などを教訓に、これまで、河川
１面のつづき
監視カメラや防災ドローン、り
認知症対策につきましては、 災証明を迅速に発行できる被災
認知症初期集中支援チームの活 者生活再建支援システム、危険
動を通じて、早期診断・早期治 なブロック塀の撤去を進めるた
療を推進し、必要な医療や介護 めの補助制度等を整備してまい
サービスにつなげてまいります。 りました。平成 年度は、災害
また、聴覚障害の早期発見・ 情報等の重要な伝達手段である
早期療育を図るため、新生児聴 防災行政無線のデジタル化を引
覚検査の助成事業を実施してま き続き進めるとともに、地域防
いります。
災の要として活躍する消防団員
健康づくりにつきましては、 が安全かつ機能的に活動できる
市民が積極的に健康づくり活動 よう、装備品の充実を図ってま
に参加できるよう、市民推進委 いります。また、自助・共助の
員を中心とした地域ぐるみの取 強化に取り組む防災・安心地域
組を推進してまいります。
委員会などと連携し、更なる市
がん対策につきましては、秋 民の防災意識啓発に努めてまい
川流域がん対策議員連盟及び公 ります。
立阿伎留医療センターと連携す
さらに、地震災害に強いまち
るとともに、医師会・歯科医師 づくりに向けて、木造戸建て住
会 な ど の 協 力 を い た だ き な が 宅の耐震化について、普及啓発
ら、がん検診受診の普及啓発に を強化し、診断から改修まで切
努めてまいります。
れ目のない支援を充実するとと
社会問題となっている自殺対 もに、火災や犯罪、景観等の面
策につきましては、自殺対策基 で大きな影響を及ぼす空き家の
本法に基づき、自殺に追い込ま 適正な管理や活用が図られるよ
れることのない社会の実現を目 う、﹁空家等対策計画﹂を策定
指して、新たに﹁自殺対策推進 してまいります。
計画﹂の策定に取り組んでまい
武蔵引田駅北口土地区画整理
ります。
事業につきましては、安心・安
また、保健・福祉に関わる施 全かつ良好な市街地の形成に向
策の総合的な指針である﹁地域 けて、地権者の皆様の意向を踏
保健福祉計画﹂の計画期間が最 まえた換地設計を進めるととも
終年度を迎えることから、社会 に、街路築造工事に着手してま
状況の変化や新たな課題に対応
い
ります。
し、誰もが住み慣れた地域で安
秋川駅自由通路のエレベー
心して暮らしていくことができ ターにつきましては、２０２０
るよう、次期計画の策定に取り 年春の供用開始に向け、着実に
組んでまいります。
工事を進めてまいります。
また、幹線道路等の補修整備
防災力の強化と
を計画的に推進していくほか、
都市整備の推進について
引き続き、東京都からの受託事
業である都道１６５号伊奈福生
線の拡幅や五日市街道の歩道整
備に取り組んでまいります。
さらに、道路パトロールカー
を導入し、道路の巡視を強化す
るとともに、計画的かつ効果的
な維持補修に努めてまいります。

私は一貫して、市民の皆様
が、安心して、安全に暮らすこ
とのできるまちづくりを第一に
考え、市政運営に努めてまいり
ました。
近年多発している大規模災害

性を生かした事業展開となるよ
う引き続き支援してまいります。
五日市地区におきましては、
五日市商和会に派遣されている
市街地再生の取組で実績のある
専門家を中心に、五日市活性化
戦略委員会や地域の方との連携
の下、空き店舗等を活用した取
組が始まっております。五日市
地区の商店街を盛り上げようと
尽力されている地域の皆様の取
組の成果が、五日市全域に波及
また、老朽化した橋りょうの点 するよう支援をしてまいります。
検・補修を計画的に進めてまい
また、創業・就労・事業承継を
ります。
支援するために整備したＢｉ@
都有地である秋川高校跡地の Ｓｔａにつきましては、施設を
活用につきましては、本市のま 利用した 人以上の方が市内で
ちづくりに欠かすことのできな 創業するなどの実績を上げてお
いものでありますので、産業系 ります。今後も、商工会、ハロー
土地利用の実現に向け、東京都 ワークとの連携を深め、相談支
に対し、より強力に働きかけて 援の取組を推進してまいります。
観光面では、インバウンド効
まいります。
都市機能の一翼を担う公共交 果も期待されることから、武蔵
通の対策につきましては、４つ 五日市駅を中心に、歩行者用標
の公共交通優先検討区域におい 識の多言語化や観光トイレの洋
て開催したワークショップやア 式化を進め、観光客の受入環境
ンケート調査の結果などを踏ま 整備を図るとともに、観光経済
え、公共交通検討委員会の意見 統計調査等のデータを活用した
を伺いながら、実証実験に取り 効果的な観光プロモーションを
組んでまいります。その結果を 広域連携も含め展開してまいり
踏まえ、市内全域における公共 ます。
また、ジオパーク推進活動で
交通の充実に努めてまいります。
蓄積した情報や経験を生かし、
産業の振興と生活環境・
その理念を継承した持続可能な
自然環境の保全について
新たな事業として、﹁秋川流域
Ｅツーリズム﹂に取り組んでま
いります。この取組により、観
光客の回遊性の向上と経済的波
及効果が高まるものと考えてお
ります。
農業の振興につきましては、
農業従事者の高齢化や後継者不
足、遊休農地の増加などの課題
を解決するため、担い手の確
保・育成を進めるとともに、農
地の利用集積を図るなどの取組
を進めてまいります。
さらに、地産地消型農業を推
進するため、秋川農業協同組合
秋川駅北口完成イメージ図

