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三鷹市井の頭 2 32 30

井の頭住民協議会広報部

企画・編集

吾木香（われもこう）は

ばら科の多年草で玉川

上水べりによく見られ

三鷹市のコミュニティバスは︑
平成 年の北野ルート開設に始ま
り︑現在︑市内6ルートで運行し
ており︑路線バスとの役割分担や
交通不便地域の解消を図ってきま
した︒
しかしながら︑昨今の急激な社
会情勢の変化により︑コミュニテ
ィバスの利用者が伸び悩んでいる
ことや︑三鷹台駅周辺や北野の里
︵仮称︶等の市内の都市基盤整備
事業が進んでいることなどから︑
さらなる利便性の向上や地域の活
性 化 に 寄 与 す る た め︑
﹁三鷹市コ
ミュニティバス将来的なあり方方
針﹂を策定しました︒
方針の策定にあたっては︑令和
2年度に地域公共交通活性化協議
会の下に学識者による﹁コミュニ
ティバス将来的なあり方検討専門
部会﹂を設置して検討を行い︑令
和3年3月に地域公共交通活性化
協議会で協議を行い方針を決定し
ました︒

ます。

・本館（事務局）

ホームページアドレス

☎0422 44 7321
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♢
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http://www.inokashira
cc.jp

続する時は最後の休館
日の翌日
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11月 1 ・ 3 ・ 8 ・15・
22・23・29日

決するのではなく、多
種多様な交通手段の重
ね合わせで検討するこ
ととし、以下六つの基
本コンセプトを定める
とともに、駅周辺の短
距離アクセス交通の導
入方針と鉄道駅から離
れたバス交通が不便な
地区での地域住民の移
動を支える生活交通の
導入方針を定めまし
た。

場合は翌日火曜日・連

課題が多い路線

地域のポテンシャルを
引き出す取組み／各地
域のまちづくりや都市
基盤整備事業との一体
化の推進
●地域と共に考え育て
る交通システム
★利用者やその周辺の
市民・地域・団体を巻
き込んだ取り組み（ニ
ーズ把握、周知、モビ
リティマネジメント、
冊子等の利用促進ツー
ル、市民参加、地域づ
くり等）／・社会情勢

六つの基本コンセプト

交通」と表記します。
④経済だけでなく、社
会的な意義・効果のバ
ランスを考慮して検討
します。
方針では、一つの交
通手段だけで課題を解

基本的な考え方
①市民等の生活や交流
を支えるために何が求
められるのか、更なる
地域の活性化のために
何が求められるのか、
などに着目して検討し
ます。
②三鷹市内の各地域
は、一様ではなく、そ
れぞれ異なる地域特性
や課題を抱えているこ
とを踏まえて検討しま
す。
③一つの交通手段だけ
で課題を解決するので
はなく、小型車両やデ
マンド交通など多種多
様な交通手段の重ね合
わせで検討します。多
種多様な交通手段を総
称して「コミュニティ

♢
♢

車両で住宅地内をきめ
細やかに運行、定時定
路線の乗り合い運行。
地域の現状・課題を
踏まえて、運行方法・
運 行 ル ー ト、 運 行 時
間、乗降場所など社会
実験内容の検討が行わ
れてます。
♢
♢

休日・祝日が月曜日の

井の頭地区は人口密
度のわりに高齢化率は
％と高く、鉄道駅周
辺で人口密度が高いに
もかかわらず道路状況
等からバス交通が不便
になっている地区で
す。

の変化（特にコロナを
端緒とする在宅ワーク
の定常化や働き方改革
等）に柔軟に対応し、
地域のニーズに応えら
れる体制の整備／住民
との対話を強化し、よ
りニーズにあった資源
の再分配に関する合意
形成
●付加価値を持った
交通システム
★移動以外の付加価値
を持ち、まちのシンボ
ルになるコミュニティ
交通／まちの魅力を高
めるような乗り継ぎポ

イント
●当面の対応に加え、
中長期の技術・制度等
動向を見据えた持続的
な見直し
★価値観・技術・制度
のバランスを重視しつ
つ、当面・中長期の時
間軸で検討／小型ＥＶ
車 両、 Ａ Ｉ、 自 動 運
転、ＭａａＳ等の新た
な技術の変化や、法制
度の改正、さらには地
域の実情やニーズも将
来的に変化していくこ
とを想定

