
平成22年6月29日

長計審・市民の意見 変更理由

１　基本構想の目的と策定意義・役割 １　基本構想の目的と策定意義・役割

P3 P3

また、本市は、水とみどりに恵まれた良好な
住環境や便利な市内外のアクセスを有し、元
気な高齢者が多く、教育環境が充実し、市民
の自治・参加意識が高いという特徴がありま
す。一方で、減り続けているみどりの保全と
拡充、新ごみ処理施設や新市庁舎の建設、

また、本市は、みどりと水に恵まれた良好な
住環境や便利な市内外のアクセスを有し、元
気な高齢者が多く、教育環境が充実し、市民
の自治・参加意識が高いという特徴がありま
す。一方で、減り続けているみどりの保全と
拡充、新ごみ処理施設や新庁舎の建設、

Ｐ7 Ｐ7

本市は野川、玉川上水や国分寺崖線、武蔵野
公園、野川公園、小金井公園など、豊かな水
とみどりに恵まれています

本市は野川、玉川上水や国分寺崖線、武蔵野
公園、野川公園、小金井公園など、豊かなみ
どりと水に恵まれています

３　Ｂ　にぎわいを創出するまちづくり ３　Ｂ　にぎわいを創出するまちづくり

Ｐ7 Ｐ7

また、平成２１年１２月にＪＲ中央本線上り
が高架化し、踏切による慢性的な交通渋滞の
解消や、鉄道により南北に分断されていたま
ちの一体化が実現しています。

また、ＪＲ中央本線下りに加えて、平成２１
年１２月に上りが高架化され、踏切による慢
性的な交通渋滞の解消や、鉄道により南北に
分断されていたまちの一体化が実現していま
す。

３　Ｂ　にぎわいを創出するまちづくり ３　Ｂ　にぎわいを創出するまちづくり

Ｐ7 Ｐ7

平成２１年３月に武蔵小金井駅南口第１地区
第一種市街地再開発事業の「まちびらき」が
行われましたが、今後更に利便性の高い生活
環境を整備するため、コミュニティ広場＊や
（仮称）市民交流センターの活用、商店街の
活性化など、

平成２１年３月に武蔵小金井駅南口第１地区
第一種市街地再開発事業の「まちびらき」が
行われましたが、今後更に利便性の高い生活
環境を整備するため、コミュニティ広場＊や
市民交流センターの活用、商店街の活性化な
ど、

第４次基本構想・前期基本計画（案）修正案対照表（H22.5/6-6/28）

変更前 変　更　後

文章の整備

Ｂ【特徴】便利な市内外へのアクセス 【特徴】便利な市内外へのアクセス

Ｂ【課題】駅周辺開発、道路などの整備とその
活用

【課題】駅周辺開発、道路などの整備とその活
用

語句の整備

語句の整備

語句の整備
【特徴】みどり豊かで良好な住環境 【特徴】みどり豊かで良好な住環境

３　Ａ　みどりと環境衛生 ３　Ａ　みどりと環境衛生

資料
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

３（２）Ｃ　子ども・高齢者・共生社会 ３（２）Ｃ　子ども・高齢者・共生社会

P8 P8

　本紙の合計特殊出生率は１．０５と多摩２
６市中２３番目（平成２０年）となってお
り、待機児童の解消や保育サービスの充実、
適正規模の学童保育のための環境整備などが
課題となっています。

　本紙の合計特殊出生率は１．０５と多摩２
６市中２３番目（平成２０年）となってお
り、子育て家庭の支援のため、待機児童の解
消や保育サービスの充実、適正規模の学童保
育のための環境整備などが課題となっていま
す。

３　社会潮流と小金井市の現状（特徴と課題） ３　社会潮流と小金井市の現状（特徴と課題）

Ｐ9 Ｐ9

また、駅周辺のまちづくり、新ごみ処理施設
や新市庁舎の建設、さらには平成３５年
（2023年）頃からと見込まれる人口減少や施
設の老朽化、金利の上昇（地方債残高の抑
制）にも備えていく必要ります。

また、駅周辺のまちづくり、新ごみ処理施設
や新庁舎の建設、さらには平成３５年（2023
年）頃からと見込まれる人口減少や施設の老
朽化、金利の上昇（地方債残高の抑制）にも
備えていく必要があります。

コラム　長期計画審議会の議論から コラム　長期計画審議会の議論から

P9 P9

住み続けたい理由（上位3つ）・・・自然環
境が良い、都心への交通の便が良い、住み慣
れ愛着ある

住み続けたい理由（上位3つ）・・・自然環
境が良い、都心への交通の便が良い、住み慣
れ愛着がある

４　まちづくりの基本姿勢 ４　まちづくりの基本姿勢

Ｐ10 Ｐ10

※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、住民の
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。

※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、市民の
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。

５　小金井市の将来像 ５　小金井市の将来像

Ｐ11 Ｐ11

将来像実現を測る基本的な指標として、「住
みやすさの向上」と「住み続けたいと思う市
民の増加」を目指します。

将来像実現を測る基本的な指標として、「住
みやすさの向上」と「住み続けたいと思う市
民の割合の増加」を目指します。

Ｅ【課題】多様な住民ニーズへの対応と行財政
改革

パブリックコメントの意見
（６４）を踏まえ、子育て
家庭の支援が必要であるこ
とを明確化した。

Ｅ【課題】多様な住民ニーズへの対応と行財政
改革

【課題】子育て支援、高齢者福祉などの充実と
共生社会の推進

【課題】子育て支援、高齢者福祉などの充実と
共生社会の推進パブリックコメントの意見

（６４）を踏まえ、子育て
家庭の支援が必要であるこ
とをしっかりと書くべき。

語句の整備
誤植修正

語句の整備

誤植修正
（１）将来像 （１）　将来像

語句の整備
市民意向調査 市民意向調査
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

Ｐ13 Ｐ13

また、（仮称）市民交流センターなどを活用
した文化・芸術の振興や、人権・平和・男女
共同参画の取組、スポーツ・レクリエーショ
ンなどを推進します。

また、市民交流センターなどを活用した文
化・芸術の振興や、人権・平和・男女共同参
画の取組、スポーツ・レクリエーションなど
を推進します。

Ｐ14 Ｐ14

「はけ」や玉川上水などをはじめとする市内
の水とみどりの保全に取り組むとともに、

「はけ」や玉川上水などをはじめとする市内
のみどりと水の保全に取り組むとともに、

P14 P14

また、同施設が稼働するまでの間は、多摩地
域の多くの自治体並びに一部事務組合に可燃
ごみの処理をお願いしなければならないこと
から、

また、同施設が稼働するまでの間は、多摩地
域の多くの自治体及び一部事務組合に可燃ご
みの処理をお願いしなければならないことか
ら、

Ｐ15 Ｐ15

東小金井駅周辺は、土地区画整理事業などに
より、東部地区の中心として一部に商業、業
務機能を持たせた地区として整備を行いま
す。

東小金井駅周辺は、土地区画整理事業などに
より、東部地区の中心として一部に商業、業
務機能を持たせた地区として整備を推進しま
す

Ｐ15 Ｐ15

平成２３年度末に東京都に完全に移管される
上水道の緊急時の対応などに万全を期すると
ともに、

平成２３年度末に受託事業の解消される上水
道の緊急時の対応などに万全を期するととも
に、

語句の整備
市街地整備 市街地整備

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

５　（２）将来像実現のため施策の大綱（４つの
柱）と重点政策

５　（２）将来像実現のため施策の大綱（４つの
柱）と重点政策

語句の整備

（２）Ａ　③豊かな人間性と次世代の夢をはぐ
くむまち（文化と教育）

Ａ　③豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

平成２３年度に水道事業事
務委託は解消予定であるた
め

住宅・住環境 住宅・住環境

語句の整備みどりと水 みどりと水

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

語句の整備
地球環境衛生 地球環境衛生

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）

６　①　みどりあふれる快適で人にやさしいまち
（環境と都市基盤）
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

Ｐ16 Ｐ16

また、産地偽装問題などによる消費生活にお
ける安全・安心が求められているとともに、
経済の先行き不透明化などにより雇用不安が
高まっています。

また、消費生活においては産地偽装問題など
により安全・安心が求められているととも
に、経済の先行き不透明化などにより雇用不
安が高まっています。

Ｐ16 Ｐ16

防災については、市民の防災意識の向上、自
主防災組織などの防災体制の強化を図り、防
災コミュニティづくりを進めるとともに、防
災機能の強化のため、消防団の設備・装備及
び災害対策物資・設備の充実を図り、防災活
動の拠点となる防災センターを庁舎の建設と
併せて整備します。
　防犯については、市民の防犯意識向上を図
るとともに、地域での見守り活動などを推進
し、地域ぐるみの防犯対策を推進します。

防災については、市民の防災意識の向上、自
主防災組織などの防災体制の強化を図り、防
災コミュニティづくりを進めるとともに、防
災機能の強化のため、消防団の設備・装備及
び災害対策物資・設備の充実を図り、防災活
動の拠点となる防災センターを新庁舎の建設
と併せて整備します。
　防犯については、市民の防犯意識の向上を
図るとともに、地域での見守り活動などを推
進し、地域ぐるみの防犯対策を推進します。

Ｐ17 Ｐ17

農地を保全するとともに、市民やＮＰＯなど
と協力しながら担い手の育成や、認定認証農
業者制度を推進するなど、農業経営の安定化
支援に努めます。

農地が減少しないように保全するとともに、
農業者と市民やＮＰＯなどが協働で仕組みづ
くりを進め、担い手の育成や認定認証農業者
制度を推進するなどにより、農業経営の安定
化支援に努めます。

