
  
 
 

      稲城市教育委員会教育部生涯学習課    
           社会教育主事・下道敏行 
 

 平成28年度 全国市町村国際文化研修所 職員養成研修 

「生涯学習によるまちづくりを考える」 
   

     【東京都稲城市が具現化している】 
 

“つなぎあい”から“にないあい”へ 
～市民参画が促されるまちづくり～ 

 

平成29年2月16日（木） 



第１章 稲城市の概要 

昭和４６年１１月１日 市制施行 
人口（平成２８年４月１日現在）：８７，８２８人 
職員数：４４３人（市立病院・消防職員４２１人） 
議員数：２２人（男性議員１６人、女性議員６人） 
 

 



平成２８年度一般会計予算 ３４７億円 

予算額（単位：千円） 

一般会計 ３４，７００，０００ 

国民健康保険事業特別会計 ９，１０３，４７７ 

土地区画整理事業特別会計 １，９６６，１１８ 

下水道事業特別会計 ２，７６５，０３４ 

介護保険特別会計 ４，５９３，６７１ 

後期高齢者医療特別会計 １，３９４，１２０ 

病院事業特別会計 ８，３７７，７８９ 

     合計 ６２，９００，２０９ 



市のあゆみ 

 明治２２年(1889年) 稲城村（６か村（※）合併） 

  （※矢野口村、東長沼村、大丸村、百村、坂浜村、平尾村） 

 昭和 ４年(1929年) 南武鉄道開通 

 昭和２１年(1946年) 村立稲城病院設置 

 昭和２４年(1949年) 押立地区が編入 

 昭和３２年(1957年) 稲城町（人口10,145人） 

 昭和４６年(1971年) 稲城市（人口36,800人） 

 昭和６３年(1988年) 多摩ニュータウン入居（向陽台） 

 平成 ７年(1995年) 多摩ニュータウン入居（長峰） 

 平成１１年(1999年) 多摩ニュータウン入居（若葉台） 



人口の推移 

（出展：稲城市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 



※ 平成12年、17年、22年は国勢調査による実績値。平成27年、平成32年は推計値。  

 平成32年には92,000人程度になる見通し 

稲城市の人口 
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人口の見通し 

（出展：稲城市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 



新宿から南西に約２０ｋｍ離れて 
位置した東京のベッドタウン 

新宿から2０分、調布から９分の稲城駅をはじめ、 
市内６駅と交通機関に恵まれた住みやすい町 
 
【京王相模原線】 
 よみうりランド駅、稲城駅、若葉台駅 
【ＪＲ南武線】 
 矢野口駅、稲城長沼駅、南多摩駅 
 
★「主婦が幸せに暮らす街」の全国２位にランクイン 
 
 



 学研パブリッシングから発行されている雑誌『aene』 

の７月号で、「主婦が幸せに暮らせる街ランキング」で 

稲城市が全国2位ランクインしました。 





多摩ニュータウンの街並み 

都市景観大賞（平成７年度）を受賞した向陽台の街並み 戸建住宅 

昭和４６年に稲城地区の事業承認を得て、昭和６３年に向陽台 
地区、平成７年に長峰地区、平成１１年に若葉台地区の街びらき 
が行われています。 
事業は平成１８年に完了しており、現在は、未利用地の計画的な 
処分をＵＲ都市機構と連携して進めています。 



放課後子ども教室の実施 

小学校の施設を活用し、「放課後子ども教室」を 

平成26年4月から実施（平成28年4月全校）しています。 

 【対象】全学年 

   【開催日】平日、土曜日、長期休業日 

       運動会等の振替日 

 【時間】午後５時まで 

    ↓ 
安心・安全で健やかな成長を促す居場所の確保 

学童クラブの待機児童の削減  



介護支援ボランティア制度 

◆制度の仕組み 

 ①高齢者のボランティア活動実績等を評価し、ポイント付与 

 ②高齢者は、ポイント活用（年額5000円分を上限） 

 ③ボランティア等の社会参加活動を 

  通じ、高齢者自身の介護予防に 

  繋がる。また、実質的な介護保険 

  料負担の軽減が図られる。 

◆平成19年、稲城市が全国に先駆け実施。 
 「日本ヘルスサポート学会賞受賞」 
 現在は、全国40以上の自治体に広がっている。 

◆登録者数： 682人 

 （平成28年3月31日現在） 



市章・シンボルマーク 

 市章は、いなぎの「い」を図案
化したもので、円満な市政と将来
に向かっての限りない発展を象徴
しています。 

 これは稲城市のシンボルマークと
してＣＩ（コーポレートアイデン
ティティ）推進事業の一環で作られ
ました。 



イメージキャラクター 
  「稲城なしのすけ」 

 稲城市の特産品の梨をモチーフに、機動戦士ガンダム
やヤッターマンなどのメカニックデザインで有名な市内
在住の大河原邦男先生と、マルチクリエイターの井上
ジェット先生の手によって、平成23年10月に誕生しま
した。 
 名称は、公募により、総数1,864件の中から「稲城な
しのすけ」に決定しました。 