や鉄道・路線バス等と
の乗り継ぎ・乗り継ぎ
ダイヤの設定や、乗り
継ぎ拠点での待ち環
境、案内・情報環境の
整備
④利便性の高い運行回
数や覚えやすいダイヤ
の設定
分～ 分程度の運行
間隔、パターンダイヤ
等の導入

全体のコミュニティ交通の
導 入 方 針
①経済的・環境的に持
続可能な交通
一ルート車両一台、Ｅ
Ｖ車両等の活用
②分かりやすく気軽に
利用できる運賃の設定
ワンコイン運賃などの
実施、新たな運賃施策
・支払方法の検討
③乗り継ぎ拠点におけ
る乗り継ぎできる交通
コミュニティ交通同士

♢

♢

♢

♢

♢

アクセスを中心とした
運行を行うため左記の
方針を軸として討議を
進めます。
①駅と住宅地を
できるだけ短時間で
結ぶルート
１周５㎞程度での運
行鉄道駅等へのアクセ
ス
②住宅地内での小回り
の利く小型バスの活用
小型車両の活用

鉄道駅への短距離アクセス交通
鉄道駅周辺にもかか
わらず、道路状況等か
らバス交通が不便にな
っている地区におい
て、鉄道駅へ短距離の
コミュニティバス
「みたかシティバス」
の三鷹台・飛行場ルー
トは大きな赤字になっ
ており、路線バスと重
複・線路の距離が長く
車両１台あたりの効率
が悪い・本数が少なく
利便性が低い、課題が
多いルートです。

鉄道駅への短距離アクセス交通のイメージ

図

導入方針に近い地域
をモデル地域として設
定し、社会実験等の取
組みを展開していくた
め、基本コンセプトを
基に地域の課題やニー
ズ、ポテンシャル等を
整理し、地域に合った
運行方法を検討した結

今後の進め方

主に鉄道駅から離れ
たバス交通が不便な地
区において、地域住民
の日常生活での移動を
支える運行を行うた
め、次の方針を軸とし
て、検討進めます。
①日常生活の
外出に使える
運行ルート
通院・買い物・通学等

の目的地
②住宅地内でも小回り
の利くデマンド交通の
活用
バスとタクシーの間の
需要への対応
③小需要に対応した持
続可能な運行
人以下のタクシー
車両活用、需要に応じ
た運行

地域住民の移動を支える生活交通

図 地域住民の移動を支える生活交通のイメージ

井の頭コミュニティセンター

●バス交通空白不便地
域の解消を図る交通シ
ステム
★交通不便地域におけ
る日常生活の移動の確
保／鉄道・路線バスと
の役割分担、隣接自治
体との連携
●利便性と持続性を両
立できる交通システム
★限られた資源（車両
・費用等）の中での利
便性の確保／需要規模
に見合った多様な運行
形態・運行方法・車両
・運賃等の検討／時間
帯により空いている企
業や福祉施設等の送迎
バス車輌等の有効な活
用
●地域ごとで異なる交
通課題・ニーズやまち
づくりに対応した交通
システム
★地域ごとで異なる課
題・ニーズへの対応、

２０

日
館
休

行
発

●小型バス︿日野ポン
チョ等のノンステップ
バス﹀で駅・主要拠点
・目的地を高頻度で繋
ぎます（コミュニティ
バス﹀
。
：長いルートに
ならない範囲でバス交
通空白不便地域に対応
する。
●５人乗り程度の小型

車に乗って買物や病院へ
三鷹台地区における
コミュニティ交通の導
入方針も策定されてい
ます。
地区内の活性化を図
る計画と地域住民（特
に高齢者）向けの計画
に基づいて見直しの方
向性が示されていま
す。

果、 令 和３年 度 は、
「あり方方針」に沿っ
て、令和４年度に実施
予定の社会実験（三鷹
台地区・大沢地区にお
けるコミュニティ交通
の導入）に向けた具体
的な内容の検討を行っ
ていきます。

１０

１５

井の頭地区住民協議会

便利で乗りやすい市民の足に

三鷹市コミュニティバス将来的なあり方検討中
井の頭地区で社会実験

10

月曜日・祝日・国民の

２４

第321号

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2021年（令和3年）10月13日
（1）

わたくしたちは、緑豊かな井の頭地区の環境を守り、美しいものを大切にする心を育み、みんなで学びながら、
手をとり合って、生きがいのある心のふるさとをつくることをめざします
―会則前文より―