Ｐ17 Ｐ17

また、農業情報発信拠点を整備し、江戸東京
野菜など地元産農作物の産業化に努め、地場
産品の流通を促進します。

また、農作物直売所を整備し、江戸東京野菜
など地場産農作物の産業化に努め、地場産品
の流通を促進します。

語句の整備
誤植修正

地域安全 地域安全

パブリックコメントの意見
（２８）を踏まえ、産地偽
装問題が農業の課題と読み
間違わないよう、文章を整
理すべき。また、雇用不安
は文章を分けるべき。

パブリックコメントの意見
（２８）を踏まえ、産地偽
装問題が農業の課題と読み
間違わないよう、文章を整
理しました。接続の関係か
ら、雇用は文章を分けずに
消費生活とつなげたままと
しました。

現況と課題の概要

農業

現況と課題の概要

パブリックコメントの意見
（２９）を踏まえ、農業譲
歩発信拠点に代えて、農作
物直売所の整備による流通
促進に修正した。

農業

パブリックコメントの意見
（２９）を踏まえ、農業の
保全及び市民等との協力の
内容を具体化した。

農業 農業

パブリックコメントの意見
（２９）を踏まえ、農業譲
歩発信拠点について前期基
本計画を踏まえた書き方に
改めるべき。

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

パブリックコメントの意見
（２９）を踏まえ、農業の
保全及び市民等との協力の
内容を具体的に記載すべ
き。
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

P17 P17

安全・安心な消費者生活を支援するため、市
民の消費生活意識の向上と正しい知識及び情
報の普及を進めるとともに、関係団体との連
携により、相談事業の充実を図ります。

安全・安心な消費者生活を支援するため、市
民の消費生活意識の向上と正しい知識の普及
及び情報提供を進めるとともに、関係団体と
の連携により、相談事業の充実を図ります。

Ｐ18 Ｐ18

私たちの住む小金井市では、市民文化につい
ては、芸術文化振興条例の制定、はけの森美
術館の整備などを行うとともに、市民交流の
場・芸術文化ホールである（仮称）市民交流
センターの整備が進められています。

私たちの住む小金井市では、市民文化につい
ては、芸術文化振興条例の制定、はけの森美
術館の整備などを行うとともに、市民交流の
場・芸術文化ホールである市民交流センター
の整備が進められています。

Ｐ18 Ｐ18

市民の参加と協働により、個性豊かな市民文
化の創造、芸術文化活動の推進、歴史的文化
の保全と継承など、総合的な文化振興を推進
するとともに、文化施設である（仮称）市民
交流センターやはけの森美術館を効率的に運
営し、芸術文化事業を積極的に推進します。

市民の参加と協働により、個性豊かな市民文
化の創造、芸術文化活動の推進、歴史的文化
の保全と継承など、総合的な文化振興を推進
するとともに、文化施設である市民交流セン
ターやはけの森美術館を効率的に運営し、芸
術文化事業を積極的に推進します。

Ｐ19 Ｐ19

児童・生徒一人ひとりが夢を持っていきいき
と学習できる学校教育の計画的推進により、
時代に即した教育内容はもちろんのこと、児
童生徒及び教員の心と体のケアや教職員の研
修の充実を図ります。

児童生徒一人ひとりが夢を持っていきいきと
学習できる学校教育の計画的推進により、時
代に即した教育内容はもちろんのこと、児童
生徒及び教員の心と体のケアや教職員の研
修・研究の充実を図ります。

文化・芸術

語句の整備

消費者生活・勤労者福祉 消費者生活・勤労者福祉

現況と課題の概要 現況と課題の概要

語句の整備

語句の整備

語句の整備

学校教育学校教育

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　②　ふれあいと活力のあるまち（地域と経
済）

６　③　豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

６　③　豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

６　③　豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

６　③　豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

６　③　豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

６　③　豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむま
ち（文化と教育）

文化・芸術
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

P20 P20

また、高齢者ができる限り元気に暮らせるよ
う、高齢者自身の参加＊による「小金井さく
ら体操」などの健康づくりや地域で支え合う
仕組みづくりを進めるとともに、

また、高齢者ができる限り元気に暮らせるよ
う、高齢者自身の参加＊による「小金井さく
ら体操」（小金井市介護予防体操）などの健
康づくりや地域で支え合う仕組みづくりを進
めるとともに、

Ｐ21 Ｐ21

また、医療機関との連携と協力体制のもと、
地域医療体制及び情報提供の充実やかかりつ
け医・かかり歯科医の普及を進めるととも
に、

また、医療機関との連携と協力体制のもと、
地域医療体制及び情報提供の充実やかかりつ
け医・かかりつけ歯科医の普及を進めるとと
もに、

７　計画の推進 ７　計画の推進

P22 P22

また、参加と協働による効果的効率的な市政
運営を進め、創造的なまちづくりに貢献でき
る人材の育成・活用と行政組織の活性化を図
ります。

また、参加と協働による効果的・効率的な市
政運営を進め、創造的なまちづくりに貢献で
きる人材の育成・活用と行政組織の活性化を
図ります。

７　計画の推進 ７　計画の推進

P23 P23

基本構想に基づいた総合的かつ計画的な市政
運営を推進するため、施策の具体化とその実
現方法を明らかにする「基本計画」、その事
業と財政の裏付けを明らかにする「実施計
画」を策定するとともに、分野毎・課題毎の
計画を体系的・総合的に策定します。
　また、計画的施設整備の推進及び行政サー
ビスの中枢となる庁舎の建設を計画的に推進
します。

基本構想に基づいた総合的かつ計画的な市政
運営を推進するため、施策の具体化とその実
現方法を明らかにする「基本計画」、その事
業と財政の裏付けを明らかにする「実施計
画」を策定するとともに、分野ごと・課題ご
との計画を体系的・総合的に策定します。
　また、計画的施設整備の推進及び行政サー
ビスの中枢となる新庁舎の建設を計画的に推
進します。

誤植修正

語句の整備

行政経営 行政経営

６　④　だれもが安心して暮らせる思いやりのあ
るまち（福祉と健康）

６　④　だれもが安心して暮らせる思いやりのあ
るまち（福祉と健康）

健康・医療 健康・医療

語句の整備

計画的行政 計画的行政

語句の整備

高齢者福祉 高齢者福祉

６　④　だれもが安心して暮らせる思いやりのあ
るまち（福祉と健康）

６　④　だれもが安心して暮らせる思いやりのあ
るまち（福祉と健康）
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第１部第１章　基本計画の目的と策定意義・役割 第１部第１章　基本計画の目的と策定意義・役割

P26 P26

基本構想では、「市民生活優先のまちづく
り」「参加と　　　によるまちづくり」「総
合的なまちづくり」をまちづくりの基本姿勢
として、計画分野ごとに施策の大綱を明らか
にするとともに、新たに分野横断的に重点政
策を設定しました。

基本構想では、「市民生活優先のまちづく
り」「参加と協働によるまちづくり」「総合
的なまちづくり」をまちづくりの基本姿勢と
して、計画分野ごとに施策の大綱を明らかに
するとともに、新たに分野横断的に重点政策
を設定しました。

第２章　　基本計画の枠組み 第２章　　基本計画の枠組み

Ｐ27 Ｐ27

基本計画は、平成２３年度から平成２７年度
を前期基本計画とし、平成２８年度から平成
３２年度までを後期基本計画とします。

基本計画は、平成２３年度から２７年度を前
期基本計画とし、平成２８年度から３２年度
までを後期基本計画とします。

第２章　基本計画の枠組み 第２章　基本計画の枠組み

P27 P27

基本構想:平成２３年度から平成３２年度を
計画期間とした市の最上位計画で、市民のし
あわせの増進を目的とし、社会潮流と市の現
状（特徴と課題）、まちづくりの基本姿勢、
将来像、重点政策と施策の大綱を明らかにし
たものです。

基本構想:平成２３年度から３２年度を計画
期間とした市の最上位計画で、市民のしあわ
せの増進を目的とし、社会潮流と市の現状
（主要な特徴と課題）、まちづくりの基本姿
勢、将来像、重点政策と施策の大綱を明らか
にしたものです。

第２章　基本計画の枠組み 第２章　基本計画の枠組み

P29 P29

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。

(中略）

このように先行きが不透明かつ厳しい状況の
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、

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、経済の成熟化により、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。

(中略）

このように先行きが不透明かつ厳しい状況の
中で、新ごみ処理施設の建設や庁舎問題な
ど、大きな支出を伴う事業が予定され、

語句の整備、誤植修正

１　計画期間 １　計画期間

３　財政計画

１　計画期間

語句の整備

３　財政計画

誤植修正

語句の整備

１　計画期間
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第３章　基本計画の概要 第３章　基本計画の概要

P30 P30

この基本計画は、第１部「総論」、第２部
「各論」、第３部「計画の推進」の３部で構
成されており、第１部「総論」は「基本計画
の意義と役割」「基本計画の枠組み」

この基本計画は、第１部「総論」、第２部
「各論」、第３部「計画の推進」の３部で構
成されており、第１部「総論」は「基本計画
の目的と策定意義・役割」「基本計画の枠組
み」

第３章　基本計画の概要 第３章　基本計画の概要

Ｐ30 Ｐ30

各分野ごとに、課題を解決し、成果・活動指
標を達成するために、財政計画を踏まえて、
今後５年以内に進める主な事業とその実施年
度を明らかにしました。

各分野ごとに、課題を解決し、成果・活動指
標を達成するために、中期財政計画を踏まえ
て、今後５年以内に進める主な事業とその実
施年度を明らかにしました。

第３章　２　施策の大綱（４つの柱） 第３章　２　施策の大綱（４つの柱）

Ｐ31 Ｐ31

また、（仮称）市民交流センターなどを活用
した文化・芸術の振興や、人権・平和・男女
共同参画の取組、スポーツ・レクリエーショ
ンなどを推進します。

また、市民交流センターなどを活用した文
化・芸術の振興や、人権・平和・男女共同参
画の取組、スポーツ・レクリエーションなど
を推進します。

第４章　１　みどりと環境プロジェクト 第４章　１　みどりと環境プロジェクト

P33 P33

・樹木や公園緑地の環境美化サポーター制
度の活用、市民による緑化活動への助成な
ど、市民が進んで参加できるみどりの維持・
管理の仕組みづくりを進めるとともに、

・樹木や公園・緑地の環境美化サポーター
制度の活用、市民による緑化活動への助成な
ど、市民が進んで参加できるみどりの維持・
管理の仕組みづくりを進めるとともに、

第４章　１　みどりと環境プロジェクト 第４章　１　みどりと環境プロジェクト

ｐ33 ｐ33

・緑地の公有地化を推進するため、特別緑
地保全地区などの拡大を行うとともに、緑と
公園基金の積み立てと有効利用を図ります。

・緑地の公有地化を推進するため、特別緑
地保全地区などの拡大を行うとともに、緑と
公園基金の積立てと有効利用を図ります。

語句の整備

みどりをはぐくむ仕組みづくり みどりをはぐくむ仕組みづくり

誤植修正

１　計画期間の構成 １　計画期間の構成

誤植修正

１（５）主な事業＊２ １（５）主な事業＊２

語句の整備

（３）豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむ
まち（文化と教育）

（３）豊かな人間性と次世代の夢をはぐくむ
まち（文化と教育）

語句の整備

みどりの保全 みどりの保全
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト 第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト

