
第６次府中市総合計画
平成２６年度（2014年度）～平成３３年度（2021年度）

府　中　市

みんなで創る　笑顔あふれる　住みよいまち
～みどり・文化・にぎわいのある
洗練された都市を目指して～



 

ああいいささつつ  

このたび、平成２６年度を初年度とする第６次府中市総合計画を策定いたしました。 

今日の社会経済情勢は、依然として景気の先行きが不透明なうえに、高齢化に伴う社会

保障費の増加や社会資本の維持管理費の増大が見込まれ、引き続き厳しい財政状況が続く

ものと想定されますが、このような中でも、きめ細かな市民サービスを維持し、災害に強

く、市民の皆様が健康に暮らせるまちにしていくためには、「選択と集中」の指向を一層明

確にし、市民の皆様とともにまちづくりを進めることが大切となってまいります。 

このたびの総合計画の策定に当たりましては、公募市民の方々と職員による「市民検討

協議会」や「総合計画策定のための市民の意見を聴く会」、「グループインタビュー」、「総

合計画策定のためのテーマ別提案募集」など、多くの市民の皆様からご意見・ご提案をい

ただきました。これらを最大限に取り入れるべく「総合計画審議会」でご審議いただき、

答申を基に原案を作成し、市議会において認めていただいたものです。 

平成２６年には府中市制施行６０周年を迎えますが、この記念すべき年にふさわしく、

市民の皆様と市が協働して目指す都市の姿として設定いたしました 

「みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち 

 ～みどり・文化・にぎわいのある洗練された都市を目指して～」 

の実現に向けて、市政を計画的かつ総合的に推進してまいります。 

 

府中市長  高 野 律 雄 

 

総総合合計計画画ととはは  

総合計画は、これからの府中をどのようにつくっていくのか、その方向性を描いたまち

づくりの指針となるものです。 

総合計画は、どのようなまちを目指すのかを表した基本構想（まちの将来イメージ）と、

そのイメージを実現するために何に取り組んで行くのかを表した基本計画（具体的な計画）

で組み立てられています。 
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ままちちのの““都都市市像像””（（将将来来像像））  

 府中をもっと住みやすく、活気あるまちにしていくために、基本的な理念を明らかにし、

みんなで目指すまちの“都市像”を決めました。 

この“都市像”は、たくさんの市民の方と話し合いを重ね、みんなの思いを織り込んだ

言葉です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

みみんんななでで一一緒緒ににここれれかかららのの府府中中ののままちちををつつくくっってていいききままししょょうう！！  

たくさんの笑顔があふれる住みやすい府中をつくっていくためには、市だけではなく、

市民の力、自治会やＮＰＯなどの団体の力、事業者の力など、府中に関係する「みんなの

力」が必要です。 

今回の総合計画には、市民の方と一緒に考えた「市民の役割」と「市の役割」が書かれ

ています。できることはそれぞれ違いますが、みんなで力を合わせて、これからの府中の

まちをつくっていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市民の役割】 

（市民、自治会やＮＰＯなどの団体、

事業者などに期待される役割） 

・府中のことをもっと知る 

・府中のまちづくりに参加する 

・みんなのために力を発揮する 

 など 

【市の役割】 

・まちづくりのまとめ役になる 

・府中のことを分かりやすく伝える 

・市民とコミュニケーションをとり、市

民の思いをまちづくりに反映する 

・市民が活動しやすいようサポートする 

 など 

都都市市像像  
  

みみんんななでで創創るる  笑笑顔顔ああふふれれるる  住住みみよよいいままちち  
  

～～みみどどりり・・文文化化・・ににぎぎわわいいののああるる洗洗練練さされれたた都都市市をを目目指指ししてて～～  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けやき並木や多摩川、

いろいろな公園があっ

て、お散歩コースがたく

さん！ 

若い世代の家庭が子育てしやす

いよう、待機児童を解消してほし

いです！そして、地域みんなで子

育てに取り組む府中にしたいです

ね。 

日中はおじいちゃん、お

ばあちゃんがまちを見守

ってくれる！普段からも

っとつながりがあるとい

いのに。 

狭い道や行き止まり道路も

あり、消防車や救急車が通

れない！何かあったときが

心配です。 

市政に関心が薄い人が

多い。若い人も参加でき

る会議をもっと開いて市

民の声を多く集めて！ 

子どもからお年寄りまで、

多摩川清掃に 4000 人も

参加してくれる！みんなで

きれいにしていきたいね。 

○市民活動も盛ん 

市内のＮＰＯ法人は７９団体

で、都内の市町村では 3 番目の

多さです。 

○○府府中中はは、、住住みみややすすくく、、  

住住みみ続続けけたたいいままちち  

平成２４年度市政世論調査 

Q 府中の住みやすさは？ 

約９５％が住みよいと回答 

Q 府中の定住意向は？ 

約９５％が住み続けると回答

○人口は約２５万人 

都内の市町村では八王子市、

町田市に続く 3 番目の多さ

です。 

 

