
■重視すべき視点（たたき台）

視点 考え方 住民意識調査
「瑞穂町の未来を話そ

う！」懇談会
審議会 専門部会

教育分野 読書習慣や授業の予習復習・宿題の実行、自発的な学習や運動の実施、食育などの本来家庭で得るべき学業向上

に必要な姿勢や考える力や、大転換の時代を生き抜く力などを家庭で習得できない環境にある子どもたちが、学

校・家庭以外で補うため、地域の有志やNPO組織等がこれらの力を学ぶことのできる場を設置し、学校や地域

がこれに協力している

問15教育や文化の取組

のあり方は、

「子どもたちが生きる力

を育む義務教育の充

実」39.3％

子育て支援が充実してい

ると良い

瑞穂の野菜を使った子

ども食堂などあると良

い。作ってくれる人との

交流にもなる(7)

保護者の学校への関心

が低い(教)

武蔵野地区で子ども食堂

に取り組んでいる。広が

ると良い(福)

子育て世帯に必要な情

報が届いていない(福)

住民分野 昔既存の町内会・自治会は会員の高齢化が進むとともに加入率も低迷しており、実質上地域を網羅し代表する組

織から地域の１組織に格下げとなっている。

昔から続くお祭りの継承や、防災訓練など、地域が力を合わせて取り組む事柄について、地域に住まう多様な

人々が、既存組織の枠を超えて町内会・自治会と参加者が重複しない他の組織と連携して取り組むことができる

よう、協力関係の新たな枠組みを作り実現することで、地域での生活の楽しさが行事や仕組みの形で見え、まち

の魅力の底上げができる

問17地域づくりでどの

ような活動を行いたい

かは、

「自助の意識を持つ」

58.3％、

「自分の健康管理を行

う」58.2％

地域に一体感が既にあ

る、一体感があると良

い

誰もが能力を生かし活

躍できる環境があると

良い

人のつながり、子供会

無くなってきている(12)

外国人が今後入ってくる

ので、彼らの受け入れ

も必要だ(12)

若者も高齢者も役員任

命を負担に感じて町内

会に入らない(住)

参加させられ型ではな

い協働の在り方必要(住)

協働とは地域が幸せに

なるためのもの(住)

都市整備分

野

都市間の道路・交通網（高速道路、国道、都道）や、首都圏における立地を踏まえ、既存の農業や工業がより発

展するような、また、時代の変化に対応した新しい産業の導入ができる物理的空間や環境（道路網、電気、水

道、通信などのインフラ）を整備する。これらの産業と住宅地が共存できる環境がある。

住宅地は、既存の敷地が広くゆとりのある住宅地としての特性を生かし、緑化や外観、外構、生活道路、公園・

緑地等の公共空間など、町全体の住宅地の質を底上げし、周辺自治体の住宅地と差別化が図られている。新たに

形成される住宅地においても同様に、質の高い住宅地を目指す

問10住宅地、商業地。

工業地、公共施設、農

地などのあり方は、

「生活道路、下水道、

公園などの身近な生活環

境を整備する」46.1％

「幹線道路沿いに

ショッピングセンターを

誘致する」24.4％

問2-1住み続けたい理由

は、

「自然環境が良い」

54.4％

先端技術と田舎らしさ

が今後も共存すると良い

地区ごとの特色があると

良い

モノレール開通への準

備期間であり、空間の

質や町の付加価値、商

業・工業の向上のチャ

ンス(1)

歩いて生活圏のある暮

らし(4)

農地の遊休地の活用が

必要だ(9)

モノレールの複合的効

果を考える必要がある

(行)

都市計画道路のネット

ワーク化ができていな

いことが最大の問題(都)

土地利用のメリハリ化

が必要(都)

土地利用の住み分けが

必要(都)