Ｐ34 Ｐ34

・駅前のコミュニティ広場や（仮称）市民
交流センターなどを中心に、市内の商店街な
どがにぎわう、活力のあるまち

・駅前のコミュニティ広場や市民交流セン
ターなどを中心に、市内の商店街などがにぎ
わう、活力のあるまち

第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト 第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト

Ｐ35 Ｐ35

【新】公会堂にかわる市の文化活動や交流の
拠点となる（仮称）市民交流センターの適切
な管理運営を推進します。

【新】公会堂にかわる市の文化活動や交流の
拠点となる市民交流センターの適切な管理運
営を推進します。

第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト 第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト

Ｐ35 Ｐ35

【新】市民ニーズを踏まえたにぎわいある商
店街づくりを進めるために、大学や市民など
とも協働して、各種施策を重点的に行う商業
振興モデル地区を推進します。

【新】市民ニーズを踏まえたにぎわいのある
商店街づくりを進めるために、大学や市民な
どとも協働して、各種施策を重点的に行う商
業振興モデル地区を推進します。

第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト 第４章　２　まちのにぎわい創出プロジェクト

Ｐ35 Ｐ35

【拡】市内の自然や農業とのふれあえる場の
充実を図るため、直売所や体験農園の拡充を
進めるとともに、遊歩道や地域拠点施設の整
備を図ります。

【拡】市内の自然や農業とふれあえる場の充
実を図るため、直売所や体験農園の拡充を進
めるとともに、遊歩道や地域拠点施設の整備
を図ります。

第４章　３　子育て・子育ち応援プロジェクト 第４章　３　子育て・子育ち応援プロジェクト

P36 P36

【拡】子育て支援地域ネットワークに幼稚園
の参加を促し、幼稚園・保育園の連携や幼児
教育のネットワークづくりを推進します。

【拡】子育て支援ネットワークに幼稚園の参
加を促し、幼稚園・保育園の連携や幼児教育
のネットワークづくりを推進します。

第４章　５　共生社会推進プロジェクト 第４章　５　共生社会推進プロジェクト

Ｐ37 Ｐ37

・障がい者も健常者も、だれもがいきいき
と暮らせるノーマライゼーションのまち

・障がいのある人もない人も、だれもがい
きいきと暮らせるノーマライゼーションのま
ち

語句の整備
目指すべき姿 目指すべき姿

語句の整備
文化施設の効率運営 文化施設の効率運営

誤植修正

農業基盤の確立 農業基盤の確立

語句の整備

商業環境の整備 商業環境の整備

誤植修正

家庭と地域の共同教育の推進 家庭と地域の共同教育の推進

語句の整備
目指すべき姿 目指すべき姿
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第４章　５　共生社会推進プロジェクト 第４章　５　共生社会推進プロジェクト

Ｐ38 Ｐ38

・女性の生活と地位向上を図るための活動
拠点として、また、男女が社会・家庭・地域
生活を共有していくための拠点として（仮
称）男女平等推進センターの整備を検討しま
す。

・女性の生活と地位向上を図るための活動
拠点として、また、男女が社会・家庭・地域
生活を共有していくための拠点として、（仮
称）男女平等推進センターの整備を検討しま
す。

第４章　５　共生社会推進プロジェクト 第４章　５　共生社会推進プロジェクト

Ｐ38 Ｐ38

・道路の安全性や環境面での向上を図るた
め、車道と歩道の分離や街路樹の植栽・剪定
を推進するとともに、低騒音舗装・保水性舗
装などの活用を図ります。

・道路の安全性や環境面での向上を図るた
め、車道と歩道の分離や街路樹の植栽・剪定
を推進するとともに、低騒音舗装・透水性舗
装などの活用を図ります。

第４章　５　共生社会推進プロジェクト 第４章　５　共生社会推進プロジェクト

P39 Ｐ39

【拡】防犯対策推進のため、「こきんちゃん
あいさつ運動」（こがねいし安全・安心あい
さつ運動）などを通して、子どもを地域ぐる
みで守る取組を進めるとともに、町会・自治
会・商店会などを中心とする地域に根ざした
地域安全活動を支援します。

【拡】防犯対策推進のため、「こきんちゃん
あいさつ運動」（こがねいし安全・安心あい
さつ運動）などを通して、子どもを地域ぐる
みで守る取組を進めるとともに、町会・自治
会・商店会などを中心とする地域に根差した
地域安全活動を支援します。

Ｐ39 Ｐ39

・だれもが地域での生活を楽しみ、活動を
とおしてふれあえる、きずなを結ぶまち

・だれもが地域での生活を楽しみ、活動を
通してふれあえる、きずなを結ぶまち

P39 P39

・樹木や公園緑地の環境美化サポーター制
度の活用、市民による緑化活動への助成な
ど、市民が進んで参加できるみどりの維持・
管理の仕組みづくりを進めるとともに、

・樹木や公園・緑地の環境美化サポーター
制度の活用、市民による緑化活動への助成な
ど、市民が進んで参加できるみどりの維持・
管理の仕組みづくりを進めるとともに、

文章の整備

男女共同参画の推進 男女共同参画の推進

第４章　６　きずなを結ぶまちづくりプロジェク
ト

第４章　６　きずなを結ぶまちづくりプロジェク
ト

誤植修正目指すべき姿 目指すべき姿

誤植修正

道路の整備 道路の整備

語句の整備

防犯体制の強化 防犯体制の強化

語句の整備

みどりをはぐくむ仕組みづくり みどりをはぐくむ仕組みづくり

第４章　６　きずなを結ぶまちづくりプロジェク
ト

第４章　６　きずなを結ぶまちづくりプロジェク
ト
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

P40 P40

・施策に反映させるため、分野ごとに多様
な市民ニーズを的確に把握するため、各種市
民意向調査や市長への手紙を必要に応じて実
施し、共有化を図ります。

・施策に反映させるため、分野ごとに多様
な市民ニーズを的確に把握し、各種市民意向
調査や市長への手紙を必要に応じて実施し
て、共有化を図ります。

第５章　施策の体系 第５章　施策の大系

Ｐ41 Ｐ41

施策体系化を図りました。 施策の体系化を図りました。

第５章　施策の体系 第５章　施策の体系

Ｐ45 Ｐ45

健康・医療ー医療体制の充実ーかかりつけ医
の普及

健康・医療ー医療体制の充実ーかかりつけ
医・かかりつけ歯科医の普及

第５章　施策の体系 第５章　施策の体系

Ｐ46 Ｐ46

計画的行政ー計画のマネジメントの整備ー庁
舎の建設

計画的行政ー計画のマネジメントの整備ー新
庁舎の建設

施策の読み方 施策の読み方

Ｐ47 Ｐ47

各項目の説明についてはＰ３０「計画の概
要」を参照ください。

各項目の説明についてはP.29「計画の構成」
を参照ください。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

P50 P50

また、都市化の影響から地下水や湧水を保全
するため、水の浸透・貯留を推進し、水浸透
ますの設置比率は世界に誇る水準となってい
ます。

また、都市化の影響から地下水や湧水を保全
するため、雨水の浸透・貯留を推進し、雨水
浸透ますの設置比率は世界に誇る水準となっ
ています。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

Ｐ50 Ｐ50

「はけ」や玉川上水などをはじめとする市内
の水とみどりの保全に取り組むとともに、

「はけ」や玉川上水などをはじめとする市内
のみどりと水の保全に取り組むとともに、

誤植修正
市民ニーズの把握と共有化 市民ニーズの把握と共有化

第４章　６　きずなを結ぶまちづくりプロジェク
ト

第４章　６　きずなを結ぶまちづくりプロジェク
ト

文章の整備

現況と課題

誤植修正

現況と課題

誤植修正
４だれもが安心して暮らせる思いやりのあるま
ち（福祉と健康）

４だれもが安心して暮らせる思いやりのあるま
ち（福祉と健康）

誤植修正

施策の方向性 施策の方向性 語句の整備

語句の整備基本構想実現のために（計画の推進） 基本構想実現のために（計画の推進）
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

Ｐ51 Ｐ51

・樹木や公園緑地の環境美化サポーター制
度の活用、市民による緑化活動への助成な
ど、市民が進んで参加できるみどりの維持・
管理の仕組みづくりを進めるとともに、その
ための支援や指導を行います。

・樹木や公園・緑地の環境美化サポーター
制度の活用、市民による緑化活動への助成な
ど、市民が進んで参加できるみどりの維持・
管理の仕組みづくりを進めるとともに、その
ための支援や指導を行います。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

P52 成果・活動指標 P51 成果・活動指標

花壇ボランティア、環境美化サポーター制度
などの充実
調整中/調整中

花壇ボランティア、環境美化サポーター制度
などの充実
8/16

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

Ｐ52 Ｐ52

【拡】緑地の公有地化を推進するため、特別
緑地保全地区などの拡大を行うとともに、緑
と公園基金の積立と有効利用を図ります。

【拡】緑地の公有地化を推進するため、特別
緑地保全地区などの拡大を行うとともに、緑
と公園基金の積立てと有効利用を図ります。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

