の情報連携などにより、継続的
な支援体制の充実を図ってまい
ります。
また、受動喫煙防止の機運醸
成を図るため、４月から、市役
所庁舎の屋内全面禁煙を実施い
たしますので、皆様のご理解と
ご協力を賜りたいと存じます。

業後継者のＵターン、定年退職
者、新たな農業従事者などへの
支援を充実するとともに、積極
的に農地の利用集積を図ってま
いります。さらに、東京の農業
にマッチする技術として開発さ
れた生産システムの普及・拡大
に向け、東京型次世代アグリシ
ステム現地実証事業に取り組ん
でまいります。
また、観光の拠点となる施設
の整備や川魚などを活用した食
品等のブランド化を進めるとと
せき
もに、遡上アユの状況把握や堰
の魚道管理を行うなど、関係機
関との連携を強化し、内水面漁
業の振興に努めてまいります。
ごみの減量化につきましては、
適正な分別の啓発や資源集団回
収の奨励、食品ロス削減の取組
を推進してまいります。さら
に、リサイクルフェアの内容を
充実・拡大した、﹁あきる野環
境フェスティバル２０１８﹂を
実行委員会とともに開催いたし
ます。
また、豊かな自然環境を次世
代に引き継ぐため、森づくりな
どの保全活動の推進に努めると
ともに、﹁あきる野市生物多様
性保全条例﹂に基づき、希少種
の保護や外来種等の対策、あき
る野版レッドリストの作成など
に取り組んでまいります。

子﹂を育てるための取組が必要
であると考えております。

そのため、総合教育会議での
議論と併せ、公共施設等の一層
の活用や適正な配置などについ
ても検討を行う必要があること
から、庁内にプロジェクトチー
ムを作り、﹁多様な教育課題に
対応できる体制づくり﹂を進め
てまいります。
また、教育環境を整備するた
め、教室数の不足が見込まれる
御堂中学校の校舎増築工事や一
の谷小学校の非構造部材耐震化
工事、学校体育館のトイレの洋
式化などに取り組んでまいりま
す。

行政力の強化

人口減少や社会資本の老朽化
の進行に加え、団塊世代職員の
退職、地方への権限移譲などに
より、地方自治体を取り巻く環
境は大きく変化しております。
国による経済対策により、雇用
環境やＧＤＰの緩やかな改善が
伺えるなど、景気回復の兆しが
見え始めておりますが、一方で
は、金融・資本市場の大きな変
動に留意する必要もあります。
行政需要の多様化や市民と協
働のまちづくりを進める上での
説明責任・情報公開の徹底など、
基礎自治体における自主的・自

