
長　期　計　画　起　草　委　員　会

配　付　資　料　一　覧

平成２２年 ４ 月 １７ 日

№ 資　　　料　　　名 備　　考

第１回 1 小金井市長期計画起草委員会設置要綱

（9月12日） 2 素案の骨格を考える上での各項目の要約（キーワード） 三橋委員

第４次小金井市基本構想（素案）前半についての意見 鮎川委員
（審議会資料45）

長期計画審議会・基本構想（素案）前半への意見 五十嵐委員
（審議会資料46）

「長期計画審議会・基本構想（素案）前半」について 鴨下委員
（審議会資料47）

第２回 協働について 渡辺委員
（審議会資料54）

（10月4日） 第４次小金井市基本構想（素案）前半についての意見 玉山委員
（審議会資料57）

3 第４次基本構想（素案）前半の構成について 三橋委員

小金井市協働推進基本指針 審議会資料５５

施策の大綱 審議会資料５６

第３回 第４次基本構想・前期基本計画に関する意見 今井委員
（審議会資料63）

（10月11日） 4 市民フォーラムに関する検討事項について

5 第４次基本構想（素案）第３章修正案 三橋委員

第４回 5 第４次基本構想（素案）第２章修正案

（10月31日） 6 第４次基本構想（素案）第１章・第３章修正案 三橋委員

7 第４次基本構想（素案）第５章第１節修正案 永田委員

8 第４次基本構想（素案）第５章修正案 渡辺委員

9 第４次基本構想（素案）第５章第３節修正案 鮎川委員

10 第４次基本構想（素案）第５章第４節修正案 玉山委員

11 第４次基本構想（素案）第６章修正案 淡路委員

第５回
第４次基本構想（素案）修正案に対する長期総合計画策定本部
での意見について

審議会資料６９

（11月22日） 第４次小金井市基本構想についての意見 鮎川委員
（審議会資料70）

長計審への意見 町田委員
（審議会資料71）

第４次小金井市基本構想（素案）修正案 三橋委員
（審議会資料72）

12 第４次小金井市基本構想（素案）修正案 当日配付資料

13 市民懇談会の概要について 当日配付資料



第６回 14 市民懇談会チラシ 当日配付資料

（12月12日） 15 第４次基本構想（素案）中間報告 当日配付資料

16 市民懇談会説明資料（案） 当日配付資料

17 計画の推進説明資料
当日配付資料

淡路委員

18 市民懇談会の概要について 当日配付資料

第７回 19 第４次基本構想・前期基本計画の議論の進め方について
当日配付資料

三橋委員

（1月16日） 20 第４次基本構想・前期基本計画（素案）の総論について
当日配付資料

三橋委員

21
第４次基本構想・前期基本計画（素案）の「環境と都市基盤」
について

当日配付資料
五十嵐委員

第８回 前期基本計画第２部２章と３章への意見 五十嵐委員
（審議会資料90）

（2月7日）
第２章「ふれあいと活力のあるまち」【地域と経済】
１　コミュニティネットワークについての意見

町田委員
（審議会資料91）

前期基本計画一章・三章への意見 玉山委員
（審議会資料92）

基本計画各論（２章、３章）に関する意見と質問 三橋委員
（審議会資料93）

第９回 基本計画各論（４章）、計画の推進に関する意見と質問 三橋委員
（審議会資料98）

（2月14日） 計画の推進説明資料推進の訂正提案 淡路委員
（審議会資料99）

第10回 22
第４次基本構想・前期基本計画（素案）に係る成果・活動指標
及び主な事業の再検討結果

当日配付資料

（2月27日） 基本計画各論に関する修正後の意見 三橋委員
（審議会資料106）

23 「成果・活動指標」「主な事業」と「重点政策」「将来像」
当日配付資料

三橋委員

24 市民フォーラムチラシ案 当日配付資料

25 市民フォーラム事前アンケート案 当日配付資料

第11回 青年の市民参加を推進するための提言 審議会資料107

（3月5日） 保育関係再修正 三橋委員
(審議会資料108）

基本計画への意見 玉山委員
(審議会資料109)