都市整備分

野

モノレール延伸にあわせて、町の公共交通機能の結節点としてのバスルート等の再編成による発着点としての機

能の強化、人が集積する場所として商業や医療、銀行・郵便局、図書館・行政窓口など公共的な機能などを集約

させることなどにより、利便性が向上するとともに、人が滞留して、また滞留人口をねらったサービスの提供が

生まれて更に賑わいが増えるなど、輻輳的な賑わい生み出されている場となっている

多様な機能が集中する拠

点があると良い

モノレール本数少なく

需要低い(行)

顔は基盤整備ができた

後に見えるものではな

いか(都)

●同業種、異業種を結び付ける

コーディネーターの発掘やイン

キュベートの場の構築など新たな

産業や雇用が発生する仕組みがで

きており、産業が活性化している

状況が町外の多くの人々からも見

えている

産業分野

行財政分野

教育分野

大田区や墨田区等のいわゆる「下町の町工場」のような、同業他社や異業種の技術協力のきっかけとなるような

環境や、同業種、異業種を結び付ける産業コーディネーターの発掘・育成・招聘などにより、新たな市場などが

開拓され、既存産業の発展や新たな産業・雇用が発生している

また、産業の構造転換を見据えた、企業の事業継承支援や新たな事業創出に向けた側面支援のための体制が整備

されている

インキュベーター施設の設置など、町内からの新たな産業の誕生や、町外からの新たな産業の誘導などができる

環境が生まれている

農芸高校の持つ企画・開発力を取り込み、町内の農業・工業・商業と連携して、新しい商品やサービスを生産者

と生み出すことにより、産業従事者の特色・競争力の強化による経済基盤の強化や、高校生の物事に取り組む意

欲の強化につながる

問16産業振興のあり方

は、

「情報、福祉、教育な

ど新たな産業の誘致、

育成」33.5％、

「地域の物産や土産品

の開発・進行」29.1％

町の資源(特産品)等が活

かされている

働く場所が充実している

と良い

若い人を呼び込むため

の雇用が大事だ(2)

企業誘致が必要だ(5)

税収上げるために事業者

の利益向上が必要だ(10)

産業等を結ぶコーディ

ネーターが少ない(4)

新規就農や農作物をレ

ストランに直接下ろす

など頑張っている人がい

る(1)

お茶とお菓子のコラボ

など生まれると良い(14)

横田基地を活用して集客

し、東京狭山茶や特産

品を客に売り込む仕組

みが必要だ(14)

大半が個人経営であ

り、そこからの脱却が

無いことには将来を考

えるのは難しい(都)

1 町の魅力を際

立たせる

あらゆる世代が生活を楽しむ瑞穂

での暮らしを思い描くことがで

き、また、産業や各地区における

特性が発揮されその相乗効果によ

る魅力が浮かび上がるといった、

快適に暮らせる基盤が実現する

ハード及びソフトの仕組みが形成

されている

テーマ（案）

●多摩都市モノレールの延伸に合

わせて多くの人々が行き交い交流

する町の核が形成されつつある、

町の各地区の特性や立地状況がい

かされた空間が形成されはじめて

いるといった、土地利用や産業の

変化が町外の多くの人々からも見

えている

●瑞穂の小・中学生は、学校と地

域、家庭に見守られ、意欲的に学

ぶ機会を得て、育ち、楽しみなが

ら積極的に問題課題の解決に取り

組む気風と体制があるといった、

瑞穂での暮らし方の特徴が町外の

多くの人々からも見えている

見出し

（部門ごとに想定される取組み、

考え方）
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都市整備分

野

例えば図書館であれば、小中学生、高校大学生、勤労者などのターゲット毎にどんな時間にどのような使い方を

するのかを踏まえた営業時間や収集する図書、利用しやすい立地などを想定して施設のあるべき姿を設定して、

それに合わせた配置を行なう。町内に１つだけあればよいものは拠点周辺あるいは適切な場所に、各地区に散ら

ばっている方が良いものは各地区に配置し、町民がアクセスしやすい環境（公共交通、駐車場）を作る。

現在の既存施設の使い方にとらわれず、箱や機能の統合や再配置、廃止などを弾力的に実施することで、町民が

楽しく過ごせる施設が実現する

町の施設が十分に活用

できると良い

図書館や体育館は羽村

市を利用する人が多い

(3)(13)