P52 P52

さらに、中間処理場については、施設の老朽
化に対応し、循環社会の形成に資する施設の
整備について、地域住民との協議が必要とな
ります。

さらに、中間処理場については、施設の老朽
化に対応し、循環社会の形成に資する施設の
整備に向けて、地域住民との協議が必要とな
ります。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

P53 P53

・道路や公園などの身近なみどりを守り、
はぐくむため、市民、事業者などと協力し、
緑化を推進します。

・道路や公園などの身近なみどりを守り、
はぐくむため、市民・事業者などと協力し、
緑化を推進します。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

Ｐ53 Ｐ53

・用水路の親水整備などを行い、水辺の創
出を図るとともに、水とみどりのネットワー
クの形成を図ります。

・用水路の親水整備などを行い、水辺の創
出を図るとともに、みどりと水のネットワー
クの形成を図ります。

数値の追加

誤植修正
３（４）道路などの緑化 ３（４）道路などの緑化

語句の整備

施策の方向性 施策の方向性

語句の整備

１（２）市民による公園緑地づくり １（２）市民による公園・緑地づくり

語句の整備
４（２）水辺の創出 ４（２）水辺の創出

２（２）緑地の確保・整備 ２（２）緑地の確保・整備

文章の整備
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

Ｐ53 Ｐ53

・安全で美味しい飲料水としての地下水及
びきれいな湧水を保全するため、地下水の水
位、水質、流れを確保し、地下水及び湧水の
汚染の防止などに努めます。

・安全でおいしい飲料水としての地下水及
びきれいな湧水を保全するため、地下水の水
位、水質、流れを確保し、地下水及び湧水の
汚染の防止などに努めます。

第２部第１章　１　みどりと水 第２部第１章　１　みどりと水

P53 P53

・下水道に流入する雨水の量を軽減し、で
きるだけこれを地下浸透させます。

・下水道に流入する雨水の量を軽減し、地
下へ浸透させます。

第２部第１章　２　地域環境衛生 第２部第１章　２　地域環境衛生

Ｐ54 Ｐ54

市民・事業者の皆さんのご協力により、ごみ
の排出量の少なさ・総資源率の高さは全国的
にもトップレベルとなりましたが、

市民・事業者の皆さんのご協力により、ごみ
の排出量の少なさ・総資源化率の高さは全国
的にもトップレベルとなりましたが、

第２部第１章　２　地域環境衛生 第２部第１章　２　地域環境衛生

P54 P54

また、同施設が稼働するまでの間は、多摩地
域の多くの自治体並びに一部事務組合に可燃
ごみの処理をお願いしなければならないこと
から、

（中略）

さらに、中間処理場については、施設の老朽
化に対応し、循環社会の形成に資する施設の
整備について、地域住民との協議が必要とな
ります。

また、同施設が稼働するまでの間は、多摩地
域の多くの自治体及び一部事務組合に可燃ご
みの処理をお願いしなければならないことか
ら、

（中略）

さらに、中間処理場については、施設の老朽
化に対応し、循環社会の形成に資する施設の
整備に向けて、地域住民との協議が必要とな
ります。

第２部第１章　３　人と自然の共生 第２部第１章　３　人と自然の共生

Ｐ58 Ｐ58

なお、公害苦情の件数は現在横ばいとなって
いますが、住宅地が多いこともあり、騒音や
悪臭などの生活型公害への苦情が多くなって
います。

なお、公害の苦情件数は現在横ばいとなって
いますが、住宅地が多いこともあり、騒音や
悪臭などの生活型公害への苦情が多くなって
います。

文章の整備

施策の方向性

現況と課題

語句の整備

語句の整備４（３）雨水の地下浸透対策 ４（３）雨水の地下浸透対策

４（２）水辺の創出 ４（２）水辺の創出

施策の方向性

語句の整備

現況と課題

誤植修正
現況と課題 現況と課題
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部１章　３　人と自然の共生 第２部１章　３　人と自然の共生

P59 P59

（仮称）エコ・モデルハウス
Ｈ23年度：整備　Ｈ24年度以降：空欄

第２部１章　３　人と自然の共生 第２部１章　３　人と自然の共生

Ｐ60 Ｐ60

【新】雨水や風など身近な自然をいかした環
境配慮型住宅のモデルハウスを整備し、環境
への取組の体験・拠点施設などとして、市民
協働・公民連携により活用を図ります。

第２部第１章　４　市街地整備 第２部第１章　４　市街地整備

Ｐ62 Ｐ62

ＪＲ中央本線連続立体交差事業の推進
整備（調整中）

ＪＲ中央本線連続立体交差事業の推進
推進/→/→

第２部第１章　４　市街地整備 第２部第１部　４　市街地整備

Ｐ62 Ｐ62

東小金井駅北口土地区画整理事業の推進
整備（調整中）

東小金井駅北口土地区画整理事業の推進
推進/→/→/→/→

第２部第１章　４　市街地整備 第２部第１章　４　市街地整備

Ｐ63 Ｐ63

・市の施設や地域の場所へスムーズに行ける
ように、案内表示などの充実を図ります。

第２部第１章　５　住宅・住環境 第２部第１章　５　住宅・住環境

Ｐ64 Ｐ64

なお、上水道は平成２３年度末をもって東京
都に移管することとなっています。

なお、上水道は平成２３年度末をもって受託
事業が解消されることとなっています。

パブリックコメントの意見
（６２）を踏まえ、案内表
示の整備について追加すべ
き。

パブリックコメントの意見
（６２）を踏まえ、案内表
示の整備について追加し
た。
バリアフリーのまちづくり
基本構想では「案内標識の
設置」としており、標識の
内容も加味した。

主な事業

現況と課題 現況と課題

２（１）地球温暖化対策の推進 ２（１）地球温暖化対策の推進

平成２３年度に水道事業事
務委託は解消予定であるた
め

２（３）バリアフリーのまちづくりの推進

主な事業 環境への取組の体験及び拠
点施設として整備するため

２（３）バリアフリーのまちづくりの推進

環境への取組の体験及び拠
点施設として整備するため
追加

平成２７年度で事業が終了
しないことが判明している
ため

主な事業 主な事業

平成２５年度で事業終了予
定のため

主な事業 主な事業
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第１章　５　住宅・住環境 第２部第１章　５　住宅・住環境

Ｐ64 Ｐ64

また、地区水（地下水）などによる安全で美
味しい上水道の維持、下水道では合流式下水
道の改善、耐震化や老朽化対策などが課題と
なっています。

また、地区水（地下水）などによる安全でお
いしい上水道の維持、下水道では合流式下水
道の改善、耐震化や老朽化対策などが課題と
なっています。

第２部第１章　５　住宅・住環境 第２部第１章　５　住宅・住環境

Ｐ64 Ｐ64

平成２３年度末に東京都に完全に移管される
上水道の緊急時の対応などに万全を期すると
ともに、

平成２３年度末に受託事業の解消される上水
道の緊急時の対応などに万全を期するととも
に、

第２部第１章　５　住宅・住環境 第２部第１章　５　住宅・住環境

Ｐ65 Ｐ65

地下水源の整備
推進/（東京都水道局に移管）

地下水源の整備
推進/（東京都との事務委託の解消）

第２部第１章　５　住宅・住環境 第２部第１章　５　住宅・住環境

Ｐ66 Ｐ66

【拡】地域における貴重な資源である農地を
保全し、生活環境整備に努めます。

【拡】地域における貴重な資源である農地を
保全し、生活環境の整備に努めます。

第２部第１章　５　住宅・住環境 第２部第１章　５　住宅・住環境

Ｐ67 Ｐ67

・平成２３年度末に受託水道事業を事務委
託解消しますが、引き続き、東京都と協力し
て、将来的にも安定的な水資源の確保を、国
及び関係機関に要望していきます。

・平成２３年度末に受託水道事業の事務委
託を解消しますが、引き続き、東京都と協力
して、将来的にも安定的な水資源の確保を、
国及び関係機関に要望していきます。

第２部第１章　６　道路・河川 第２部第１章　６　道路・河川

Ｐ68 Ｐ68

また、発達した市内のバス網に加え、交通不
便とされた地域にもコミュニティバス「Ｃｏ
Ｃｏバス」５路線が運行し、

また、発達した市内のバス網に加え、交通不
便とされた地域にもコミュニティバス「Ｃｏ
Ｃｏバス」が５路線運行し、

語句の整備

現況と課題 現況と課題

語句の整備

４（１）安定給水の確保 ４（１）安定給水の確保

語句の整備
現況と課題 現況と課題

平成２３年度に水道事業事
務委託は解消予定であるた
め

施策の方向性 施策の方向性

語句の整備主な事業 主な事業

語句の整備２（２）快適な住環境の整備 ２（２）快適な住環境の整備
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第１章　６　道路・河川 第２部第１章　６　道路・河川

P70 P70

【拡】南北道路や駅周辺の都市計画道路など
については、東京都と協力して計画的な整備
を図ります。

【拡】南北道路や駅周辺の都市計画道路など
については、東京都と協力して計画的に整備
します。

第２部第１章　６　道路・河川 第２部第１章　６　道路・河川

P71 P71

・自然再生事業など、東京都に協力・要望
し、自然に親しめる場の更なる充実を東京都
に要望します。

・自然再生事業などを東京都に協力して進
めるとともに、自然に親しめる場の更なる充
実を東京都に要望します。

第２部第２章　１　ｺﾐｭﾆﾃｨネットワーク 第２部第２章　１　ｺﾐｭﾆﾃｨネットワーク

P74 P74

地域活動への市民の参加率※
9.4％/12.0％

地域活動への市民の参加率※
9.9％/12.0％

第２部第２章　１　ｺﾐｭﾆﾃｨネットワーク 第２部第２章　１　ｺﾐｭﾆﾃｨネットワーク

P75 P75

・大学・企業・団体などの地域活動を促進
するため、様々な活動団体の情報発信や、市
民と活動団体の交流の場づくり、団体間の連
携支援などを支援します。

・大学・企業・団体などの地域活動を促進
するため、様々な活動団体の情報発信や、市
民と活動団体の交流の場づくり、団体間の連
携などを支援します。

第２部第２章　２　地域安全 第２部第２章　２　地域安全

Ｐ76 Ｐ76

防犯では、こがねい安全・安心メールを配信
し、「こきんちゃんあいさつ運動」（こがね
いし安全・安心あいさつ運動）などによる地
域に根ざした安全活動が進められています。