基本計画について（補足意見） 鮎川委員
(審議会資料110)

26 重点プロジェクト（素案） 当日配付資料

27 現況と課題（素案）修正案 当日配付資料

第12回 28 市民フォーラム事前アンケート集計結果 当日配布資料

（3月19日） 29 市民フォーラムの論点について（案）
当日配付資料

三橋委員

第４次基本構想・前期基本計画（素案）中間報告 当日配付資料

市民フォーラム説明資料 当日配布資料



第13回 無作為抽出方式による市民参加の推進について 町田委員
（審議会資料118）

（4月10日） 基本構想の修正について 三橋委員
(審議会資料119）

基本計画への意見 三橋委員
(審議会資料120）

30
市民フォーラムにおける市民からの質問・意見の取扱いについ
て

当日配付資料

第14回 31 基本構想・前期基本計画（案）について
当日配付資料

鴨下輝秋

（4月17日） 32 ４月１７日開催の起草委員会への提案
当日配付資料

淡路委員

33
市民フォーラムにおける市民からの質問・意見の取扱いについ
て

当日配付資料

34 第１部第２章　３　財政計画（案） 当日配付資料

35 脚注の作成について 当日配付資料

36 計画書の愛称募集について 当日配付資料

37 市報５月１５日号記事のイメージについて 当日配付資料



平成２２年４月１５日 

基本構想・前期基本計画（案）について 

鴨下 輝秋 

【農業】追加 

１ P.90 「農家数・農業従事者数の推移」の表の最新年が平成１７年で終わっており、も

っと新しい資料が必要かと思われます。５年ごとに農林業センサス（統計調査）をも

とに作成されたと推察されますが、ちょうど今年の１～２月にセンサスが実施された

ばかりであり、ここから統計を引き出すのは不可能ですが、小金井市のみの統計であ

れば、他から資料を出してくるのは可能かと思います。 

 

２ P.90-91 市民フォーラムでも市民の方からご質問をいただいた「認定認証農業者制度」

についての説明を追記する必要があると思います。（「農業サポート制度」も） 

 

⇒以上２点について起草委員会で了解を得られれば、農業委員会を通して、回答を提出い

たします。 

 

 修正 P.92最終行 

    「減農農産物」は、「減農薬農産物」の誤り 

 

【愛称・ニックネーム】 「小金井前線」 

 キャッチコピー風にすれば、「みんなで進もう！小金井前線」 

 （小金井で有名な桜の開花に使われる「前線」にかけて） 

 