コミセンで子どもと高齢

者のエリアを物理的に

仕切っている(3)

公共施設の立地（町の

中心にない）や運営

（営業時間等）につい

ての課題提示あり(教)

行財政分野 役所的な平日９時５時営業ではなく、早朝～深夜営業も含めた時間設定や、禁止事項を多くするのではなく、

ニーズを実現するにはどのようにすればよいのかを考え、町民の使いやすい運用方法が導入されている。また、

指定管理等、直営ではなく民間の力を活用して実施する。

例えば、体育館は民間のフィットネスクラブと同様朝の７時～夜１０時半営業(豊島区、港区など：指定管

理）、図書館にカフェも併設されている（武蔵野市など：指定管理）、公園で火遊びもできる（世田谷区立羽木

公園：NPOとの連携）、保育園は夜１０時まで預かってくれる（港区など：認可保育（民間））、建物だけでな

く敷地内のちょっとしたスペースなども利用できるなど

問20公共施設の活用に

あたり重視すべき点は、

「施設の利用方法につ

いて住民の意見を十分

に取り入れ町が運営す

る」41.9％、

「施設の運営を民間に

委託する」14.1％

問11子育て環境のあり

方は、

「多様な保育サービス

の充実（延長保育・病

児保育など）」34.2％

町の施設が十分に活用

できると良い

同じ趣味の人と交流で

きると良い。

学びの場があると良い

図書館や体育館は羽村

市を利用する人が多い

(3)(13)

コミセンで子どもと高齢

者のエリアを物理的に

仕切っている(3)

公共施設の立地（町の

中心にない）や運営

（営業時間等）につい

ての課題提示あり(教)

●公共施設、医療・福祉施設や各

地域の特色・魅力ある多様な資源

を活用し、楽しく、心地良く、健

康的に暮らせる多彩な空間やＡＩ

やＩＣＴなどの先端技術と掛け合

わせた仕組みが形成されている

福祉分野 瑞穂町には、各地域にそれぞれ特色・魅力のある地域資源がある。これらの身近な地域資源が一定時間過ごすこ

とができる場所となる（営業時間、施設・設備の使いやすさ、体験できることが充実）ことで、日常生活におい

てちょっとした外出の目的となり、体を動かすことから健康づくりに、また、外出先で偶然の接触または町など

が実施するプログラムを通じて人と触れ合い刺激を受けることで、生きがいが生まれることに一役買うこととな

る。

また、これらの資源と資源の間の動線をつくる（安全な歩行路・公共交通）ことで、回遊性がうまれ出かける場

所が多様化し、外出が習慣化する可能性が高くなり、外出による運動・人と交流することによる刺激が続くこと

で、健康寿命が延びる。同時に町内外の医療機関との動線を作ることで、疾病等の早期発見につながる

問5これからの社会は何

を重視すべきかは、

「健康に生活できるこ

と」40.3％

問4どのようなまちに

なって欲しいかは、

「病院や診療所などの医

療施設が整ったまち」

56.6％

身近で気軽に体を動か

せると良い

身近な自然環境が活か

されていると良い

安全に散歩ができると

良い

健康でいられると良い

子どもが健やかに育つ環

境がある

疲れを癒し回復できる

場がある

車を運転しない人には

公共交通が重要。(6)

開業医がゼロの地域があ

る。医療サービスの充

実が課題(14)

色々な資源があるのに

つながっていないのが欠

点(16)

健康への意識が低いこ

と、交通が不便で医療

機関の足が遠のくこと

が、平均寿命が短い一

因ではないか（福）

六道山でウォーキング

など、町内の資源を

使った取り組みが必要

だ(福)

●地域の団体や行政と企業との連

携を強化し、瑞穂に立地する企業

の知恵や技術を、地域での生活に

活用することができる仕組みが形

成されている

産業分野

住民分野

教育分野

企業のCSR活動を活用して、企業の発想を教育や地域活動などのまちづくりに活かすことで、町の魅力の多角

化・重層化につながる仕組みを人と作る

IHI等の大企業と連携し

て、瑞穂町から博士を

出せるような教育環境

があると良い

企業から地域の活動等

を支援したいという相

談あり(行)