防犯では、こがねい安全・安心メールを配信
し、「こきんちゃんあいさつ運動」（こがね
いし安全・安心あいさつ運動）などによる地
域に根差した安全活動が進められています。

文章の整備

１（５）大学・企業・団体などの地域活動の促
進

１（５）大学・企業・団体などの地域活動の促
進

４（２）親水空間の確保 ４（２）親水空間の確保

成果・活動指標

語句の整備

語句の整備
（既に計画されており、今
後着実に整備されていくた
め）

成果・活動指標 誤植修正

１（３）ＪＲ中央本線関連側道及び南北交差道
路の整備

１（３）ＪＲ中央本線関連側道及び南北交差道
路の整備

語句の整備

現況と課題 現況と課題
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第２章　２　地域安全 第２部第２章　２　地域安全

P76 P76

防災については、市民の防災意識の向上、自
主防災組織などの防災体制の強化を図り、防
災コミュニティづくりを進めるとともに、防
災機能の強化のため、消防団の設備・装備及
び災害対策物資・設備の充実を図り、防災活
動の拠点となる防災センターを庁舎の建設と
併せて整備します。

防災については、市民の防災意識の向上、自
主防災組織などの防災体制の強化を図り、防
災コミュニティづくりを進めるとともに、防
災機能の強化のため、消防団の設備・装備及
び災害対策物資・設備の充実を図り、防災活
動の拠点となる防災センターを新庁舎の建設
と併せて整備します。

第２部第２章　２　地域安全 第２部第２章　２　地域安全

Ｐ79 Ｐ79

【拡】防犯対策推進のため、「こきんちゃん
あいさつ運動」（こがねいし安全・安心あい
さつ運動）などを通して、子どもを地域ぐる
みで守る取組を進めるとともに、町会・自治
会・商店会などを中心とする地域に根ざした
地域安全活動を支援します。

【拡】防犯対策推進のため、「こきんちゃん
あいさつ運動」（こがねいし安全・安心あい
さつ運動）などを通して、子どもを地域ぐる
みで守る取組を進めるとともに、町会・自治
会・商店会などを中心とする地域に根差した
地域安全活動を支援します。

第２部第２章　３　創造的産業 第２章　３　創造的産業

P81 P81

・新産業振興プランと中心市街地商業等活
性化基本計画（旧法）に基づき、

・産業振興プランと中心市街地商業等活性
化基本計画（旧法）に基づき、

第２部第２章　３　創造的産業 第２部第２章　３　創造的産業

P82 P82

【拡】産業振興は、商工会、商店会、農業者
及び市民などの多様な主体と連携協力して推
進しなければなりません。それらの主体を
コーディネイトする産業振興推進組織の仕組
みづくりを進めます。

【拡】産業振興を、商工会、商店会、農業者
及び市民などの多様な主体と連携協力して推
進するため、それらの主体をコーディネイト
する産業振興推進組織の仕組みづくりを進め
ます。

第２部第２章　４　商業 第２部第２章　４　商業

Ｐ83 Ｐ83

平成２１年には武蔵小金井駅南口の「まちび
らき」を行い、大規模店舗やショッピング
モールがオープンし、これに併せて市内では
新規開店が続いています。市内には１７の商
店会があり、約900件の商店が営業していま
すが、

平成２１年には武蔵小金井駅南口の「まちび
らき」を行い、大規模店舗やショッピング
モールがオープンし、これに併せて駅周辺で
は新規開店が続いています。市内には１７の
商店会があり、約900の商店が営業していま
すが、

文章の整理

２（２）産業振興の仕組みづくり ２（２）産業振興の仕組みづくり

１（１）産業振興の計画的推進
誤植修正

１（１）産業振興の計画的推進

語句の整備

４　防犯体制の強化 ４　防犯体制の強化

文章の整備、語句の整備

現況と課題 現況と課題

語句の整備

施策の方向性 施策の方向性
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第２章　４　商業 第２部第２章　４　商業

P84 成果・活動指標 P84 成果・活動指標

桜まつり等の来場者※
調査中/H20×1.2

桜まつり等の来場者※
400,000/480,000

第２部第２章　４　商業 第２部第２章　４　商業

P84 P84

産業振興プランの策定と推進 産業振興プランの推進

第２部第２章　４　商業 第２部第２章　４　商業

Ｐ85 Ｐ85

・新産業振興プラン、中心市街地商業等活
性化基本計画（旧法）及び商店街の活性化に
関する条例に基づき、

・産業振興プラン、中心市街地商業等活性
化基本計画（旧法）及び商店街の活性化に関
する条例に基づき、

第２部第２章　５　工業 第２部第２章　５　工業

Ｐ87 Ｐ87

私たちの住む小金井市では、市域の多くの大
部分が住宅地であり、工業施設は住宅地の中
にあるため、工業に対しては住環境との調和
が求められています。

私たちの住む小金井市では、市域の大部分が
住宅地であり、工業施設は住宅地の中にある
ため、工業に対しては住環境との調和が求め
られています。

第２部第２章　５　工業 第２部第２章　５　工業

Ｐ87 Ｐ87

小規模な工場が住宅地に混在している状況を
踏まえ、住環境との調和に配慮しつつ、大学
連携型起業家育成支援施設を拠点とした産学
官連携の取組などにより、経営び高度技術化
を支援し、地域産業のＰＲや地域との交流推
進を図ります。

小規模な工場が住宅地に混在している状況を
踏まえ、住環境との調和に配慮しつつ、大学
連携型起業家育成支援施設を拠点とした産学
官連携の取組などにより、経営及び高度技術
化を支援し、地域産業のＰＲや地域との交流
推進を図ります。

第２部第２章　６　農業 第２部第２章　６　農業

P89 P89

農地を保全するとともに、市民やＮＰＯ団体
などと協力しながら、担い手の育成や認定認
証農業者制度を推進するなど、農業経営の安
定化支援に努めます。また、農業情報発信拠
点を整備し、江戸東京野菜など地場産農作物
の産業化に努め、地元産品の流通を促進しま
す。

農地が減少しないよう保全するとともに、農
業者と市民やＮＰＯなどが協働で仕組みづく
りを進め、担い手の育成や認定認証農業者制
度を推進するなど、農業経営の安定化支援に
努めます。また、農作物直売所を整備し、江
戸東京野菜など地場産農作物の産業化に努
め、地場産品の流通を促進します。

数値の追加

施策の方向性 施策の方向性 パブリックコメントの意見
（２９）を踏まえ、農業の
保全及び市民等との協力の
内容を具体化した。また、
農業譲歩発信拠点に代え
て、農作物直売所の整備に
よる流通促進に修正した。

誤植修正

施策の方向性 施策の方向性

主な事業 主な事業

誤植修正
１（１）商業振興の計画的推進 １（１）商業振興の計画的推進

現況と課題

新産業振興プランはＨ22年
度策定予定のため

誤植修正

現況と課題
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第2章　６　農業 第２部第2章　６　農業

P91 P91

【拡】多くの市民が農業にふれられるよう市
民農園などを充実・増設します。

・多くの市民が農業にふれられるよう市民農
園などを充実・増設します。

第２部第２章　６　農業 第２部第２章　６　農業

Ｐ91 Ｐ91

【拡】学校給食への地場産品の供給を支援し
ます。

第２部第２章　７　消費者生活・勤労者福祉 第２部第２章　７　消費者生活・勤労者福祉

Ｐ92 Ｐ92

安全・安心な消費者生活を支援するため、市
民の消費生活意識の向上と正しい知識及び情
報の普及を進めるとともに、関係団体との連
携により、相談事業の充実を図ります。

安全・安心な消費者生活を支援するため、市
民の消費生活意識の向上と正しい知識の普及
及び情報提供を進めるとともに、関係団体と
の連携により、相談事業の充実を図ります。

第２部第２章　７　消費者生活・勤労者福祉 第２部第２章　７　消費者生活・勤労者福祉

P93 P93

第２部第２章　８　雇用 第２部第２章　８　雇用

Ｐ96 Ｐ96

高齢者の就業の場の拡大を図るため、シル
バー人材センターの取組を支援します。

＜削除＞

第２部第３章　１　文化・芸術 第２部第３章　１　文化・芸術

Ｐ98 Ｐ98

また、優れた文化・芸術を享受できる機会及
びに自ら文化・芸術活動を行える場を提供す
るとともに、

（中略）

平成２３年度のオープンに向けて（仮称）市
民交流センターの整備を進めています。

また、優れた文化・芸術を享受できる機会及
び自ら文化・芸術活動を行える場を提供する
とともに、

（中略）

平成２３年度のオープンに向けて市民交流セ
ンターの整備を進めています。

語句の整備

施策の方向性

誤植修正

パブリックコメントの意見
（３０）を踏まえ、学校給
食への地場産品の流通支援
を追加した。

誤植修正
（「１（２）雇用の拡大」
へ移動しているため削除）

２（２）地場産品の流通促進 ２（２）地場産品の流通促進

１（１）就労支援の充実

施策の方向性

１（３）消費者生活相談の充実 １（３）消費生活相談の充実

誤植修正２（１）ふれあい農業の育成

誤植修正
語句の整備

現況と課題 現況と課題

１（１）就労支援の充実

パブリックコメントの意見
（３０）を踏まえ、学校給
食への地場産品の流通支援
を追加すべき。

２（１）ふれあい農業の育成
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第３章　１　文化・芸術 第２部第３章　１　文化・芸術