以上 

起草委員会資料３１ 



－4月17日開催の起草委員会への提案－
淡路 ４／16

雑事山積のため、残念ながら起草委員会への出席ができなくなりました。書

面での参加になります。皆さまには、ご負担をおかけしますが、よろしくお願

い致します。

◆愛称またはネーミングの件

市民からアイデア・意見を求めることが必要です。その際、目的や趣旨を明

記するだけにして、方向を示すような「事例」はつけない方が適切と思います。

〈解説〉

多くの市民のための愛称ですから、静かな大多数である市民が、これまでの

情報提供の条件下で、総合計画をどのように理解し、または感じているかを把

握することが大切です。

民間の製品開発でも、開発した方の思い入れが強くなると、無意識に押しつ

けがちになり、次第に顧客から理解されなくなることが大部分です。これは先

の市民フォーラムでも多少経験したことです。そろそろ、静かな大多数の市民

の新鮮なアイデアと日常的な見識に任せましょう。

◆計画に関する提言など

提言については、目的や範囲などが明確になっていないことから、その検討

の場に参加していない現時点では提案ができません。趣旨がなどが明らかにな

ってから、必要に応じて提案をしたいと思います。本日の検討で、作成の可否

やその骨子が決まりましたら、情報の提供をお願い致します。

※以上、誤字などはご容赦下さい。

st_jyoho02
テキストボックス
　起草委員会資料３２



日時・会場：平成２２年３月２７日（土）・２８日（日）　市役所本庁舎３階第一会議室

№
参加
回

アンケート

番号 関連頁 寄せられた質問・意見 質問への回答・意見の取扱 対応

3333 1 1 - ・構想等に書かれている文体の統一を願う。 失礼いたしました。文体については精査して統一を図ります。 要変更

10 1 6 71
１．道路の整備　①道路ならびに通学路の安心の確保　歩行者道路
と自転車通路が狭く、段差が多い公道に植木が出すぎて道路幅が狭
い。

市の方では、セミフラット方式の新しい道路では、でこぼこはなく
なっており、歩道、車道と自転車通との分離ではそれだけの幅が取
れる道路がないため難しい。公道にはみ出した植木については１軒
１軒お宅に伺って剪定をお願いをしているとのことでした。審議会
では「人にやさしい交通環境の整備」としてバリアフリー化と交通
安全の推進を施策として進めることが必要であると考えています。

修正なし

11111111 1 6 71･72
②自転車駐輪場及び路上駐輪の防御　放置自転車　駐輪場の値段が
他市と比較して高い

市の方では、特に武蔵小金井駅周辺では駐輪場が少ないため、努力
はしているが厳しい対応が難しい状況であり、また、駐輪の料金は
整備との関係で料金を下げることは難しいとのことでした。今後、
市では駐輪場整備を進めるとしており、審議会としても成果・活動
指標では放置自転車台数０台を目標としたところですので、この目
標に向けて、効果ある取組としてほしいと考えています。

修正なし

14141414 1 8 65～68

・P65地区水（地下水）などによる安全で美味しい上水道の維持明
記したことを評価します。　・P66成果・活動指標の地下水の割合
の維持。明記したことを評価します。　・P68「４．水の安定供
給」は、利用についてで、そのための地下水の保全が必要です。
P51に、水道水源としての地下水を保全すること、飲み続けるため
の質の保全も明記してほしいと思います。水を汚さないように。
P54にも取組として載せてほしいです。　第三次の後期基本計画の
P25には、「『地下水、湧水保全条例』等を通じて、今後もより一
層の取組の推進が求められています。」とあります。この条例の目
的は「安全な飲料水を確保し、地下水の保全及び湧水の回復を実現
すること」です。この条例も、小金井市の特徴の１つです。

ご意見のとおり、「地下水及び湧水を保全する条例」では「安全な
飲料水を確保し、地下水の保全及び湧水の回復を実現すること」を
目的としています。豊富な湧水、つまり地下水の素晴らしさは、小
金井の地名の由来でもあり、安全で美味しい水として地下水を守り
続けていくという観点で、修正を検討します。

要検討

20202020 1 11 71
質問　・都市計画道路は、計画決定されているものは、計画通りに
事業決定し、施行するのでしょうか？

市によると、都市計画道路については、都と２８市町が共同で第三
次事業化計画（平成１８年度から２７年度までの１０か年計画）を
策定しており、このような計画に基づいてできるところから順次進
めていく考えとのことでした。審議会としては、関係者との十分な
協議の上、進めるべきことを前提として考えています。

修正なし

26262626 1 13 71 自転車通路の整備（歩道と自転車用との色分け）

審議会でも自転車レーンの整備について意見が出ましたが、市の方
からは整備に必要な道幅のある道路がないため難しいとの説明でし
た。ご意見の色分け等の工夫は、市として交通安全の向上を施策と
して推進するに当たって、検討してもらえればと考えています。

修正なし

85858585 3 29 113

・学校教育については、「なぜ国勢学力調査の結果がいいのか」の
原因分析にありましたがとおり、「親も教育熱心だ」というところ
もあるかと思います。けっして学校のカリキュラムがきちんと進ん
でいる、ということではないので、そのフォローも市側からよろし
くお願いいたします。