© K.Okawara・Jet Inoue  



オリジナルナンバープレートの作成 

 平成24年９月より、市のイメージキャラク
ターである「稲城なしのすけ」を50cc、90cc、
125cc以下の原動機付自転車のナンバープレー
トに印刷し、市のオリジナルナンバープレート
として、交付を開始しました。 

 イメージキャラクターを通じ、市への
愛着を深めていただき、また、市の魅
力を内外に向けてアピールしていきま
す。 



観光発信拠点整備 （稲城長沼駅周辺） 

 ＪＲ南武線が平成25年12月23日に高架化されたことに伴
い、今年の4月に稲城長沼駅周辺に稲城の魅力を発信するラ
ンドマーク「いなぎ発信基地ペアテラス」が開業しました。 
 高架下への大河原邦男氏代表作ガンダム・ザクの大型モ
ニュメント（ ３～４ｍ）設置    

 観光発信施設の整備 

  

       
稲城の魅力の向上 



姉妹都市 北海道 大空町 

 稲城市は、北海道大空町と姉妹都市を
提携（平成３年）しています。 
 大空町は、北海道北東部に位置し、人
口7,609人（H27年6月末日現在）、面積
343.62km2 の町です。 
  
 相互交流を図るため、当市では町を訪
れる方へ宿泊費の一部を補助する事業を
行っています。 



友好都市 福島県相馬市 

稲城市は福島県相馬市と友好都市
を提携（平成２７年８月）してい
ます。 

相馬市は福島県東北端に位置し、
人口35,811人（H27年3月現在）、
面積197.80km2 の町です。 
 



友好都市 長野県野沢温泉村 

稲城市は長野県野沢温泉村と友好都
市を提携（平成２７年１１月）して
います。 

野沢温泉村は長野県北部に位置し、
人口3,753人（H27年4月現在）、
面積57.96km2 の町です。 



市の特産品 

＜ 梨 ＞ 
 市内で栽培している梨は、果汁が豊富
で甘味も多く、シャキッとした食感の肉
質も大好評です。シーズン中には、市内
の各所に直売所が開設され、市内・市外
から買いに来る人たちでにぎわいます。
中でも市内の農家で作り出された品種 
「稲城」が人気です。 

＜ ぶどう ＞ 
 東京の名山「高尾山」にちなんで名付
けられたこの品種「高尾」は、「巨峰」
を親とする大粒の種無しぶどうです。糖
度の高さと味・香りの良さ、そして食べ
やすさで、梨とともに稲城を代表する味
覚として愛されています。  



梨やぶどうの生産が盛んです。 

「稲城の梨」は平成１８年に地域ブランドとして特許庁から 

商標登録の認定を受けました。 

 ①緑につつまれ友愛に満ちた市民のまち                             



 ②５つのゴルフ場 

「よみうりゴルフ倶楽部」「東京よみうりカントリークラブ」 
「多摩カントリークラブ」 「桜ヶ丘カントリークラブ」 
「多摩ヒルズゴルフコース（米軍）」  
 



 ③市立病院、健診外来棟、健康プラザが併設 

淡路大震災の教訓から、平成１０年に公立病院として日本初の免震構造
建築を導入し、新病院を開院しました。 
(平成１３年度 日本免震構造協会賞作品賞) 
平成２４年には、健診外来棟と健康プラザを併設オープンしました。 
  

 



平成１８年７月からＰＦＩ方式により運営、年間３４５日開館、 
開館時間９時～２０時、蔵書規模３６万冊、物品販売、 
ビジネスコンビニ（オンラインデータベースのプリントアウト）、 
視聴覚資料スペース（ＣＤ、ＤＶＤ、ビデオテープの視聴）などの 
サービスを実施。 

 ④中央図書館 



 ⑤災害に強いまちづくり 

本市は、自治体単独消防の体制をとっており、災害活動に当たっては、 

消防団との連携のもと被害の極限防止に努めています。 

大震災などに備えて、自主防災組織などの防災関係団体との連携、 

携帯電話への電子メールを活用した防犯・防災情報の配信など、稲城市 

独自の取り組みを行い、市民への消防行政サービスを推進しています。 



 ⑥東京ヴェルディ・日テレベレーザのホームタウン 
 
稲城市をホームタウンとするサッカーチーム東京ヴェルディは、 
東京ヴェルディ1969、日テレベレーザの他、バレーボール、 
トライアスロンなどのチームが所属しております。 
本市では応援懸垂幕の掲出、市民の無料招待、市民シートの発売等 
により支援をしています。  
  
東京ヴェルディと一層の連携を図り、協同事業を実施しており、 
長峰スポーツ広場の管理をヴェルディグループに指定管理委託して 
います。 

 

 



 ⑦「いなぎ発信基地ペアテラス」 

ゆるキャラの「稲城なしのすけ」は、機動戦士ガンダムなどのメカニック 

デザイナーの大河原邦男先生のご協力により、「梨」をモチーフとして 

作成されました。 

稲城市を内外にＰＲするため、平成２８年４月にＪＲ稲城長沼駅高架下 

にペアテラスをオープンしました。 
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