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三鷹市市民協働センター 

三鷹市市民協働センターは市民活動を応援し、民学産公の協働によるまちづくりを推進する施設です。 

あなたの夢を実現するために、ゴールへのイメージを固めて、進んでみましょ
う。あなたらしいかなえ方がきっと見つかります。眠っている夢、諦めている夢
はありませんか？大きな夢、小さな夢、どんな夢でもかなえられたら素晴らし
いですね。さあ、一緒に夢にチャレンジしましょう。コーチングとは、その人が本
来持っている能力や可能性を最大限に発揮できるようにサポートすることです。 
弾きたかったピアノにチャレンジしたい、仲間をつくりたい、やりたいことを探した

い、こんな仕事をしたい、など身近な夢から壮大な夢までなんでも結構です。 

【参加費】：無料  【対象】18歳以上の方 【人数】30人（先着順） 

【申込】三鷹市市民協働センターへお電話・メール・ファックスにて 

【保育付無料】 

対象：１歳から未就学児  人数：６人（先着順） 

申し込み：９月11日（月）までにお電話・メール・ファックスにてお申し込み下さい。 

コーチング塾入門 第２弾 

『夢にチャレンジ！』 

主催：三鷹市 主催：ＮＰＯ法人子育てコンビニ・三鷹市 

インターネットを

やってみたい！ 

【日時】９月23日（土）秋分の日 
     午後１時30分～午後４時 

【日時】 ９月28日（木）か、10月12日（木） 
  両日とも午前10時～午後２時（ランチ付） 

＊同じ内容を行いますので、都合の良い一日をお選び下さい。 

インターネットの使い方をマウス・キーボードの操作からゆったりペースで学ぶ

講座です。操作を学んだら、おいしいランチで頭を休めて、もう一度試してみ

ましょう♪ 

【受講料】5,000円（ランチ・テキスト代含む）＊受講の際にお支払い下さい。

（ランチ休憩が正午から１時まであります） 

【人数】9人まで（最低開催人数 ４人） 【対象】インターネットに興味のある方  

【講師】NPO法人子育てコンビニ 【申込】三鷹市市民協働センターへお電

話・メール・ファックスにてお申込下さい。 

【保育付無料】 

対象：１歳から未就学児 人数：６人（先着順） 

申し込み：９月14日（木）までにお電話・メール・ファックスにてお申し込み下さい。 

９月は講座がめじろ押し 

Coating seminar part 2 will hold. 

Internet seminar for beginners will hold. 



その③ 丸池復活プランづくり 
こどもたちだって、理想の公園がある！ 

199７年～現在 

協働の 

カタチ 

特 集 

２ 

三鷹市の市民参加によるまちづくりのはじまりは、1970年代にさかのぼります。これまでの約40年間、様々な市民参加によるまち

づくりを行ってきました。ここでその一部をご紹介します。 

その② コミュニティカルテ 
自分の住むまちの計画は、自分たちでつくる！ 

1980年代～1990年 

 1985年から、住区ごとに住民自ら

がまちを点検し、問題点を明らかにす

る『コミュニティカルテ』（まちづくり診

断）を作成する取り組みが行われまし

た。提言を受けた市は平成元年に『ま

ちづくりプラン』を作成、計画に反映し

まちづくりの礎（いしずえ）としました。 

 現在の「ふれあいの里」や、電柱の

地中化や、写真のような公園などが

実現しています。 
三鷹市芸術文化センターの裏手にある、『連雀中央公園』

は、『まちづくりプラン』が実現したもの。広い芝生が美しい

憩いの場になっている。 

自分たちのまちを診断する 

『コミュニティカルテ』を作

成しました。 

それを元に着々と計画が 

実現しています。 

今ではカワセミが飛来 

する地域の憩いの場となっている

丸池公園。ワークショップによっ

て白紙から作られました。地元の

子どもたちも多く参加し 

話し合いました。 

 かつて仙川の水源の１つだった丸池

は、市街化とともに埋め立てられまし

た。「まちづくりプラン」によって丸池の

復 活 が 決 定 し、地 域 の 住 民 延 べ

1,000人が参加し、ワークショップを行

い、どういう公園にしたいか、池の大き

さはどれくらいにするか話し合ってプラ

ンをつくり、市に提言しました。現在丸

池は復活、『丸池わくわく村』が発足

し、田植え、清掃、お祭りなど、丸池

の里を育んでいます。 

丸池わくわく祭りで行われたバナナの叩き売りの様子。 

◆みたかのまちづくりのカタチ◆ 

その① 住民協議会 

大沢コミュニティ･センターの『コミュニティ祭』の様子。 

三鷹のコミュニティ･センター 

は、住民自ら『住民協議会』を

組織し、管理・運営を行って 

います。全国的にも 

「三鷹方式」として注目を 

集めました。 

 三鷹には、７つの住区ごとにコミュニ

ティ・センターがあります。大きな特徴

は、住民の自治組織である『住民協議

会』が管理、運営を行っている点。現

在もまちづくりの担い手として重要な役

割を果しています。 

 住区によって様々ですが、プールや体

育館、図書室などがあり、コミュニティ祭や

コミュニティ運動会、子どもシルバーまつり

など多彩なイベントを開催しています。 

地域の住民が作り、管理し、運営する自治組織。 

1970年代～現在 

Features on town planning in Mitaka city.  
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その④ みたか市民プラン２１会議 
総合計画だって、自分たちでつくる！ 