Ｐ98 Ｐ98

市民の参加と協働により個性豊かな市民文化
の創造、芸術文化活動の推進、歴史的文化の
保全と継承など、総合的な文化振興を推進す
るとともに、文化施設である（仮称）市民交
流センターやはけの森美術館を効率的に運営
し、芸術文化事業を積極的に推進します。

市民の参加と協働により個性豊かな市民文化
の創造、芸術文化活動の推進、歴史的文化の
保全と継承など、総合的な文化振興を推進す
るとともに、文化施設である市民交流セン
ターやはけの森美術館を効率的に運営し、芸
術文化事業を積極的に推進します。

第２部第３章　１　文化・芸術 第２部第３章　１　文化・芸術

P100 P100

【拡】市制施行５０周年（平成２０年）を契
機に、新たな小金井市史（資料編・通史編）
の発刊に向けて事業を計画的に推進します。

【拡】新たな小金井市史（資料編・通史編）
の発刊に向けて事業を計画的に推進します。

第２部第３章　１　文化・芸術 第２部第３章　１　文化・芸術

Ｐ100 Ｐ100

【新】公会堂にかわる市の文化活動や交流の
拠点となる（仮称）市民交流センターの適切
な管理運営を推進します。

【新】公会堂にかわる市の文化活動や交流の
拠点となる市民交流センターの適切な管理運
営を推進します。

第２部第３章　１　文化・芸術 第２部第３章　１　文化・芸術

Ｐ100 Ｐ100

・各文化施設の管理・運営にあたっては、
市民ニーズを満たすための方法を検討し、適
切な管理運営を推進します。

・各文化施設の管理・運営に当たっては、
市民ニーズを満たすための方法を検討し、適
切な管理運営を推進します。

第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画 第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画

P101 P101

男女共同参画では平成１５年には第３次行動
計画「個性が輝く小金井男女平等プラン」を
策定し、あらゆる場面で男女平等の推進を図
るとともに、市民参加で「こがねいパレッ
ト」開催や情報誌「かたらい」を編集・発行
し、

男女共同参画では平成１５年には第３次行動
計画「個性が輝く小金井男女平等プラン」を
策定し、あらゆる場面で男女平等の推進を図
るとともに、市民参加で「こがねいパレッ
ト」の開催や情報誌「かたらい」を編集・発
行し、

第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画 第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画

Ｐ103 Ｐ103

・政策決定への男女共同参画を進めるため、
女性の登用を積極的に推進します。

・政策決定への男女共同参画を進めるため、
市の管理職などへの女性の登用を積極的に推
進します。

１（３）歴史的文化の保全と継承

語句の整備

施策の方向性

語句の整備

施策の方向性

語句の整備

１（３）歴史的文化の保全と継承

２（１）文化施設の効率運営 ２（１）文化施設の効率運営

パブリックコメントの意見
（３７）を踏まえ、市職員
の管理職への登用について
文言を追加した。

２（３）あらゆる分野への男女共同参画の推進 ２（３）あらゆる分野への男女共同参画の推進

語句の整備
２（１）文化施設の効率運営 ２（１）文化施設の効率運営

パブリックコメントの意見
（３７）を踏まえ、市職員
の管理職への登用について
取組に追加すべき。

語句の整備

現況と課題 現況と課題
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画 第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画

Ｐ103 Ｐ103

・女性の社会的自立を阻む問題解決に向け、
気軽に相談できる女性総合相談事業を充実し
ます。

・女性の社会的自立を阻む問題解決に向け、
気軽に相談できる女性総合相談事業を充実し
ます。また、男性についても対象として相談
事業を推進します。

第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画 第２部第３章　２　人権・平和・男女共同参画

P103 P103

【新】ワーク・ライフ・バランス社会の実現
に向け、その普及・啓発を行います。

【新】ワーク・ライフ・バランス社会の実現
に向け、その普及・啓発を行うとともに、男
性の家事・育児参加など仕事と家庭の両立を
支援します。

第２部第３章　３　生涯学習 第２部第３章　３　生涯学習

Ｐ105 Ｐ105

中央図書館の整備　検討（調整中） 中央図書館の整備　推進/→/→/→/→

第２部第３章　４　スポーツ・レクリエーション 第２部第３章　４　スポーツ・レクリエーション

P108 P108

・スポーツ協議団体やレクリエーション団
体の円滑な活動のため、施設の優先利用や備
品の貸出しなどを通じて支援します。

・スポーツ競技団体やレクリエーション団
体の円滑な活動のため、施設の優先利用や備
品の貸出しなどを通じて支援します。

第２部第３章　４　スポーツ・レクリエーション 第2部第３章　４　スポーツ・レクリエーション

Ｐ108 Ｐ108

・地域住民が主体的に運営する総合型地域
スポーツクラブを育成・支援し、市民だれも
が、それぞれの目的や体力、年齢などに応じ
て、気軽にスポーツ、レクリエーションに親
しむことができる生涯スポーツ社会の実現を
目指します。

・地域住民が主体的に運営する総合型地域
スポーツクラブを育成・支援し、市民だれも
が、それぞれの目的や体力、年齢などに応じ
て、気軽にスポーツ・レクリエーションに親
しむことができる生涯スポーツ社会の実現を
目指します。

第２部第３章　５　学校教育 第２部第３章　５　学校教育

Ｐ110 Ｐ110

そのためには今まで以上に学校・家庭・地域
が連携することが課題となっています。

そのためには、今まで以上に学校・家庭・地
域が連携することが課題となっています。

誤植修正

主な事業 主な事業

２（４）生涯を通じた男女の心身の健康支援と
生活基盤の確立

２（４）生涯を通じた男女の心身の健康支援と
生活基盤の確立

２（４）生涯を通じた男女の心身の健康支援と
生活基盤の確立

２（４）生涯を通じた男女の心身の健康支援と
生活基盤の確立

１（２）団体・組織の育成・支援

現況と課題

パブリックコメントの意見
（３８）及び事業の状況を
踏まえ、男性も相談事業の
対象であることがわかるよ
う修正すべき。

パブリックコメントの意見
（１０）を踏まえ、男性の
家事・育児参加などの支援
を追加すべき。

パブリックコメントの意見
（１８）を踏まえ、中央図
書館の整備について推進と
すべき。

１（２）団体・組織の育成・支援

現況と課題

パブリックコメントの意見
（３８）及び事業の状況を
踏まえ、男性も対象として
相談事業を推進するものに
修正した。

パブリックコメントの意見
を踏まえ、男性の家事・育
児参加などの支援を追加し
た。

パブリックコメントの意見
（１８）を踏まえ、中央図
書館の整備を推進とした。

誤植修正

１（２）団体・組織の育成・支援 １（２）団体・組織の育成・支援

文章の整備
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第３章　５　学校教育 第２部第３章　５　学校教育

Ｐ110 Ｐ110

児童・生徒一人ひとりが夢を持っていきいき
と学習できる学校教育の計画的推進により、
時代に即した教育内容はもちろんのこと、児
童生徒の心と体のケア、教職員の研修・研究
の充実を図ります。

児童生徒一人ひとりが夢を持っていきいきと
学習できる学校教育の計画的推進により、時
代に即した教育内容はもちろんのこと、児童
生徒及び教員の心と体のケアや教職員の研
修・研究の充実を図ります。

第２部第３章　５　学校教育 第２部第３章　５　学校教育

P111 P111

校庭芝生化済の市立小中学校の割合 校庭芝生化を実施した市立小中学校の数

第２部第３章　５　学校教育 第２部第３章　５　学校教育

Ｐ112 ２（２）特別支援教育の充実 Ｐ112 ２（２）特別支援教育の充実

・特別な支援を必要とする児童生徒の実態に
応じた指導内容、指導方法及び指導体制につ
いて検討し、特別支援教育の充実を図りま
す。

・特別な支援を必要とする児童生徒の実態に
応じた指導内容、指導方法及び指導体制につ
いて検討し、関係機関と連携して、特別支援
教育の充実を図ります。

第２部第３章　５　学校教育 第２部第３章　５　学校教育

Ｐ113 Ｐ113

【拡】ＩＣＴ教育や環境教育について市内の
大学等と連携した研究を進めるとともに、大
学生等のボランティアの活用を推進します。

【拡】ＩＣＴ教育や環境教育について市内の
大学などと連携した研究を進めるとともに、
大学生などのボランティアの活用を推進しま
す。

第２部第３章　５　学校教育 第２部第３章　５　学校教育

P113 P113

・高等学校や大学などに在学する支援が必要
な生徒・学生に対する奨学金制度を継続しま
す。

第２部第３章　６　幼児教育 第２部第３章　６　幼児教育

Ｐ113 Ｐ113

重要な役割を担う家庭での幼児教育を支援す
るため、幼稚園と保育所の連携をもとに地域
社会一体となった幼児教育を推進し、保護者
と子のための講座や保護者に対する相談事業
を充実するとともに、図書館などにおける親
子の学習機会の拡大を図ります。

重要な役割を担う家庭での幼児教育を支援す
るため、幼稚園と保育所の連携をもとに地域
社会一体となった幼児教育を推進し、保護者
と子どものための講座や保護者に対する相談
事業を充実するとともに、図書館などにおけ
る学習機会の拡大を図ります。

施策の方向性

パブリックコメントの意見
（１７）を踏まえ、特別支
援ネットワーク協議会の活
用を追加すべき。

語句の整備（施策の大綱と
整合性をとった）

語句の整備（施策の大綱と
整合性をとった）

継続事業であり、取組に位
置づける必要があるため

パブリックコメントの意見
（１７）を踏まえ、特別支
援ネットワーク協議会など
による関係機関との連携に
ついて追加した。

３（３）就学機会の確保

施策の方向性 施策の方向性

施策の方向性

語句の整備、誤植修正成果・活動指標 成果・活動指標

語句の整備

３（１）地域に開かれた学校づくり ３（１）地域に開かれた学校づくり
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第４章　１　地域福祉 第２部第４章　１　地域福祉