われ も こう

歴史講座 総務部
渋沢栄一の生涯から学んだ多くの気づき
こうした渋沢栄一の
先見的考え方に立ち返
り自己反省し、三鷹市
の一市民として微力な
がら実践を重ね地域活
動の中に活かしてゆき
たいと思った実り多い
講座となりました。あ
りがとうございまし
た。 １丁目 Ｋ・Ｎ

適正利用にご協力をお
願いします。
【運用開始予定日】
令和３年 月 日
【配置場所】
三鷹消防署本署
【追加配置される救急
隊の名称】
三鷹第２救急隊
問合わせ先 三鷹消防

署予防課防火査察係
☎ ―０１１９
（内線 ５２０）

三鷹消防署に救急隊が増設されます！
増加する救急要請
に対応するため、三
鷹消防署に救急隊が
１隊追加配置されま
す。本署に２隊、下
連雀出張所及び大沢
出張所に各１隊の計
４隊での運用を開始
します。
今後も、救急車の
した。万が一
の時にしっか
り出来るよう
勉強しようと
思います。
◎思ったより
難しかった
が、参加して
良かった。
◎日頃から訓
練を受けてい
ないと忘れて
しまいます。
これからも積極的に参
加したいと思います。
◎命を助けるための行
為を覚えたいと思い参
加しました。丁寧な説
明で分かりやすかった
です。

◎応急方法を体験し
て、応急手当の重要性
を理解できました。

※マスクの着用
◆申込み
月 日か
ら本館事務局に申込む
※電話受付 月 日～

マスクの着用、手洗い
・アルコール消毒の徹
底
③当日、検温する場合
があります。 ・５度
以上の熱がある方は、
参加いただけません。

新型コロナワクチン情報

★個人接種

歳以下の方へ

日で終了します

◎ワクチン種類：ファ
イザー社
◎会場 市内 カ所の
医療機関 （一覧はホ
ームページをご覧くだ
さい）
◎予約方法 予約受付
け中です。医療機関に
直接予約してくださ
い。

★

三鷹駅前の三鷹ネッ
トワーク大学で予約不
要のワクチン接種を実
施しています。受け付
け開始時に定員に達し
た場合は抽選を行いま
す。 歳未満の方は、
保護者の同伴が必要で
す。
（中学生以上の方
は、予診票に保護者の
同意（署名）と連絡先

が記載してあれば同伴
不要。）
◎ワクチン種類：ファ
イザー社
◎接種日時
月 日（金） 時～
時（ 時 分受付）
月 日・ 日各日曜
時～ 時（ 時 分
受付）
※受付開始の１時間前
から整理券を配布しま
す。
※２回目の予約は接種
会 場 で 受 付 け ま す。
（原則同じ会場で３週
間後）
◎会場 三鷹ネットワ
ーク大学
◎対象
～ 歳の三
鷹市民 各日１００人
程度
◎持ち物 接種券・記
入済みの予診票・本人
確認書類（保険証・運
転 免 許 証・ 学 生 証 な
ど）持ち物に不足があ
る場合、接種できない
ことがあります。
当日、直接会場にお
越しください。

２４

◎会場
元気創造プラザ
◎予約方法 予約受付
け中です（吾木香配布
時に予約がいっぱいの
場合はご容赦くださ
い）
三鷹市のワクチン接種
ｗｅｂサイトか三鷹市
コールセンター（☎０
５７０―０２６―５６
７ 平日９時～ 時）
で予約してください。
※空きがあれば予約な
しでも接種券・予診票
・本人確認書類など持
参で当日接種可能で
す。
（ 受 付 は 終 了１時
間前まで）

集団接種（１回目接種）は、 月
希望する方は早めに接種を…

三鷹市では新たに、
モデルナ社ワクチンの
夕方・夜間接種を集団
接種会場の元気創造プ
ラザで実施します。ま
た、 歳以下の方を対
象に三鷹駅前の三鷹ネ
ットワーク大学で予約
不要のワクチン接種を
実施します。
なお、集団接種会場
（元気創造プラザ）で
の１回目の接種は、
月 日（ 日 ） で 終 了
し、その後は、市内医
療機関での個別接種で
行 い ま す。 月 日
（月）以降は、個別接
種会場の市内医療機関
を縮小し、ワクチン接
種を継続します。
縮小後の医療機関一
覧 は、「 広 報 み た か 」
月 日号や市のホー
ムページでお知らせし
ます。
歳以上の方でワク
チン接種を希望する方
は、早めの接種をお願
いします。