○面積は約２９km2 

（東京ドーム 589 個分）

都内の市町村では、5 番目

の広さです。 

○市民１人が１日に 

出す総ごみ量は 

633ｇ／日 

都内の市町村では小金井市

に続く2番目の少なさです。 

府中は歴史があって、文化財

もたくさん！いろいろな場所

でイベントがある！もっと PR

しなきゃって感じます。 

○製造業が盛ん 

都内の市町村では、事業

所の製造品出荷額が第１

位です。 

府府中中ののままちちのの””いいまま”” 

市市民民のの意意見見をを聴聴くく会会、、ググルルーーププイインンタタビビュューーでで市市民民のの方方かからら寄寄せせらられれたた声声  

データで見る府中 



 

 

１１．．人人とと人人ととがが支支ええ合合いい幸幸せせをを感感じじるるままちち（（健健康康・・福福祉祉））  

・みんながそれぞれ自分に合った健康づくりをすすめ、いきいきと自分らしく暮らせるまち 

・子どもやお年寄りなど支援を必要とする人を、家族や地域で見守り支えあうまち 

・みんなの健康や生活を守る仕組みがあり、安心して暮らせるまち 

(１)健康づくりの推進 

(２)子育て支援 

(３)高齢者サービスの充実 

(４)障害者サービスの充実 

(５)社会保障制度の充実 

(６)生活の安定の確保 

(７)地域福祉活動の支援 

５５．．総総合合計計画画のの実実現現にに向向けけてて（（行行財財政政運運営営））  

・市民が市政に関心を持ち、まちづくりに参加する協働のまち 

・社会の変化に合わせた効率的・効果的な市政運営が行われているまち 

・中長期的な視点に立った健全で持続可能な市政運営が行われているまち 

(１)市民の参画意欲を高める市政運営 

(２)経営的な視点に立った市政運営 

(３)継続的かつ安定的な市政運営 

(４)健全財政による持続可能な市政運営 

 

４４．．人人をを魅魅了了すするるににぎぎわわいいとと活活力力ののああるるままちち（（都都市市基基盤盤・・産産業業））  

・府中らしい緑と歴史を活かした魅力あふれる、安全で住みよいまち 

・鉄道、バス、コミュニティバスなど公共交通機関が充実した利便性の高いまち 

・道路や下水道などが計画的に整備、維持管理され、安心して利用できるまち 

・魅力ある観光資源、魅力ある商業などに人が集うまち 

(１)計画的なまちづくりの推進 

(２)まちの拠点整備 

(３)公共交通の利便性向上 

(４)社会基盤の保全・整備 

(５)商工業の振興 

(６)都市農業の育成 

 

３３．．人人ととココミミュュニニテティィををははぐぐくくむむ文文化化ののままちち（（文文化化・・学学習習））  

・市民一人ひとりがお互いを尊重し合い、個性と力を発揮できるまち 

・子どもからお年寄りまで、みんながスポーツや学習など、生きがいをもって暮らせるまち 

・歴史や文化を大切にするまち 

・家庭・学校・地域社会に支えられて、子どもたちが人間性豊かな大人へと成長できるまち 

・自治会などの地域コミュニティ、ＮＰＯなどの市民団体が活力に満ちたまち 

２２．．安安全全でで快快適適にに暮暮ららせせるる持持続続可可能能ななままちち（（生生活活・・環環境境））  

・府中の貴重な財産である水や緑をみんなで守り育て、人と自然がともに生きるまち 

・ごみの減量や省エネなどにみんなで取り組む、地球にやさしいまち 

・地域のつながりを大切にする安心して暮らせるまち 

・高い防災意識と危機管理体制を備えた災害につよいまち 

 
(１)自然・生態系の保護と回復 

(２)緑の整備 

(３)生活環境の保全 

(４)循環型社会の形成 

(５)交通安全・地域安全の推進 

(６)災害対応能力の向上 

みみんんななでで創創るる  笑笑顔顔ああふふれれるる  住住みみよよいいままちち  ～～みみどどりり・・文文化化・・ににぎぎわわいいののああるる洗洗練練さされれたた都都市市をを目目指指ししてて～～  