ご意見のとおり、家庭・地域が教育熱心であることが、学力の高さ
の大きな原因の１つであると考えられます。「教育内容・教育方法
の充実」は、大幅に第３次基本構想・後期基本計画から書き改め、
「分かる」「できる」「活かす」授業への改善などを打ち出してい
ます。これらにより、更に充実した授業となることを期待していま
す。

修正なし

市民フォーラムにおける第４次基本構想・前期基本計画（素案）中間報告に係る市民からの質問・意見の取扱について起草委員会

資料３３

1/4



№
参加
回

アンケート

番号 関連頁 寄せられた質問・意見 質問への回答・意見の取扱 対応

99999999 3 36 76 ②PR手段として、町会の集会を活用したらどうかと考えます。

市に確認したところ、「市政だより」の回覧や年２回の町会長・自
治会長連絡会の開催など、町会・自治会と市の連携は従来からされ
ており、素案でも審議会の議論を経て「協働の仕組みづくり」の取
組として追加したところです。市として具体的に取り組む中で、ご
意見を参考に検討してほしいと考えています。

修正なし

103103103103 3 37 140

・普及のワードの一つとして市報がありますが、読まない人も多
い。少なからぬ理由として、「また、市報か」と思われてしまうと
ころがある（私もそうでした）。思いきって使う色を変えたり、レ
イアウトを大胆に変えるなどして「おっ！」と思わせるようにして
はどうでしょうか。

市報は市にとって一番基本となる媒体であり、より多くの人に読ん
でいただくべきものであると考えられます。市として事業を進める
中で、ご意見を参考にしてもらいたいと考えています。

修正なし

110110110110 3 - 100
「文化・芸術」では、民間の文化企業との連携はどのように考えて
いるのか。

｢個性豊かな市民文化の創造」のための取組として、「市内の大
学、社会福祉協議会、ＮＰＯ法人、江戸東京たてもの園、民間の文
化企業やスタジオなど多様な主体との連携」を挙げています。市に
よると、特に民間企業の特定・想定はしていないとのことでした。
特定の企業名を基本計画に盛り込んでいくことは難しいと考えられ
ますが、審議会でも、スタジオジブリ等を含めて議論があったとこ
ろです。

修正なし

120120120120 4 40 139
市民ニーズの必要性を　広報車で流しては　広報効果での意見を集
めては

アイデアありがとうございました。ご意見の趣旨を踏まえて、より
深く広く市民ニーズを把握する方法を、市として検討してもらえれ
ばと考えています。

修正なし

125125125125 4 42 114
②学校施設の地域開放　児童生徒と保護者、地域市民と施設の取り
あいはすでに起こっている。限られた施設をどうやって住み分ける
の？

施設の充実を図るとともに、「参加と協働」により学校と市民が調
整をしたうえで有効利用されることが大切だと考えられます。

修正なし

129129129129 4 42 140
⑥講座の企画など、市民が参加できる具体的なしくみ作り。どのよ
うに考えているのか？

市民フォーラムでのご発言では、公民館についてのご質問でした
が、市からの回答では、公民館では公民館運営審議会、企画実行委
員、準備会などの仕組みがありますが、そういった個別の参加だけ
ではなく、制度的なご提言をいただくなど、更なる市民参加と協働
を進めていきたいと考えているとのことでした。審議会としても、
更なる「参加と協働」による施策の推進に期待しています。

修正なし

150150150150 4 - 71
小金井市はまちそのものは非常にコンパクトであり、今の道を活用
し、広くするのではなく、車両制限などによって安全安心な道とし
ていくべきである。

第１回の市民フォーラムでも同様の議論となりました。バリアフ
リー化を進めるとともに、歩行者を優先して自動車を規制する等が
考えられます。市によると、交通安全の推進の取組における生活道
路における通過交通の取り締まりに含むとのことです。