★集団接種

◎ワクチン種類：モデ
ルナ社
◎接種日時
月５日～ 日 毎週
火・水・金曜日
９時～ 時
月 ・ ・ 日
時 分～ 時
※２回目の予約は、１
回目の接種会場で予約
を 受 付 け ま す。（ 原 則
同じ会場で４週間後）

１８

リバウンド防止
措置期間中です

月 日（日）まで
は新型コロナウイルス
感染症のリバウンド防
止措置期間です。外出
時は少人数で３密（密
接しない・密集しない
・密閉しない）の防止
を徹底してください。
マスクも必ず着用しま
しょう。

３０

２４ ３０

１２

１３

２９

２２

１７

１０

１０

１７

７０

１０

１１

普通救命講習 防災部
「いざ」という時のために…
行われました。
以下、参加者の感想
です。
◎救急蘇生法を身につ
けたかったので参加し
ました。心肺蘇生とＡ
ＥＤの実技体験ができ
たことや、注意事項や
ポイントを知れたこと
が、 大 変 良 か っ た で
す。すばやく行動する
こと、正確な手順をふ
むこと、力強く行うこ
との難しさなどが実感
できました。
◎とても勉強になりま

４７

★催 し 物 に 関 す る 注 意 事 項
①コロナウイルス感染
拡大状況により、開催
中止になる場合があり
ます。
②当日、体調が優れな
い場合は参加をご遠慮
ください。

２４

１０

１０

月 日～ 日
◆対象 概ね 歳以上
本館事務局に申込む。 の三鷹市民
※電話受付 月 日～ ◆定員 先着 人
◆持ち物
中高年の簡単健康体操 
タオル 飲み物
厚生部



◆日時
月６日
月 日・ 日各土曜
午後１時半～３時半
◆場所 本館 和室
◆講師 清水 武さん
フィットネスインスト
ラクター
◆費用 無料

２９

１６

代と幅広い世代の方
が参加され、ダミー人
形でＡＥＤを使った心
肺蘇生法の訓練などが

１５

１７

２４

１７

１４ １０ １９ １０

１０

１９

１０

１５

２２

９月 日（ 土 ）
、防
災部主催の普通救命講
習が開かれました。
参加者は、 代から

１０

２９

１７

２０

２０

１０

くの人が豊かさを享受
でき、それを社会還元
していく社会や、努力
した者が正当に報われ
る社会及び身分や、生
まれによって機会が奪
われることのない開放
的社会等々の考え方と
なり、渋沢栄一の求め
る社会のあり方のベー
スになっていったと思
われますし、さらに現
代社会の中で求められ
ているＣＳＲ（企業の
社会的責任）やＣＳＶ
（共通価値の創造）と
いう考え方にも通じる
ものがあると思いま
す。

１１

２０

６０

２０

１７

３０ １９

１６

１２

１０

１５ １０

１０

３７

７０

小田島夏希先生
ピラティス体験講座 
ピラティストレーナー
健康委員会 

◆費用 無料
「しなやかな身体、 
◆定員 先着 人
 美しい姿勢へ」 ◆持ち物 上履き
タオル 飲み物
※マスク着用
◆服装
運動しやすい服装
◆申込み
◆日時
月 日
月５日・ 日各金曜
午前 時 分～ 時半
◆場所 新館多目的室
◆講師

２７

約五百社の株式会社
の創設立と育成に尽力
され日本資本主義の父
と称され、さらに六百
にのぼる教育や福祉な
どの社会公共事業に従
事した渋沢栄一の偉業
の源泉を知りたく受講
いたしました。
講座が進むにつれそ
の源泉が、血洗島と渡
仏にあると確信いたし
ました。血洗島の風習
から得た共助と共同体
意識及び徳川昭武に随
行した際のフランスで
の見聞し体験した合本
主義とが融合し、これ
らが自分だけでなく多

（三鷹市牟礼４―２
― ）です。電話番
号は変わりません。
移転先が手狭なた
め、来所によるご相
談の際は必ず事前に
お電話をください。
（☎０４２２― ―
７４００）

４４

２８

１０

１１

１５

２０

２０

２９

１１

１２

１０

１１

１８

１０

１５

井の頭地域包括支援
センターが移転します

２３



１０

井の頭地域包括支
援センターは、 月
日（土）から令和
４年５月末頃まで施
設改修のため一時移
転します。
移転先は、三鷹ア
ニメーションミュー
ジアムスタジオ２階
２２

（2）
第321号

井の頭地区住民協議会 広報紙 吾木香
2021年（令和3年）10月13日