Ｐ118 Ｐ118

また、低所得者福祉の推進を図るため、国、
東京都の施策に協力し、相談体制の充実を
図っています。

また、低所得者福祉の推進を図るため、国・
東京都の施策に協力し、相談体制の充実を
図っています。

第２部第４章　１　地域福祉 第２部第４章　１　地域福祉

Ｐ118 Ｐ118

また、ひとり親家庭については、経済的自立
と安定した生活を営めるよう、実績を把握し
て必要な支援を充実します。

＜削除＞

第２部第４章　２　高齢者福祉 第２部第３章　２　高齢者福祉

Ｐ121 Ｐ121

私たちの住む小金井市では、高齢者の生きが
いづくりを進めるとともに、介護保険・高齢
者保健福祉総合事業計画に基づいて、認知症
サポーターの養成、地域包括支援サービスセ
ンターの整備、小金井さくら体操」（小金井
版介護予防体操）の充実、

私たちの住む小金井市では、高齢者の生きが
いづくりを進めるとともに、介護保険・高齢
者保健福祉総合事業計画に基づいて、認知症
サポーターの養成、地域包括支援センターの
整備、小金井さくら体操」（小金井市介護予
防体操）の充実、

第２部第４章　２　高齢者福祉 第２部第４章　２　高齢者福祉

Ｐ121 Ｐ121

また、高齢者ができる限り元気に暮らせるよ
う、高齢者自身の参加による「小金井さくら
体操」などの健康づくりや

また、高齢者ができる限り元気に暮らせるよ
う、高齢者自身の参加による「小金井さくら
体操」（小金井市介護予防体操）などの健康
づくりや

第２部第４章　３　子ども家庭支援 第２部第４章　３　子ども家庭支援

P125 P125

　近年、急速に関心が高まっており、従来か
らの子育て支援とともに、様々な支援が求め
られています。

(中略)

しかし、合計特殊出生率が東京都平均を下回
る一方、保育所の待機児童数が117人（平成
２１年４月）となっています。

　近年、子育ち支援について急速に関心が高
まっており、従来からの子育て支援ととも
に、様々な支援が求められています。

(中略)

しかし、合計特殊出生率が東京都平均を下回
る一方、保育所の待機児童数が９１人（平成
２２年４月）となっています。

語句の整備

施策の方向性 施策の方向性

ひとり親家庭については、
子ども家庭福祉に整理した
ため削除

施策の方向性

文章の整備
最新数値に更新

施策の方向性

文章の整備

現況と課題

誤植修正

現況と課題

現況と課題

現況と課題

現況と課題 現況と課題
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第４章　３　子ども家庭支援 第２部第４章　３　子ども家庭支援

Ｐ125 Ｐ125

出生率や年少人口比率の低下を改善させるこ
とは緊急の課題であり、待機児童の解消な
ど、保護者や子どもたちのニーズに合った保
育サービスの拡充及び人材の育成、ひとり親
家庭も含めた経済的支援や発達支援も含めた
相談体制・情報提供や人材の育成などの充実
を図り、だれもが安心して子育てができるよ
う、子育て家庭の支援を進めます。

出生率や年少人口比率の低下を改善させるこ
とは緊急の課題であり、待機児童の解消な
ど、保護者や子どもたちのニーズに合った保
育サービスの拡充及び人材の育成、ひとり親
家庭を含めた経済的支援や発達支援を含めた
相談体制・情報提供などの充実を図り、だれ
もが安心して子育てができるよう、子育て家
庭の支援を進めます。

第２部第４章　３　子ども家庭支援 第２部第４章　３　子ども家庭支援

P127 P127

・「のびゆくこどもプラン　小金井」（小
金井市次世代育成支援行動計画）に基づき、
子どもの幸福を第一として、子育ち・子育て
の環境整備をします。

・「のびゆくこどもプラン　小金井」（次
世代育成支援行動計画）に基づき、子どもの
幸福を第一として、子育ち・子育ての環境を
整備します。

第２部第４章　３　子ども家庭支援 第２部第４章　３　子ども家庭支援

Ｐ127 Ｐ127

・子どもが抱えているさまざまな問題解決
のため、子ども自身が気軽に相談できるよう
体制の整備を推進します。

・子どもが抱えている様々な問題解決のた
め、子ども自身が気軽に相談できるよう体制
の整備を推進します。

第２部第４章　３　子ども家庭支援 第２部第４章　３　子ども家庭支援

Ｐ127 Ｐ127

また、安全で美味しく栄養バランスの取れた
給食及び食育を充実します。

また、安全でおいしく栄養バランスの取れた
給食及び食育を充実します。

第２部第４章　３　子ども家庭福祉 第２部第４章　３　子ども家庭福祉

P128 P128

・児童扶養手当などの支給や母子福祉資金
の貸付制度などの経済的援助を、母子・父子
共通の制度とするよう国や東京都に要望して
いきます。

・母子福祉資金の貸付制度などの経済的援助
を、母子・父子共通の制度とするよう国や東
京都に要望していきます。

文章の整備

施策の方向性 施策の方向性

語句の整備

語句の整備

１（１）総合的な子ども家庭福祉の推進 １（１）総合的な子ども家庭福祉の推進

２（２）経済的支援の充実 ２（２）経済的支援の充実 法改正により、父子家庭も
児童扶養手当の対象となる
為削除。

１（２）子どもの権利が尊重される社会づくり １（２）子どもの権利が尊重される社会づくり

語句の整備２（１）保育サービスの拡充 ２（１）保育サービスの拡充
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第４章　３　子ども家庭支援 第２部第４章　３　子ども家庭支援

p128 p128

・すべての子育て家庭に向けた情報提供、
子育ちや子育てに関する相談体制・子育ての
仲間づくりの場、学習の機会を充実させるた
めの取組をします。

・すべての子育て家庭に向けた情報提供、
子育ちや子育てに関する相談体制、子育ての
仲間づくりの場、学習の機会を充実させるた
めの取組をします。

第２部第４章　３　子ども家庭福祉 第２部第４章　３　子ども家庭福祉

Ｐ128 Ｐ128

・ひとり親家庭や障がい児を抱える家庭な
ど子育ち・子育てに困難を抱える家庭が、安
心して子育てができるよう、個々の家庭の状
況に応じて、きめ細かな配慮と支援が受けら
れるよう図ります。

・ひとり親家庭や障がい児を抱える家庭な
ど子育ち・子育てに困難を抱える家庭が、安
心して子育てができるよう、個々の家庭の状
況に応じて、きめ細やかな配慮と支援が受け
られるよう努めます。

第２部第４章　３　子ども家庭福祉 第２部第４章　３　子ども家庭福祉

P128 P128

・子育てや青少年の健全育成を目指すＮＰＯ
や市民団体の活動などに対しての支援を行い
ます。

・子育てや青少年の健全育成を目指すＮＰＯ
や市民団体の活動を支援し、活動への市民の
利用及びボランティアとして参加を促進しま
す。

２（３）相談体制・情報提供などの充実 ２（３）相談体制・情報提供などの充実

３（２）地域との連携強化 ３（２）地域との連携強化

２（３）相談体制・情報提供などの充実 ２（３）相談体制・情報提供などの充実

パブリックコメントの意見
（４）を踏まえ、ボラン
ティアの活用等を踏まえた
内容に修正すべき

パブリックコメントの意見
を踏まえ、ＮＰＯ等の活動
への市民の利用・参加支援
を追加した。

誤植修正

語句の整備及び「のびゆく
子どもプラン　小金井」と
の整合性をとるため
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第４章　４　障がい者福祉 第２部第４章　４　障がい者福祉

P129 P129

私たち＊の住む小金井市では、平成１８年の
「障害者自立支援法」施行に対応した身体・
知的・精神の障がい者福祉サービスの充実を
図り、平成１９年１２月に「障害者就労支援
センターエンジョイワーク・こころ」を開
設するとともに、平成２０年度に障害者計画
を改定し、

（中略）

「障害者手帳」の所持者数は増加傾向にある
中で、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機
能自閉症といった新たな障がいへの支援策確
立が課題となっています。

（中略）

＊この基本計画では「障がい」としているた
め、法律名など「障害」としているものを
カッコで括っています。

私たち＊の住む小金井市では、平成１８年の
障害者自立支援法施行に対応した身体・知
的・精神の障がい者福祉サービスの充実を図
り、平成１９年１２月に障害者就労支援セン
ターエンジョイワーク・こころを開設する
とともに、平成２０年度に障害者計画を改訂
し、

（中略）

障害者手帳の所持者数は増加傾向にある中
で、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能
自閉症といった新たな障がいへの支援策確立
が課題となっています。

（中略）

※この基本計画では「障がい」としています
が、法律名など固有名詞となっているものは
「障害」としています。

第２部第4章　４　障がい者福祉 第２部第4章　４　障がい者福祉

P130 P130

【拡】障害者就労支援センターが中心とな
り、ハローワークなどの関係機関と連携し、
障がいのある人の就労支援及び就労の場の拡
大を図ります。

・障害者就労支援センターが中心となり、
ハローワークなどの関係機関と連携し、障が
いのある人の就労支援及び就労の場の拡大を
図ります。

第２部第4章　４　障がい者福祉 第２部第4章　４　障がい者福祉

P131 P131

・社会的な自立の保障に向け、所得保障の
確保に努めます。

・社会的な自立の保障に向け、所得の確保
に努めます。

第２部第4章　４　障がい者福祉 第２部第4章　４　障がい者福祉

P131 P131

・介護者の病気などにより、家族での介護
が一時的に困難な心身障がい者などが短期間
入所するショートステイ事業を充実します。

・介護者の病気などにより、介護が一時的
に困難な心身障がい者などが短期間入所する
ショートステイ事業を充実します。

２（１）暮らしの保障・支援サービスの充実

現況と課題 現況と課題

語句の整備
２（１）暮らしの保障・支援サービスの充実

語句の整備、文章の整備

誤植修正

１（２）就労の場の拡充 １（２）就労の場の拡充

語句の整備

２（１）暮らしの保障・支援サービスの充実 ２（１）暮らしの保障・支援サービスの充実
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第4章　４　障がい者福祉 第２部第4章　４　障がい者福祉

