもにとって最善の利益がもたらされるよう、一人ひとりの子どもが、自らが主体的に学びながら、豊かな体験を通して、自己肯定感や自他への思いやり、社会参加や
自己実現ができる力を育みます。

子どもたちが知識や教養を身に付けるとともに、道徳心や思いやりにあふれ、健康で人間性豊かに成長できるよう、生きる力を育むとともに、安全で安心な学習環境の整備・充実
に取り組みます。



４文化・生涯学習

# 出た意見
取組方針に
反映候補

取組方針に
直接反映しない

理由

包含される／反映した
取組方針

1 芸術文化活動の施設整備 施設整備 詳細事業のため 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
2 小金井市の歴史や文化を継承する 歴史や文化の継承 詳細事業のため 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
3 芸術文化を育む 芸術文化を育む 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
4 芸術文化を市民同士で共有する考え方 共有 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
5 芸術を鑑賞する街から芸術を創造する街へ 創造 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
6 国際交流・都市交流が、課題等でないので表記必要では 国際交流の表記 前書きのみとした 　前書き
7 国際交流必要ない。自治体交流のみでよいのではないか。 国際交流の表記 前書きのみとした 　前書き
8 外国人の流入の現状をどうするかは。 外国人流入 前書きのみとした 　前書き
9 国際交流と都市交流は分けてもよいと思う。 国際交流の表記 前書きのみとした 　前書き

10 多文化共生と都市交流は分けた方がよいのでは。 国際交流の表記 前書きのみとした 　前書き
11 男女、という表現 男女の表現 他表現とした 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有
12 平和・人権についても、課題等で出てこないので表記不要では 平和・人権 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有

13
定住志向と相関するのは、学校教育に次いで人権・平和・男女共同
参画。順序等配慮しても良い。

順番の考慮 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有

14 性別・国籍の多様性を認める 多様性 他表現とした 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有
15 一人ひとりが輝くことと男女共同参画の関連性が不明 男女の表現 他表現とした 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有
16 男女・人権等で、LGBTの表記。性別・年齢を超えて～という表現 LGBT 他表現とした 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有
17 男女共同参画で、あらゆるライフステージで、という趣旨を追加 あらゆるライフステージ 他表現とした 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有
18 性別についての表現、男女という表現はどうか。 男女の表現 他表現とした 　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有
19 生涯学習で、学び合い、人材育成に活かす趣旨 活かす 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
20 生涯学習やスポーツに市内の学術機関の活用のニュアンス 学術機関の活用 詳細事業のため 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
21 あらゆる世代がいきいきと学べる風土づくりと居場所づくり あらゆる世代 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
22 学んできた文化・教養の次世代への継承 次世代継承 詳細事業のため 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり

23
生涯学習に、生涯を通じて学ぶだけでなく、学んだことを適切にい
かすことの表記を追加した方が良い

学んだことをいかす表現 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり

24 生涯学習の成果を活かせる街 成果を活かす 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
25 生涯学習の充実 充実 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
26 生活の豊かさの向上とスポーツは関連があるのか スポーツの表現 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり

27
生活の豊かさの向上のためにスポーツをするというのは不自然。ス
ポーツを生活の一部に取り込むのでは。

スポーツの表現 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり

28 スポーツで元気な地域というのが分かりづらい スポーツの表現 他表現とした 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
29 スポーツを「誰もが」気軽に、という表現 誰もが気軽に 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり
30 スポーツに取り組む人の努力を見える化するシステムを作る 詳細事業のため 　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり

【取組方針文案】文化・生涯学習　～一人ひとりが自分らしく輝いて生きることができるまち

　●平和・人権・平等を尊ぶ意識の共有

　●誰もが芸術文化・学び・スポーツを楽しむまちづくり

一人ひとりがお互いに認め合い、尊重され、平等に暮らせるまちにおいて、交流を深めながら文化や生涯学習に親しむことで、誰もが心豊かに暮らすことができる環境づくりを展開する
とともに、次世代に確実に継承していきます。

芸術文化、生涯学習、スポーツは、個々人の余暇活動にとどまらず、健康を維持し、知識を広げ、創造性を豊かにするとともに、人と人とがつながるきっかけにもなるものです。豊かな
人生、そして豊かな地域社会の実現を目指し、誰もが芸術文化、学び、スポーツを日常の中で楽しみ、それを活用できる環境づくりを進めます。

国籍、性、年齢、障がいなどにかかわらず、誰もがお互いに個性を尊重し、認め合うことが大切です。そのためにも、人権や平等に関する意識を高めるとともに、一人ひとりの生命や、
平和を尊ぶ姿勢を育みます。