修正なし

164164164164 4 - 136 受動喫煙防止の導入の考え方はないのか。

第３次基本構想・後期基本計画では「健康・医療」で喫煙対策が取
扱われていましたが、路上喫煙対策が中心であるため、まちの美化
の問題が強いと整理して、素案では「地域環境衛生」に移していま
す。市に確認したところ、施設内禁煙等を行っているとのことで
す。

修正なし

165165165165 4 - 136 潜血反応（検便）を検診に入れてほしい。

各年齢層に応じた疾病の予防・早期発見の機会として、各種検診・
健康診査の充実を図ることとしています。個々具体的な検診を記載
するのは細かすぎるため、掲載は難しいですが、市に確認したとこ
ろ、現在実施している大腸がん検診は便潜血検査により実施してい
るとのことです。

修正なし

2/4



- 29 - 

 

３３３３    財政計画財政計画財政計画財政計画 

 私たちの住む小金井市を取り巻く行財政環境は、世界的な経済危機による景気後退の中で、か

つてのような高成長経済を見込むことはできない状況となっています。また、地方分権改革は今

後さらに進展し、様々な制度変更が予想され、現行の行財政制度にも大きな影響が見込まれます。 

 このように先行きが不透明かつ厳しい状況に中で、新ごみ処理施設の建設や庁舎問題など、大

きな財源を伴う事業が予定され、多様化・高度化する市民ニーズに対応するためには、計画的に

課題を克服していかなければなりません。したがって、第４次基本構想・前期基本計画の確実な

推進に向けた、将来の行財政運営、予算編成の指針として、この財政計画を活用していきます。 

 

市税

1011.9億円
(55%)

地方譲与税

その他交付金

84.9億円

(4%)

国都支出金, 

497.4億円
(27%)

市債

129.6億円
(7%)

繰入金

21.1 億円
(1%) その他

109.0 億円
(6%)

歳入
（平成２３～２７年度）

１８５３．８億円

人件費

335.6億円
(18%)

扶助費

368.5億円
(20%)

公債費

151.9億円
(8%)

物件費

331.8億円
(18%)

補助費等

197.2億円
(11%)

繰出金

185.3億円
(10%)

投資的経費

255.0億円
(14%)

その他

28.5億円
(1%)

歳出
（平成２３～２７年度）

１８５３．８億円

 

○ 中期財政計画 

 第４次基本構想・前期基本計画の計画期間（平成２３～２７年度）の５年間の合計予算額を、

歳入・歳出でおおよそ 1,854 億円と見込んでいます。このうち、歳入の根幹を占める市税収入を

1,012 億円（54％）とし、歳出では人件費・扶助費・公債費の義務的経費を 856 億円（46％）

と見込んだほか、投資的経費としての建設事業を 255 億円（14％）としています。 

 また、中・長期的な財政の健全性の維持を図るため、市債を 130 億円に抑制し、計画期間内

の償還元金以下とすることにより、市債残高について約３億円の縮減を目指すこととしています。 

 中期財政計画の概要については、巻末の資料をご参照ください。 

起草委員会資料３４ 
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脚注の作成について 

 