2 資源を磨き生

活の質を豊か

にする

今ある公共空間や環境などの資源

をより有効に活用することに知恵

を絞り、それぞれの資源の持つ機

能を組み合わせたり、つなぎ合わ

せたりすることなどにより、住民

の生活がより豊かになるととも

に、相乗効果や新たな価値が生み

出されている

●住民一人ひとりが尊重され、社

会的な要請にあった住民サービス

が提供され、公共施設は柔軟に利

用できる方法が構築され、町内の

さまざまな場所が人々の憩いの場

として形成されている
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●地域の多様な人々がお互いに認

識・交流し合う従来型の居場所の

ほか、情報通信技術を活用した新

たなコミュニティが存在し、これ

までになかった出会いや交流の

きっかけがある

住民分野 行政が把握している地域組織の他に、子どもを核にした親の組織やSNSなどを使って交流が行われる組織

（PIAZZA、マチマチ、facebookのグループなど）、卒業した小中学校・高校の卒業生のつながりなど、地域に

は（行政にとっては）潜在化している様々な組織があると想定される。これらの組織の窓口（キーパーソン）を

行政が発見し、地域の既存組織との連絡関係を結ぶ第一歩とすることで、町内会・自治会に入っていない世帯と

地域とのかかわりが生まれる

多様な人と交流できる

と良い。

ネットでお互い助け合

いができるような仕組

みがあると良い(8)

講座や教室等の受講者

が新たなリーダーとして

活動を始めている(教)

個人のつながりによる

ネットワークが主にな

ると協働は難しくなる

(行、住)

子どもを核にした親のコ

ミュニティが新たに生ま

れている(住)

●困っている人にさりげなく寄り

添い、その困りごとがささいなこ

とであっても、発見・対応しあえ

る仕組みが形成されている

福祉分野 一人暮らしや夫婦のみの高齢者が具合が悪くなってもSOSを外部に発信できない状況をなるべく早く察知でき

る、あるいは家庭内暴力を察知し継続的に観察ができるような、地域での一人ひとりの日常生活に＋αすること

でできる見守りの輪（例えば、買い物帰りに洗濯物や雨戸の様子、郵便受けの様子などを通りすがりにチェック

するなど）が町全域に広がっていて、当事者ではない人が町や警察などの機関に連絡して、問題解決の第一歩を

踏み出すことができる関係が出来ている。また、連絡を受けた機関も、対応ができる仕組みができている

住民同士が支えあう環

境が息づくと良い

虐待は地域の目で見つ

け、専門家につなぐこと

が大切だ(福)

●大人の見守りがあり、子どもが

安心して過ごせる場所が地域にで

きている

福祉分野

教育分野

共働きで親が不在の子どもや、親との折り合いが悪い子ども、学校になじめない子ども、友達が居ない子どもな

ど、居場所が無いこどもが、保護責任の無い第三者である大人と気軽に触れ合い気晴らしや愚痴や相談などがで

きる場、何もしなくても居ても良く、大人がそっと見守ることができる場で、子どもの安全を確保できる環境

が、子どもの徒歩圏内や各小中学校の近くにできている。

また、町で子供世代を過ごす未成年者が大人になったときに、放課後または休日に「あそこで良く遊んだね、集

まったね」と子ども時代を振り返られるような場所を作る。

例えば、遊びに行くときの待ち合わせ場所であったり、その場が音楽を流して自分の姿が映る窓や鏡の前でダン

スをする、スケボーをする、宿題を仲良しグループでする、商店で買ったスナック菓子を食べながらおしゃべり

に興じるなどが、緩やかに大人の目が届き防犯上の懸念が少ない場所でできる。

問11子育て環境のあり

方は、

「女性が子どもを産み育

て、育てやすい労働環

境の充実」40.3％、

「多様な保育サービス

の充実（延長保育・病

児保育など）」34.2％

働きながら子供を預け

る場所がない(7)