５福祉・健康

# 出た意見
取組方針に
反映候補

取組方針に
直接反映しない

理由

包含される／反映した
取組方針

1 新福祉会館完成を見据えた文言 詳細事業のため 　●自立した暮らしの支援
2 高齢者の社会参加 社会参加 　●いきいきとした暮らしの充実
3 世代間交流 世代間交流 他表現とした 　●いきいきとした暮らしの充実
4 高齢者の人材活用 人材活用 他表現とした 　●いきいきとした暮らしの充実
5 シルバー人材センターへの補助金増加 詳細事業のため 　●自立した暮らしの支援
6 高齢者の居場所、いきがいづくり 居場所・いきがいづくり 　●いきいきとした暮らしの充実
7 世代間交流、アクティブシニアの活用 アクティブシニア 他表現とした 　●いきいきとした暮らしの充実
8 生きがい作り、世代間交流 生きがい、世代間交流 　●いきいきとした暮らしの充実
9 元気な高齢者の活用 人材活用 他表現とした 　●いきいきとした暮らしの充実

10 独居商店者へのケア、見守り、支え合い 見守り、支え合い 　●自立した暮らしの支援
11 異世代交流 異世代交流 　●いきいきとした暮らしの充実
12 高齢者の活用（地域ボランティアなど） 人材活用 他表現とした 　●自立した暮らしの支援
13 孤独死ゼロ。独居老人対策。安否確認 安否確認 詳細事業のため 　●いきいきとした暮らしの充実
14 独居高齢者引きこもり対策 独居高齢者引きこもり 詳細事業のため 　●いきいきとした暮らしの充実
15 高齢者の健診率向上 詳細事業のため 　●健康的な暮らしの支援
16 障がい者の居場所づくり 居場所づくり 　●いきいきとした暮らしの充実
17 障害・病気の方が社会の中で役割を持って生きていける社会づくり 社会の中で役割 　●いきいきとした暮らしの充実
18 障がい者の活用（地域ボランティアなど） 人材活用 他表現とした 　●いきいきとした暮らしの充実
19 食育 食育 詳細事業のため 　●健康的な暮らしの支援
20 内臓や歯の健康への市のバックアップ 詳細事業のため 　●健康的な暮らしの支援
21 医師の確保・整備 詳細事業のため 　●健康的な暮らしの支援
22 オ―プンな福祉、ゆるい繋がり、地域の中で顔見知り オープンな福祉 他表現とした 　●自立した暮らしの支援
23 地域とのつながりのあるまちづくり 地域とのつながり 他表現とした 　●自立した暮らしの支援
24 福祉に携わるスタッフが長く続けられる仕組み 福祉スタッフ 詳細事業のため 　●自立した暮らしの支援
25 ダイバーシティの尊重、総合的な福祉 ダイバーシティ 他表現とした 　●自立した暮らしの支援
26 福祉制度のすき間を埋める取組 福祉制度の隙間 他表現とした 　●自立した暮らしの支援
27 民間、商業とも連携した福祉対策 連携 他表現とした 　●自立した暮らしの支援
28 誰でも食堂、居場所づくり 詳細事業のため 　●いきいきとした暮らしの充実
29 ケアラーのケア ケアラーのケア 詳細事業のため 　●自立した暮らしの支援
30 支え合いのコミュニティ。無尽 支え合いのコミュニティ。無尽 他表現とした 　●いきいきとした暮らしの充実
31 引きこもりゼロ 詳細事業のため 　●自立した暮らしの支援

【取組方針文案】福祉・健康　～誰もがいきいきと暮らすことのできるまち

　●いきいきとした暮らしの充実

　●自立した暮らしの支援

　●健康的な暮らしの支援

医療・福祉の体制を整えるとともに、高齢者や障がい者はもとより、あらゆる個人が尊重され、お互いに支え合い、助け合うことで、住み慣れたまちで、いつまでも健康で自分らしく暮
らすことのできる地域福祉を実現します。

年齢や障がい、経済的な状況などにかかわらず、生きがいを持ち、地域の中で交流を持ちながら、誰もがいきいきと暮らすことができるよう、世代間交流、居場所づくりなどによる
社会参加を促すなど、充実した生活を支援します。

ケアが必要になった場合も、一人ひとりの特性に応じて、可能な範囲で自立して暮らし続けることができるよう、医療と福祉の両面で体制を整えるとともに、地域における理解と、
見守り・支え合いの環境を形成します。

あらゆる世代の市民の身体とこころがともに健康であるために、健康の維持・促進のための取組を進めるとともに、地域の医療・保健体制を充実させ、健康に暮らし続けることの
できる生活環境を実現します。