頁 用語 脚注 

3 参加 市の政策立案、実施及びその評価に、広く市民の意見

を反映させるため、市民が市政に参加すること。 

3 協働 市民及び市が、お互いに尊重し理解して、それぞれの

役割と責任に基づき、対等の立場で連携協力して、市

民生活を充実させること。 

3 私たち 私たちの住む小金井市における様々な活動の主体であ

る市、市民、団体及び事業者全体を指す言葉として使

っています。 

5 第一種低層住居専用地域  

5 生産緑地  

5 第一種市街地再開発事業  

5 土地区画整理事業  

6 合計特殊出生率  

6 高齢化率  

6 グローバル化  

7 自然再生事業  

7 第一種低層住居専用地域 P.5注参照 

7 第一種市街地再開発事業 P.5注参照 

7 土地区画整理事業 P.5注参照 

7 都市計画道路  

8 共生社会  

8 合計特殊出生率 P.6注参照 

8 待機児童  

8 要介護  

8 ノーマライゼーション 高齢者や障がいのある人などハンディキャップを持っ

ていても、ごく普通の生活を営むことができ、かつ差

別されない社会をつくるという福祉や教育のあり方を

示す基本的理念 

8 ＮＰＯ法人  

10 最適 環境変化に対応した最も適切な状態を表し、ここでは

小金井市において、市民ニーズに基づいた地域の特徴

をいかしたバランスのとれた政策の形成や統合の実現

を目指す状態を指している。 

12 施策  

12 バリアフリー化 障がいのある人や高齢者などに対する障害（バリア）

を取り除くこと、及びそうした考え方。これに対して、

年齢、性別、個人の能力などに関わらず、できるだけ

多くの人が利用できるような設計をユニバーサルデザ

インという。 



12 コミュニティ  

12 創造的産業  

13 ノーマライゼーション P.8注参照 

14 インフラ  

14 バリアフリー化 P.12注参照 

15 クリーンエネルギー  

15 再開発 P.5注参照 

15 土地区画整理事業 P.5注参照 

15 バリアフリー P.12注参照 

15 合流式下水道 汚水と雨水を同一の管きょで排除する方式の下水道の

こと。一定以上の雨量において、雨水と汚水が混合し

た未処理下水の一部が公共用水域に放流されるため、

除去装置の整備などによる改善が課題となっている。 

16 ＮＰＯ P.8注参照 

16 創造的産業 P.12注参照 

16 産地偽装問題  

16 コミュニティ P.12注参照 

16 ポータルサイト インターネットにおいて、入口又は玄関の役割を果た

す、情報の検索・閲覧を行うためのホームページ。 

16 自主防災組織  

16 大学連携型起業家育成支

援施設 

 