立的な自治体経営の重要性が高
まる中、私は、行政の基礎体力
をより強固なものとする必要性
を痛感しております。そのため、
職員のそれぞれの職層に必要と
されるマネジメント力の強化を
図りたいと考えております。
また、市はこれまで、行政改
革の取組により、アウトソーシ
ングなどを通じて職員数の削減
を進めてきましたが、行政サー
ビスの維持・向上に向け、これ
からの行政を担う若手職員の人
材育成も急務となっておりま
す。さらに、適正な行政サービ
スを提供し続けていくためには、
中長期的な財政状況を見通しつ
つ、限られた経営資源を適正・
柔軟に投じながら、メリハリの
ある施策を展開することも重要
であります。
このようなことから、次期総
合計画の策定に向けて取組を進
める中で、﹁あきる野市行財政
運営基本指針﹂に基づき、内部
統制機能や組織のリスクマネジ
メント、情報セキュリティの強
化などに取り組むとともに、新
公会計制度に基づく財務書類の
作成、指定管理者制度やＰＦＩ
事業などのアウトソーシングの
あり方の検討、公共施設等総合
管理計画の取組、行政サービス
の生産性の向上につなげるため
の計画的な人材育成などを推進
してまいります。
以上、平成 年度の重点施策
の一端を述べさせていただきま
したが、引き続き、安心・安全
なまちづくり、住みよいあきる
野の実現に向け取り組んでまい
りますので、市民並びに議員の
皆様の一層のご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げま
して、平成 年度の施政方針と
いたします。
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※平成 年度の教育方針は、３
月 日号に掲載する予定です。
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教育の充実
子ども・家庭・学校を取り巻
く環境が、年々複雑化・多様化
する中、様々な課題が浮き彫り
になっております。後ほど、教
育長の教育方針︵※︶の中でも
述べさせていただきますが、本
市におきましても、いじめ・不
登校などの生活指導や特別支援
教育の充実などが課題となって
いることから、子どもたち一人
ひとりの個性を十分に理解し、
郷土愛を持った﹁あきる野っ
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き続き、地権者の皆様のご意向
を踏まえた換地設計や企業誘致
に向けて取組を進めてまいりま
す。
秋川駅自由通路のエレベータ
ー設置につきましては、関係機
関との協議を進めながら、詳細
設計を完了させ、工事の着手に
向けて精力的に取り組んでまい
ります。
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ており、これまでに 人の方が
市内で創業をされております。
今後も、商工会、ハローワーク
との連携を強化し、創業や就労
の支援、事業承継に関する相談
などに取り組むとともに、隣接
する﹁ここるの﹂とも連携し、
子育て世代の就業、復職に向け
ての相談体制も充実してまいり
ます。また、﹁商店街振興プラ
道路整備につきましては、幹 ン行動計画﹂に基づき、引き続
線道路等の補修整備に取り組む き、活力ある商店街づくりに取
とともに、東京都の受託事業で り組むとともに、各商店会、活
ある都道１６５号伊奈福生線の 性化戦略委員会等の活動を支援
拡幅事業や五日市街道の歩道設 してまいります。
置事業に引き続き取り組んでま
観光面では、秋川渓谷の魅力
いります。また、老朽化した橋 を発信するため、アクセスが向
りょうの点検・補修を計画的に 上した圏央道沿線等でプロモー
進めるとともに、昨年の台風に ション事業を展開するとともに、
より被害のあった道路と河川の 観光トイレの洋式化や案内標識
復旧工事に取り組んでまいりま 等の多言語化など、観光客の受
す。
入環境の整備を進めてまいりま
また、市民や福祉事業者等の す。さらに、広域連携事業とし
参 画 を 得 て 新 た に 立 ち 上 げ る て、檜原村等との共同により、
﹁あきる野市公共交通検討委員 秋川渓谷を訪れる観光客がもた
会﹂における議論などを踏まえ、 らす地域経済への波及効果の把
持続可能な公共交通の実現に向 握などを目的とした﹁観光経済
けた取組を進めてまいります。 統計調査﹂を実施するとともに、
八王子市等と連携し、訪日外国
産業の振興と生活環境・ 人旅行者の誘客促進と地域内の
周遊性向上を目的としたプロモ
自然環境の保全
ーション活動などに取り組んで
ビ
まいります。
農業振興につきましては、農
あきる野ルピア２階の﹁Ｂｉ
ス タ
＠Ｓｔａ﹂利用者は徐々に増え
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防災力と
都市機能の強化
昨年の台風 号では、本市に
おいても土砂崩れや道路の陥没
などが発生いたしました。
こうした災害による被害を最
小限に抑えるためには、日頃か
らの備えが何より重要なことか
ら、防災行政無線のデジタル化
工事に着手するとともに、避難
所となる全ての小学校にソーラ
ー外灯を設置いたします。また、
災害の種類に応じた避難所指定
や、見直された浸水想定区域の
情報などを反映したハザードマ
ップの作成など、土砂災害等の
発生を想定した取組を引き続き
推進してまいります。さらには、
孤立した地域が生じた場合の初
動対応を確実なものとするため、
平常時から、大型ドローンによ
る実証実験を積極的に行ってま
いります。また、夜間訓練や活
動発表会の実施など、自主的か
つ積極的に地域防災力の強化に
取り組まれている防災・安心地
域委員会や町内会・自治会の活
動を支援するとともに、地域に
おける避難支援や安否確認など
に必要となる避難行動要支援者
名簿の整備を進めてまいります。
圏央道の整備効果を生かした
まちづくりにつきましては、初
雁地区に続き、富士通テクノロ
ジセンター跡地や秋川高校跡地
の産業系土地利用を推進してま
いります。
また、武蔵引田駅北口土地区
画整理事業につきましては、引
21

１面のつづき
また、障がい者の社会参画を
推進するため、障がい者就労・
生活支援センターの支援員を増
員し、個々の障害の種別、程度
に応じた就労支援の充実を図っ
てまいります。
健康づくりにつきましては、
健康増進計画﹁めざせ健康あき
る野 ﹂の第二次計画に基づき、
市民、地域、行政が一丸となっ
て、﹁ふれあい いきがい 元
気なまち﹂を目指して取組を進
めてまいります。
また、がん対策につきまして
も、秋川流域がん対策推進議員
連盟や公立阿伎留医療センター
と連携するとともに、医師会や
歯科医師会などの協力を得て、
がん検診の受診率の更なる向上
を目指し、普及啓発に努めてま
いります。
さらに、骨髄移植ドナーの支
援として、骨髄等の提供を行っ
た方とその方が勤務する事業所
への助成事業を実施してまいり
ます。
母子保健型の利用者支援事業
を実施している﹁ここるの﹂に
おいては、全ての妊婦に対して
ケアプラン等の作成と活用の周
知を図るとともに、関係機関と
21
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