６行政経営

# 出た意見
取組方針に
反映候補

取組方針に
直接反映しない

理由

包含される／反映した
取組方針

1 市民意思が市政に全ていかされており解決に取り組む町の表現が 市民意思の反映の表現 　●ともに歩むオープンな行政の実現
2 若者の市民参加の推進を明示してはどうか 詳細事業のため 　●ともに歩むオープンな行政の実現
3 市民参加推進会議の意向や要望を確認できるとよい。 詳細事業のため 　●ともに歩むオープンな行政の実現
4 市民と市の連携についての情報共有 情報共有 他表現とした 　●ともに歩むオープンな行政の実現
5 市と市民の柔軟な、分野を超えた連携 柔軟、分野を超えた連携 他表現とした 　●ともに歩むオープンな行政の実現
6 市民の意見が市政に届く体制づくり 意見が市政に届く 他表現とした 　●ともに歩むオープンな行政の実現

7
協働において、行政と市民ボランティアの機能を明確にする。
行政がコーディネーターでありボランティアが仕事を行う役である。

協働の役割分担 詳細事業のため 　●ともに歩むオープンな行政の実現

8 市の魅力を発掘し、発信する。小金井らしさをつくる。 魅力発掘・発信、小金井らしさ 他表現とした 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信
9 ブランディング、選ばれるまちにするための戦略 ブランディング、選ばれるまち 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信

10 対外的な広報活動 対外広報 他表現とした 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信

11
行政運営について、市民の誰もが計画の目指すところを知っている
ような、分かりやすい姿があると良い。

分かりやすい姿 他表現とした 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信

12 市民の自由さと行政の権威性をあわせもった広報を。 詳細事業のため 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信
13 ふるさと納税返礼品による小金井の魅力向上。学園都市の特徴 詳細事業のため 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信
14 市民向け情報端末等インフラ整備 詳細事業のため 　●シビックプライドの醸成と魅力の発信
15 新庁舎・（仮称）新福祉会館建設についての言及 詳細事業のため 　●持続可能な行財政運営
16 公共施設の全市的な検討（セクショナリズムの排除） 公共施設の全庁検討、セクショナリズム排除他表現とした 　●持続可能な行財政運営
17 １０年後の財政状況を踏まえた上での目指す姿は。 財政状況を踏まえる 　●持続可能な行財政運営
18 市役所は大きくしていくのか、小さくしていくのか 市役所の今後の姿 他表現とした 　●持続可能な行財政運営
19 行財政対策の表現 行財政対策 　●持続可能な行財政運営
20 他自治体とのネットワークを。 自治体ネットワーク 他表現とした 　●持続可能な行財政運営
21 都や近隣自治体との連携ネットワークの強化。広域連携。 広域連携 他表現とした 　●持続可能な行財政運営
22 行政の縦割りをなくし、PT活用等、機動性のある組織の追求 縦割り排除、PT、機動性 　●持続可能な行財政運営
23 財政面、持続可能に加え、健全の表記 健全 他表現とした 　●持続可能な行財政運営
24 公共施設のユニバーサルデザイン化、既存施設の有効活用 詳細事業のため 　●持続可能な行財政運営

【取組方針文案】行政経営　～持続可能で選ばれるまち

　●ともに歩むオープンな行政の実現
情報の公開・発信に取り組むとともに多くの対話の場をつくり、双方向でのコミュニケーションを図ることで行政に対する信頼感を高め、参加と協働を更に活性化していきます。

　●シビックプライドの醸成と魅力の発信

　●持続可能な行財政運営

多様化するニーズや複雑化する課題に対処し、市民満足度の向上とまちに対する誇りや愛着が形成されるよう、安定的な財政運営の下、信頼関係に基づいた協働を通じて、持続可
能な自治体経営を行っていきます。

行財政改革と公共施設マネジメントを推進し、新たな行政課題に迅速かつ的確に対応することにより、市民サービスの更なる向上が可能となる、持続可能な自治体運営を実現しま

小金井市に対する誇りと愛着（シビックプライド）を醸成することで「まちの一員」という意識を高めるとともに、対外的に小金井市の魅力を伝えることで「まちのファン」を増やすことを
目指す、選ばれるまちづくりに取り組みます。
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政策と施策分野のイメージ

環境・都市基盤 地域・経済

みどり・水・環境 防災・防犯

ごみ処理、ごみ対策 安全・安心

市街地・住環境 産業・観光・農業等振興

都市インフラ

文化・生涯学習

子ども・教育 芸術文化

子育て、子育ち 生涯学習

児童福祉 スポーツ

学校教育、幼児教育 人権・平和・男女共同参画

福祉・健康 行政経営

地域福祉 参加・協働

高齢者福祉 情報発信

障がい者福祉 その他の行財政運営

健康