(６)スポーツ活動の支援 

(７)学校教育の充実 

(８)青少年の健全育成 

(９)市民との協働体制の構築 

(１)人権と平和の尊重 

(２)男女共同参画の拡大 

(３)国際化と都市間交流の推進 

(４)生涯にわたる学習活動の推進 

(５)文化・芸術活動の支援 



 

プロジェクト１「市民が主役のまちづくり」 

 府中駅前を中心として市民活動拠点の整備・充実を図るととも

に、市民と市の顔の見える関係づくりを進め、市民の主体的なまち

づくりを支えます。また、市の特色である文化や芸術などが市民の

手で育つように、市民が地域で学び、活躍できる環境を整えます。 

・情報公開機能を備えた市民活動拠点の整備 

・市民と市とのコミュニケーションの進化 

・市民が育てる文化・芸術のまちに向けた環境づくり

プロジェクト２「防災・減災のまちづくり」 

 地震などの被害を軽減するため、各公共施設の安全対策や民

間建築物の耐震化の推進に取り組みます。また、地域防災計画

を踏まえた公共施設への備品整備に加えて、他自治体や民間企

業などとの人的支援、物的支援に係る連携体制を強化します。

・公共施設の安全対策の推進 

・ハード・ソフト両面での地域防災体制の強化 

・民間建築物の耐震化の促進

プロジェクト３「にぎわいのあるまちづくり」 

 市のシンボルであるけやき並木の保護とけやき並木通りのモー

ル化とともに、府中駅南口の再開発事業を進め、中心商業地として

のにぎわいづくりに繋げます。また、それぞれの地域の魅力を活か

した観光施策や地域商店街の活性化に取り組みます。 

・けやき並木を活用したにぎわいの創出 

・府中駅南口第一地区第一種市街地再開発事業の推進 

・地域のにぎわいづくりに向けた商業・観光施策の展開

プロジェクト４「健康で元気なまちづくり」 

 健康づくりに関する知識や技術を地域で共有し、市民の健康と

生きがいを地域社会全体で支える仕組みをつくります。また、市

内のトップスポーツチームとの交流や学校生活での取組を通じ

て、児童・生徒の健やかな成長を支えます。 

・個人の健康を社会全体で支える仕組みづくり 

・地域に根差した「スポーツタウン府中」の発展 

・元気で健やかに育つ児童・生徒の健康づくりの促進 

住みよいまちをつくるために、以下の 4 つのプロジェクトに重点的に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒詳しくは、総合計画書の６９ページ 

⇒詳しくは、総合計画書の７０ページ 

⇒詳しくは、総合計画書の７１ページ

⇒詳しくは、総合計画書の７２ページ 

府府中中ををよよくくすするる４４つつののププロロジジェェククトト



 

総総合合計計画画はは、、みみんんななででつつくくりりままししたた！！  

この計画は、市民意識調査、市民の意見を聴く会、グループインタビューなど、様々な

形で市民の方の声を聴きながらつくりました。特に、市民検討協議会では、市民と市職員

が一緒になり、これからの府中について真剣に話し合いました。また、総合計画審議会や

市でも多くの議論を重ね、みんなの力を合わせてつくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここれれかかららののままちちづづくくりりにに向向けけてて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 6 次府中市総合計画の全文は、府中市ホームページ

（http://www.city.fuchu.tokyo.jp/）で公開しています。 

 トップページから、            で 

市政情報公開室、市内各図書館などでもご覧いただけます。

「協働によるまちづくり」の鍵は市民の協働であり、その基盤づくりを行政がどのよう

に支援できるのかにあります。この計画は、多くの市民の皆さんのご協力を得ながら、市

民主体の計画づくりへの一つの模索として、とても丁寧につくられています。 

この計画の実施においても、市民の協働を軸に市民と行政との協働、事業者や様々なス

テークホルダー（利害関係者）との協働によって、「ふたつとない府中の良さ」を引き出す

まちづくりをともに進めていきましょう。    （前総合計画審議会会長 朝岡幸彦）

この計画には「市民の役割」が記載されています。 

これは、半年にわたる市民検討協議会で、４２人の公募の市民委員と２３人の職員が協

働して、熱い議論を重ねて考えた内容です。 

ここで暮らしてよかったと思える府中をつくるために、私たち市民はさらに重要な役割

を担うことが必要です。市民の皆さん一人ひとりの力を合わせて計画を実行しましょう。

（前市民検討協議会会長 小川曉男）

市民検討協議会 総合計画審議会

市 

グループ・ 
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市政世論調査 
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