商工業の振興につきましては、
消費税率引き上げによる影響を
緩和し、地域における消費を喚
起・下支えするため、国の低所
得者・子育て世帯向けのプレミ
アム付き商品券事業の実施と併
せ、あきる野商工会が実施する
全ての世帯を対象としたプレミ
アム商品券事業を支援してまい
ります。商店街の振興策につき
ましては、﹁商店街振興プラン
行動計画﹂に基づく﹁まちゼ
ミ﹂などを、各商店会の地域特

との連携の下、販売拠点である
秋川ファーマーズセンターの建
替えに取り組むとともに、栽培
施設の充実、農業機械導入を支
援し、作業効率を向上させるこ
とで、直売所への安定した出荷
を確保してまいります。
また、イノシシ等による農作
物被害が急増していることか
ら、電気柵更新計画に基づき、
老朽化した電気柵を計画的に再
整備してまいります。
林業分野につきましては、着
実な林業振興を図るため、︵仮
称︶森林環境譲与税を活用し、
森林の持つ公益的機能を回復さ
せるための森林整備に着手する
とともに、関係団体等との協働
の下、多摩産材活用のＰＲを行
ってまいります。
水産振興につきましては、ア
ユのブランド化を進めるため、
多くの天然アユが遡上できるよ
う、遡上状況の把握に努めると
ともに、魚道の機能回復などの
取組を関係機関と連携して進め
てまいります。
ごみの減量化につきまして
は、引き続き、適正な分別や資
源集団回収の奨励に努めるとと
もに、食品ロス削減に取り組ん
でまいります。
また、庁用自動車に次世代自
動車を計画的に導入し、温室効
果ガス排出量等の削減に努めて
まいります。
自然環境の保全につきまして
は、﹁あきる野市生物多様性保
全条例﹂に基づき、希少野生動
植物の保護や外来種対策に取り
組むとともに、豊かな自然環境
を次世代に引き継ぐため、昔
道・尾根道補修等事業など、地
域と協働した森づくりを継続し
てまいります。

教育の充実について
子どもたちを取り巻く環境が

複雑・多様化する中、子どもた 度 等 の 取 組 を 推 進 し て お り ま
ちが自分の力で人生を選択し、 す。このような中、まちづくり
自立した良き社会人となるため の指針である﹁あきる野市総合
には、生きる力をしっかり身に 計画﹂と﹁あきる野市都市計画
付けることが重要であります。 マスタープラン﹂が計画期間の
後ほど、教育長が教育方針で 満了を控えておりますので、人
述べますが、本市においては、 口減少や高齢化社会に対応し、
学力向上対策の強化や特別支援 持続的発展が可能なまちづくり
教育の推進、いじめ不登校ゼロ を進めるため、平成 年度から
への挑戦などを重点施策とした ２か年をかけ、新たな計画の策
教育行政を進めております。私 定作業を進めてまいります。策
も教育委員会とともに、本市で 定に当たりましては、基礎調査
育った﹁あきる野っ子﹂が広く や市民アンケート調査の結果を
社会で活躍できるよう、一人ひ しっかりと分析し、時代の変化
とりの個性を大切にした教育、 や多様化する市民ニーズに対応
健全育成の推進に努めてまいり してまいります。
また、﹁公共施設等総合管理
ます。
ま た 、 教 育 環 境 の 整 備 に 向 計画﹂に基づき、公共施設の適
け、引き続き、御堂中学校の校 正 配 置 や 適 正 管 理 を 進 め る た
舎非構造部材耐震化工事や学校 め、施設カルテの整備や劣化状
﹁個別施設計画﹂
体育館のトイレの洋式化などに 況の把握など、
の策定に向けた取組を進めてま
取り組んでまいります。
１年半後に控えた東京２０２ いります。
行政情報の発信につきまして
０オリンピック・パラリンピック
競技大会に向けては、スポーツ は 、 メ ー ル 配 信 サ ー ビ ス の ほ か 、
に親しむ市民を増やし、大会の フェイスブックやラインでの観
気運の醸成を図ってまいります。 光情報発信、市公式のインスタ
グラムやツイッターにより情報
を発信しておりますが、より多
くの方々に市政情報を知ってい
ただくため、これらＳＮＳを更
に積極的・効果的に活用してま
いります。
以上、重点施策の一端を述べ
させていただきましたが、平成
年は、私の市長就任１期目の
集大成の年でもあります。安
心・安全なまちづくり、住みよ
まいしん
いあきる野の実現に向けて邁進
するとともに、市民の皆様から
負託をいただけるのであれば、
更なる本市の発展に向けて取り
組んでいく決意をいたしました
ことを申し上げまして、平成
年度の施政方針といたします。

行政力の強化について

市では現在、﹁あきる野市行
財政運営基本指針﹂に基づき、
補助金・負担金の適正化や人材
育成、働き方改革、新公会計制
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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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（２）
平成31年（2019年）３月１日
あきる野市役所 ☎（042）558−1111（代）
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