学童以外にも安全な子

どもの居場所があると良

い(8)

子ども居場所がない(3)

●身近なところに息抜きや気楽に

話し合える場があり、気軽に新し

いことにチャレンジすることを地

域で応援する環境づくりに取り組

んでいる

住民分野 常設、不定期を問わず、徒歩圏や公共交通でアクセスができる場所に、井戸端会議ができる雰囲気を持つ場所、

何もなくても居ても良い場所や、新たに取り組みたいことにチャレンジするためのスタートアップができるな

ど、活動に着手できる場所がある

身近なところで交流で

きると良い

多様な人々が参加する開

かれたコミュニティがあ

ると良い

夜の時間を地域で楽し

めると良い

くつろげる、落ち着く場

所があると良い

色々な形での交流があ

ると良い(7)

やってみたい人が集まる

場があると良い(行)

近所付き合いが楽しい

と結果的に定住する(住)

緑が多いが、公園やリ

ラックスできる気が抜

ける場所は少ない(福)

3 つながる地域

づくり

個人個人の感覚に合った距離感を

持ちながら、困ったときにはさり

げなくフォローができる関係が構

築されている。そして、地域での

ゆるやかな人間関係が形成されて

いる



■重視すべき視点（たたき台）

視点 考え方 住民意識調査
「瑞穂町の未来を話そ

う！」懇談会
審議会 専門部会

テーマ（案） 見出し

（部門ごとに想定される取組み、

考え方）
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分野 実現した姿

視点を導く意見やデータ

●住民や企業などが被害状況や災

害時の行動が分かる情報を適切に

得られる環境と、自助への備えが

できている

住民分野・

都市整備分

野・行財政

分野

台風・豪雨へのハード・ソフトの備えを更に高めるために内水氾濫などを加味した洪水ハザードマップや災害マ

ニュアルを作成し、地域全体で命と財産を守るための適切な情報整理と公表を行う。

問14災害対策の取組の

あり方は、

「食料・水・日用品な

どの災害用備蓄品の整

備」41.5％

「地震情報、被害情報

などの収集・伝達体制や

住民への情報提供体制

の整備」40.3％

災害対策が行き届いて

いると良い

町内でも平地と丘陵地

では災害への対応に差

が出る(住)

●災害時に地域でどのように対処

したら良いかが分かり、共助の体

制ができている

福祉分野・

住民分野

町民が利用しやすい防災マニュアル、災害時要援護者対応、子どもの保護など、地域や民間企業などの地域力を

総結集した実働的な地域防災組織を作る。

災害時の医療・障害者等の体制と支援の内容を、民間の医療・福祉機関との連携を強め、実働体制をつくる。

災害時の自助・共助が有効に機能するように町民の備え、学校での防災教育や民間事業者との連携のための意識

啓発を強化・深化する。

地域によって防災の取組

に差が出てきている(住)

独居高齢者への対応が

課題(住)

●行政が果たすべき役割を明確に

し、ＩＣＴを活用しながらハー

ド・ソフト面で、自助・共助を支

える公助の備えが構築されている

●多角的な視野から地域の防災対

策を常に見直し続け、住民、企

業、団体、行政それぞれが自らの

役割を認識し、連携して危機に対

処できている

行財政分野

住民分野

巨大災害時等の危機管理を強化するため、近接する米軍や自衛隊、立川地域防災センターとの緊急時の相互支援

等の取組み、土砂災害警戒区域内にある広域避難場所の見直しなどによる安全な避難所確保などに対応した新地

域防災計画をつくる。

国土強靱化の取組みをすすめる。

被災者の運搬や物流拠

点など、広域で何かが

できる立地だ(住)

4 危機に備える 首都直下地震や風水害、感染症な

どのこれまでの経験値では想定し

づらい危機に対し、幅広い総合的

な視点から危機管理対応が強化さ

れ、安全に安心して暮らせること

が町の強みとなっている。