P131 P131

・精神障がい者が専任の世話人による日常
的援助を受けながら、地域社会で共同生活を
営むグループホームの運営・充実を支援しま
す。

・精神障がい者などが専任の世話人による
日常的援助を受けながら、地域社会で共同生
活を営むグループホームの運営・充実を支援
します。

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

Ｐ133 Ｐ133

また、医療については、一部事務組合の構成
団体として昭和病院を支えるとともに、休
日・休日準夜診療を実施し、２４時間365日
の小児科救急外来を確保しています。

また、医療については、一部事務組合の構成
団体として昭和病院を支えるとともに、休
日・休日準夜診療を実施し、２４時間365日
の小児救急外来を確保するため、武蔵野赤十
字病院に協力しています。

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

P133 P133

ライフスタイルの変化に伴い、疾病構造は生
活習慣病を中心とするものに変化しており、
今後は健康寿命の延伸に向けて、健康増進策
を進め、地域医療体制の充実やかかりつけ医
の普及などを図るとともに、医療に関する情
報提供を充実していくことが課題となってい
ます。

ライフスタイルの変化に伴い、疾病構造は生
活習慣病を中心とするものに変化しており、
今後は健康寿命の延伸に向けて、健康増進策
を進め、地域医療体制の充実やかかりつけ
医・かかりつけ歯科医の普及などを図るとと
もに、医療に関する情報提供を充実していく
ことが課題となっています。

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

Ｐ133 Ｐ133

また、医療機関との連携と協力体制のもと、
地域医療体制及び情報提供の充実やかかりつ
け医の普及を進めるとともに、

また、医療機関との連携と協力体制のもと、
地域医療体制及び情報提供の充実やかかりつ
け医・かかりつけ歯科医の普及を進めるとと
もに、

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

Ｐ134 Ｐ134

小児科救急外来の実施状況 小児救急外来の実施状況

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

Ｐ134 Ｐ134

健康・医療ー医療体制の充実ーかかりつけ医
の普及

健康・医療ー医療体制の充実ーかかりつけ
医・かかりつけ歯科医の普及

施策の方向性 施策の方向性

成果・活動指標 成果・活動指標

施策の体系 施策の体系

目的と手段を明確にするた
め文章を整備

現況と課題 現況と課題

誤植修正

語句の整備

誤植修正

２（１）暮らしの保障・支援サービスの充実２（１）暮らしの保障・支援サービスの充実 グループホームには精神障
身体障がい者及び知的障が
い者用もあるため

現況と課題 現況と課題

語句の整備
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

Ｐ134 Ｐ134

武蔵野赤十字病院との小児科救急外来の協力
関係の継続

武蔵野赤十字病院との小児救急外来の協力関
係の継続

第２部第４章　５　健康・医療 第２部第４章　５　健康・医療

Ｐ135 Ｐ135

・生活習慣病の予防のため、特定健診、保健
指導を充実します。

・生活習慣病の予防のため、特定健診・保健
指導を充実します。

第３部　１　市民参加・市民協働 第３章　１　市民参加・市民協働

Ｐ137 Ｐ137

私たちの住む小金井市では、平成12年に市
ホームページを開設し、市報を月２回発行・
紙面１２面に充実し、市内に約100箇所の掲
示板を設置するなど、情報発信に努めてきま
した。

私たちの住む小金井市では、平成12年に市
ホームページを開設し、月２回発行している
市報の紙面を１２面に充実し、市内に約100
箇所の掲示板を設置するなど、情報発信に努
めてきました。

第３部　２　行政経営 第３部　２　行政経営

Ｐ140 Ｐ140

この中で平成６年４月から平成２１年４月ま
でに281人の職員削減などを実現してきまし
た。今後は、更なる行財政改革を推進し、市
民ニーズを起点とした、選択と集中による施
策の実施と市民サービスの向上、

この中で平成６年４月から平成２２年４月ま
でに299人の職員削減などを実現してきまし
た。今後は、更なる行財政改革を推進し、市
民ニーズを起点とした、選択と集中による施
策の実施と市民サービスの向上により、

第３部　２　行政経営 第３部　２　行政経営

P140 P140

第３次行財政改革大綱の達成率
調査中／80.0％

第３次行財政改革大綱の達成率
-／80.0％

第３部　２　行政経営 第

P142 P142

・だれにもわかりやすい文書の作成や窓口
業務のワンストップサービス化、適切な案内
表示を設置したわかりやすい公共施設整備な
ど、

・だれにでもわかりやすい文書の作成や窓
口業務のワンストップサービス化、適切な案
内表示を設置したわかりやすい公共施設整備
など、

１（４）疾病の予防・健康診査の充実

最新の数値に更新
文章の整備

現況と課題 現況と課題

現況と課題 現況と課題

語句の整備主な事業

語句の整備

３(４)市民サービスの向上 ３(４)市民サービスの向上

数値の追加
成果・活動指標 成果・活動指標

語句の整備

主な事業

誤植修正１（４）疾病の予防・健康診査の充実
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第３部　３　計画的行政 第３部　３　計画的行政

Ｐ143 Ｐ143

また、ごみ問題など、広域的や近隣自治体と
の連携が求められています。

（中略）

今後は、長期総合計画や諸計画を整備すると
ともに、施策のマネジメントを進め、庁舎の
建設や施設の計画的整備についても、早期に
方向性を打ち出していくことが課題となって
います。

また、ごみ問題など、広域的または近隣自治
体との連携が求められています。

（中略）

今後は、長期総合計画や諸計画を整備すると
ともに、施策のマネジメントを進め、新庁舎
の建設や施設の計画的整備についても、早期
に方向性を打ち出していくことが課題となっ
ています。

第３部　３　計画的行政 第３部　３　計画的行政

P143 P143

基本構想に基づいた総合的かつ計画的な市政
運営を推進するため、施策の具体化とその実
現方法を明らかにする「基本計画」、その事
業と財政の裏付けを明らかにする「実施計
画」を策定するとともに、分野毎・課題毎の
計画を体系的・総合的に策定します。
　また、計画的施設整備の推進及び市民サー
ビスの中枢となる庁舎の建設を計画的に推進
します。

基本構想に基づいた総合的かつ計画的な市政
運営を推進するため、施策の具体化とその実
現方法を明らかにする「基本計画」、その事
業と財政の裏付けを明らかにする「実施計
画」を策定するとともに、分野ごと・課題ご
との計画を体系的・総合的に策定します。
　また、計画的施設整備の推進及び行政サー
ビスの中枢となる新庁舎の建設を計画的に推
進します。

第３部　３　計画的行政 第３部　３　計画的行政

Ｐ144 Ｐ144

計画的行政ー計画のマネジメントの整備ー庁
舎の建設

計画的行政ー計画のマネジメントの整備ー新
庁舎の建設

第３部　３　計画的行政 第３部　３　計画的行政

Ｐ144 Ｐ144

文章の整備
語句の整備

現況と課題 現況と課題

語句の整備

施策の方向性 施策の方向性

語句の整備１（１）庁舎の建設 １（１）新庁舎の建設

語句の整備施策の体系 施策の体系
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長計審・市民の意見 変更理由変更前 変　更　後

第３部　３　計画的行政 第３部　３　計画的行政

P144 P144

【拡】成果指標の達成状況を把握し、行政評
価の活用などにより、市民の視点に立った施
策の見直しや計画への反映を迅速に行い、成
果重視の行政経営を目指します。

【拡】成果・活動指標の達成状況を把握し、
行政評価の活用などにより、市民の視点に
立った施策の見直しや計画への反映を迅速に
行い、成果重視の行政経営を目指します。

第３部　３　計画的行政 第３部　３　計画的行政

Ｐ145 Ｐ145

・生活圏の拡大に対応し、また、事業の効
果・効率・実現性及び市民の利便性を高める
ため、交通網整備、大規模震災などの災害対
策、環境問題、情報システムの共同開発・利
用や公共施設の相互利用などについて、広域
行政による推進を図ります。

・生活圏の拡大に対応し、また、事業の効
果・効率・実現性及び市民の利便性を高める
ため、交通網整備、大規模震災などの災害対
策、環境問題、情報システムの共同開発・共
同利用や公共施設の相互利用などについて、
広域行政による推進を図ります。

第３部　４　財政・財務 第３部　４　財政・財務

Ｐ146 Ｐ146

平成６年度の行政診断調査を実施して以来、
第１次・第２次の行財政改革を推進し、平成
６年４月から平成２１年４月までに281人の
職員を削減するなどの取組を続け、一定の改
善が図られました。しかし、未だ経常収支
率・人件費比率などの財政指標が２６市平均
以下であることに加え、景気後退等による社
会保障関連経費の増加、市税収入などの減少
が見込まれます。

平成６年度に行政診断調査を実施して以来、
第１次・第２次の行財政改革を推進し、平成
６年４月から平成２２年４月までに299人の
職員を削減するなどの取組を続け、一定の改
善が図られました。しかし、未だ経常収支比
率・人件費比率などの財政指標が２６市平均
を上回っていることに加え、景気後退などに
よる社会保障関連経費の増加、市税収入など
の減少が見込まれます。

第３部　４　財政・財務 第３部　４　財政・財務

Ｐ148 Ｐ148

【拡】課税客体の的確な把握に努め収納事務
の円滑な執行により、税収の確保と収入率の
向上を図ります。また、納付が困難な方に対
しては、納付相談を通して減免等適切な対応
に努めます。

【拡】課税客体の的確な把握に努め収納事務
の円滑な執行により、税収の確保と収入率の
向上を図ります。また、納付が困難な方に対
しては、納付相談を通して減免など適切な対
応に努めます。

２（１）自主財源の拡充 ２（１）自主財源の拡充

語句の整備

誤植修正

１（３）諸計画の整備 １（３）諸計画の整備

語句の整備

現況と課題 現況と課題

２(１）関係自治体との連携 ２(１）関係自治体との連携

最新の数値に更新
語句の整備
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