16 ベンチャー  

16 ＳＯＨＯ  

16 コミュニティビジネス  

17 大学連携型起業家育成支

援施設 

P.16注参照 

17 ＮＰＯ団体 P.8注参照 

17 認定認証農業者制度  

20 オンブズマン制度  

20 ノーマライゼーション P.8注参照 

20 ユニバーサルデザイン 年齢、性別、身体、国籍などの様々な特性や違いを越

えて、初めから、できるだけすべての人がりようしや

すい、すべての人に配慮した、環境、建物・施設、製

品などのデザインをしていこうという考え方。 

20 出生率  

20 年少人口比率  

20 待機児童 P.8注参照 

21 ノーマライゼーション P.8注参照 

21 療育  

21 かかりつけ医  

22 経常収支比率  



22 行政評価  

28 コーホート要因法  

29 扶助費  

31 バリアフリー化 P.12注参照 

31 コミュニティ P.12注参照 

32 ノーマライゼーション P.8注参照 

33 施策マネジメント  

33 環境美化サポーター制度  

33 特別緑地保全地区  

33 都市計画公園  

34 クリーンエネルギー P.15注参照 

34 地区計画制度  

34 建築協定  

34 都市計画道路 P.7注参照 

34 市街地再開発事業 P.5注参照 

34 土地区画整理事業 P.5注参照 

35 ウェブコミュニティ 同じ話題に関心を持つなど連帯感を持つ人々が集うホ

ームページ又はそうした関係のこと 

35 ＮＰＯ  

35 ポータルサイト P.16注参照 

35 ＩＴ  

35 ベンチャー企業 P.16注参照 

35 ＳＯＨＯ事業 P.16注参照 

35 認可保育所  

35 認証保育所  

35 保育室  

35 家庭福祉員（保育ママ）  

36 待機児童 P.8注参照 

36 発達相談  

36 キャリア教育  

36 大規模改修  

37 グループホーム  

37 共生社会 P.8注参照 

37 ノーマライゼーション P.8注参照 

38 ワーク・ライフ・バランス  

38 ノーマライゼーション P.8注参照 

38 バリアフリー化 P.12注参照 

39 ウェブコミュニティ P.35注参照 

39 ＮＰＯ P.8注参照 

39 ポータルサイト P.16注参照 

39 環境美化サポーター制度 P.33注参照 

40 ＮＰＯ P.8注参照 



50 都市計画道路 P.7注参照 

50 涵養  

51 花壇ボランティア  

51 環境美化サポーター P.33注参照 

51 都市計画道路 P.7注参照 

51 都市計画公園 P.33注参照 

52 環境美化サポーター制度 P.33注参照 

52 公共緑地  

52 環境緑地  

52 特別緑地保全地区 P.33注参照 

52 生産緑地 P.5注参照 

52 都市計画公園 P.33注参照 

52 児童遊園  

56 一部事務組合  

57 環境美化サポーター制度 P.33注参照 

58 温室効果ガス  

58 クリーンエネルギー P.15注参照 

59 温室効果ガス P.58注参照 

59 ヒートアイランド現象  

60 グリーン購入  

60 クリーンエネルギー P.15注参照 

60 環境影響評価制度  

61 第一種市街地再開発事業 P.5注参照 

61 土地区画整理事業 P.5注参照 

62 地区計画 P.34注参照 

62 市街地再開発事業 P.5注参照 

62 土地区画整理事業 P.5注参照 

63 土地区画整理事業 P.5注参照 

63 地区計画制度 P.34注参照 

63 建築協定 P.34注参照 

63 バリアフリー化 P.12注参照 

64 バリアフリー化 P.12注参照 
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第４次基本構想・前期基本計画の愛称募集について（案） 

 

１ 目的    第４次基本構想・前期基本計画を市民に親しみやすいものとするため 

 

２ 位置付け 第４次基本構想・前期基本計画の計画書に愛称を付ける 

 

３ 募集期間 平成２２年５月２日（日）～６月１日（火）※パブリックコメントに併せて 

 

４ 対象   市内在住・在勤・在学の方 

 

５ 記念品 

 ・応募者の中から若干名に抽選で記念品を贈呈 

 ・予算措置されていないため、①当選者は市役所に記念品を取りに来ていただく、②企   

  画政策課が有するグッズの中で用意する。 

 

６ 提出方法 

 ・住所、氏名、年齢、連絡先、記念品の希望の有無、愛称を明記して 

 ・直接または郵送、ファクス、市ほ務ページの専用フォームで企画政策課に提出 

 

７ 募集の方法 

（１） 特段に例のようなものは示さない 

（２） ３つ程度の例を審議会で作成し、その中から選択してもらうか、それ以外に提案し

てもらう 

（３） 庁内からの応募を別途募集 

 

８ 提案された愛称の例 

� 小金井市民だよ！全員集合 

� こがねい暮らし快適化計画 

� あしたを創る小金井プラン 

� こがねい未来予想図 

� 小金井前線 

 

（参考） 

� のびゆくこどもプラン 小金井（次世代育成支援計画） 

� あすの小金井教育プラン（教育振興基本計画） 

� 日野いいプラン２０１０年 

� 八王子ゆめおりプラン 

� ２○１○への道しるべ 多摩市戦略プラン 

� 川崎再生フロンティアプラン 

� あしかが輝きプラン 

� KANUMA“ステップ・アップ”ビジョン 

� 新大田原レインボープラン 

� もてぎシャインズ 

� クオリティ・プランはが 2015 

� 夢ある中核市へ 新世紀ゆうプラン（宇都宮市） 

� キラリしおや 21プラン 

� 21・千歳きらめきプラン 

� ふるさといわき２１プラン 

� 安心・活力・発展プラン２００５（大分県） 
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タイトル（１段分） 

第４次基本構想・前期基本計画（案）に対するパブリックコメント募集 

計画の愛称も募集しています！ 平成２２年５月２日～６月１日 

 

囲み記事Ａ 

リード文 

（原稿１３字×１６行） 

↓ 

≒２４字×９行 
 

表 

第４次の特徴 

 

図 

将来像 
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第４次基本構想の概要 
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前期基本計画の概要 
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計画の推進 