1999年10月～200１年11月 

三鷹市のまちづくり 

の指針となる最も重要 

な『基本計画』。公募で375

人の市民が集まり、773回も

の話し合いを重ね、史上類 

を見ない規模の市民参加 

となりました。 

 全員公募市民による市の基

本計画の素案作り。三鷹市初

の市民と行政の『パートナーシッ

プ協定』を締結し、市民参加の

新しい形を提示することになりま

した。 

 「安全なくらし」「平和・人権」な

どテーマごとに10の分科会を作

り、市民同士で話し合いました。 

 市民で構成された準備会が

全市民に参加の呼びか けを

行った点、提言後も基本計画の

完成に向けて市と意見交換を行った点などが特徴です。 

 史上に残るまちづくりのかたちとなりました。 

みたか市民プラン２１会議の話し合いの様子。 

その⑤ 三鷹市市民協働センター企画運営委員会 
市民・専門家・行政、みんな対等に話し合う。 

2003年12月～現在 

市民と専門家と 

行政職員が、同じ 

テーブルでセンターの

協働運営について検討

をしています。 

三鷹市市民協働センター企画運営委員会の様子。 

 みたか市民プラン21会議

の提案をきっかけにつくられ

た三鷹市市民協働センター

は、市民活動を応援し、民学

産公の協働の拠点として誕

生しました。 

 市民と専門家、行政職員

が『企画運営委員会』を構成

しています。 

 運営方針、事業方針の検

討及び決定を行います。新

たな市民参加の手法の検証

にも取り組んでいます。 

その⑥ みたかまちづくりディスカッション2006 
行政初の「無作為抽出方式」 

2006年8月26日・27日 

みたかまちづくりディスカッション2006の模擬の様子。 

 三鷹青年会議所と三鷹市

がパートナーシップ協定を締

結し、協働事業として開催。

テーマは「子どもの安全安

心」。 

 今まで市政に声を届ける機

会の少なかった人にも参加し

てもらおうと18歳以上の市民

に対して呼びかけをした点が

特徴。 

 参加者の意見は報告書と

してまとめられ、市に提出の

予定。 

より多くの市民の方 

の意見を伺うため、 

日本の行政で初めて

「無作為抽出」によっ

て参加を呼びかけ 

ました。 

三鷹市では、紙面で紹介できなかった数多くの市民参加によるまちづくりが実施されています。三鷹市広報、三鷹市役所ホームページをご覧下

さい。 
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発行日：平成18年９月１日 

発 行：三鷹市市民協働センター（三鷹市生活環境部コミュニティ文化室） 

〒181－0013 東京都三鷹市下連雀４－17－23 

TEL 0422－46－0048  FAX 0422－46－0148 

Eメール：kyoudou@collabo-mitaka.jp 

ホームページ：http://www.collabo-mitaka.jp 
開館時間：9:00am-9:30pm 

受付時間：9:00am-9:00pm 

休館日：火曜日（祝祭日は開館し、直近の平日を休館とします。） 

Editor’s note. 
編集後記： 三鷹の市民参加のまちづくりをほんの少しだけ特集させていただきま

した。1000ページでも足りないくらい、三鷹には市民参加の歴史があります。今回

取り上げることが出来ませんでしたが、インターネットを使った意見募集や、出張し

て意見を聞く「出前説明会」なども行っています。市民“参加”を超え、協働・自主

管理・運営という、さまざまなまちづくりの形が展開してきました。三鷹のまちを歩く

と、住民の思いがこもった道路や公園に出会うことができます。そういう住民の「思

い」に触れることができるまちがまた好きになりました。（ま） 
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イベント・ 

セミナ
ー情報 

Events. 

★OneCoinサロン 
28日（木） 午後７時から 

500円の会費で軽くノドを潤し、チョッピリなにかを食

べながら、会話の楽しさを味わいましょう。 

三鷹市民が「アラ。ヤァ。」と出会って、すこし真面目

な話をするフィールドにしたいですね。 

だれでも・おひとりでも参加できます。ぜひ、おいでく

ださい。＊申込不要 

 

主催:「ファースト・ステップみたか」 

   （当センター登録団体） 

９月Sep. 
＊市民活動団体が協働センターで行うイベント・展示情報 

＊展示予定＊ 
Exhibitions. 

２階 〈防災展示〉 
 

９月10日（日）～28日（木） 
AED（自動体外式除細動器）の紹介、応急

手当、サバイバルクイズを展示。 

主催：ABC Rescue
レ ス キ ュ ー

 

    （当センター登録団体） 

 

 

 

１階 〈デジ亀くらぶ作品展〉 
９月1日（金）～９月29日（金） 

日々の暮らしで目についたものをデジタルカ

メラで撮影した作品展。 

主催：デジ亀クラブ 

    （当センター登録団体） 
 

 

【今後の予定】 
 

10月：みたかひまわり作業所作品展 

11月22日から：切手貼絵展 

第５回みたか 

参加募集！ 
 市民活動団体の活動の成果を発表し、お互いの交流を深める場と

して、11月18日（土）・19日（日）の２日間、「第５回 みたか市民活

動・NPOフォーラム」を開催します。参加ご希望のNPO・市民活動グ

ループ（個人参加も可）はぜひお申し込みください。 

 なお、参加希望の方は説明会（９月15日）にご出席下さい。（代理

出席可）＊参加費は無料。 

 

【お問い合わせ・お申し込み先】  

 三鷹市市民協働センターへお電話・メール・ファックスにて 

★市民活動団体の方→活動発表、活動紹介のブース、交流会など

を行う予定です。 

★個人の方→「こんな活動してみたい」などの仲間集めの場を予定し

ています。    

 ○申込期間＝平成18年９月15日（金）まで  

 

【説明会】  

 日時：９月15日（金）午後７時から 

 場所：三鷹市市民協働センター 

 ※以後の日程は、当日お知らせします。  

 

主催：三鷹市  

市民活動 

N P O 

みんなでつくろう！ 

NPO forum will hold.  We want your entry. 


