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平成25年第一回定例市議会において、平成
25年度予算案をはじめとする諸議案をご審議
いただくに当たり、私の所信を申し上げ、議
員各位をはじめ市民の皆様のご理解とご協力
を賜りたいと存じます。
本日、施政方針を述べるに当たり、市民の
皆様、議会の皆様、市政に係わる関係者の皆
様に対し、重要な決断をしたことをお伝えし
なければなりません。
私は、平成13年の市長選挙において選出さ
れて以来、３期12年の長きにわたり市政を担
当してまいりましたが、国分寺市政のさらな
る活性化を願い、今任期をもって退任する決
断をいたしました。
市長就任以来、私は一市民として活動して
きた経験を踏まえ、「共生・参加・創造」を
市政運営の基本理念とし、「参加と協働によ
るまちづくり」を市政に浸透させるべく、市
民の皆様には「観客からプレーヤーへ」、職
員には「まちに出よう」と呼びかけてまいり
ました。
平成18年12月には「国分寺市基本構想」の
改定を行い、平成19年３月には、平成19年度
を初年度とする10年間の「第四次長期総合計
画」を策定いたしました。また、平成20年12
月には、市長就任当初から検討してきた「自
治基本条例」を議会で可決いただき、「市民
参加」および「市民活動団体等との協働」に
よる「国分寺づくり」を進めようと努めてま

いりました。
一方、私が担当した12年間は、日本経済お

よび市の財政がともに厳しい状況にありまし
た。少子高齢化が急速に進行し、福祉関係予
算は増大の一途をたどってまいりました。そ
のような中ではありましたが、「西国分寺駅
東地区再開発」「国分寺駅北口再開発」など
財政負担を要する大型事業にも、本市の将来
のために継続的に取り組んでまいりました。
さらに、過去の下水道整備などにより多額

の借金を抱えた財政状況にあっては、新たな
地方債発行には慎重を期す必要がありまし
た。そのため平成19年度からは一貫して「赤
字地方債（臨時財政対策債）」を借り入れし
ない財政運営に努めてまいりました。併せて、
行政改革を推進することで財源確保に努め、
市全体の借入金残高は大きく減少させること
ができました。
財政面で厳しい制約はありましたが、市民

の皆様のご理解・ご協力を得て、「参加と協働」
「防災防犯」「民間保育園誘致」「子育て支援」
「障害（児）者・高齢者支援」「地域コミュニ
ティづくり」「駅周辺再開発」「学校・公共施
設の耐震化」「ぶんバス」「ごみ問題」「緑地・
農地・湧水・史跡の保全」「都立図書館誘致」
「中学校給食」「商工農業の振興」「歴史を生
かしたまちづくり」「平和と人権」「自治体間
の連携と交流」「総人件費・地方債残高の削減」
「イメージキャラクター誕生」等々、さまざ
まな課題に対し一定の成果をあげることがで
きたと考えております。
もちろんこの成果は、私一人の力でなし得

たものではなく、市民の皆様の協力と市民活
動団体や大学等との協働の賜であり、国分寺
市政に関わったすべての人々の努力の結晶で
あります。この間、それぞれの立場でご協力
いただいてきた市民の皆様、議員・職員をは
じめ関係各位に心より感謝を申し上げます。
私自身に任された時間は限られております

が、国分寺市政は永続します。今後とも、「基
本構想」や「自治基本条例」の理念を踏まえ、
「健康で文化的な都市―住み続けたいまち、
ふるさと国分寺―」を目指し、市民の皆様と
ともに市政を前進させていかなければなりま
せん。
私は、今後の市政にかかる負担を少しでも

軽減できるように、残された任期に全力を尽
くしてまいります。

昨年12月に発足した安倍政権は、日本経済
を大胆に再生させるため、大震災からの復興

を前進させるとともに、円高是正、デフレか
らの早期脱却に向けて、日本経済再生に向け
た緊急経済対策に続いて、平成24年度補正予
算を閣議決定し、１月22日には日本銀行とと
もにデフレ脱却と持続的な経済成長実現のた
めの共同声明を公表し、２％の物価安定目標
を掲げました。
さらに政府は、平成25年度予算（案）を過
去最大規模の一般会計総額92兆6,151億円と
し、補正予算と合わせ「15か月予算」として
編成しています。このような積極策により、
円安・株高など日本経済には現在のところ改
善の兆しが見られますが、それが実体経済の
持続的成長につながるのか、地方財政にどの
ような影響をもたらすのかはいまだ不透明な
状況です。
このような国の動向に対し、情報収集には
万全を期し、適切に対応できるよう努めてい
かなければなりません。特に、国の平成24年
度補正予算、中でも緊急課題への対応に係る
財源措置に位置付けられる「緊急防災・減災
事業費（地方単独事業）」「地域の元気づくり
事業費」についての対応は、今後の市政運営
に大きな影響があると考えられます。このた
め平成25年度当初予算は、国の経済対策に連
動し極めて重要な予算となります。今後、国
の補正予算の受け皿としても、しっかりと対
応を図っていかなければなりません。
東京都においては、猪瀬都知事が誕生し、
税収増を背景として５年ぶりの増額予算であ
る「スピード・先駆性・健全性を備えた攻め
の予算」を編成しています。東京都の予算は、
都内市町村に直接的な影響があるため、国に
対すると同様、情報収集に努めなければなり

は　じ　め　に

新たな状況への対応

施政方針を発表する星野市長

２月22日の平成25年国分寺市議会第１回
定例会において、市長が「平成25年度施政
方針」を表明しました。
そののち、「市役所駐車場条例を廃止す

る条例」および「奨学資金支給条例を廃止
する条例」を撤回したこと、都議会議員選
挙と市長選挙が同日選挙となったこと、国
民健康保険特別会計への繰出金および各施
設のテレビ受信料の予算計上に誤りがあっ
たことなどから、４度にわたる議案の再提
案の事態となりました。その結果、この「施
政方針」でお示しした予算額に変更が生じ
ています。
新年度予算につきましては、５月１月号市

報および市ホームページでお知らせします。
→政策経営課（内404）

平成25年度

施政方針
（2月22日表明）

「健康で文化的な都市 　　　　　　　　　　
─住み続けたいまち、ふるさと国分寺─」
　　　　　　　　　　　　　　　を目指して
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ません。そのうえで、東京都との連携を強め、
本市により良い効果をもたらすよう、今後と
も充分に協議していかなければなりません。

平成25年度予算については、「財政健全化
戦略プログラム」「災害に強いまちづくり戦
略プログラム」「第四次行政改革大綱」を基
本に、行政の継続性に配慮しつつ、新規事業
を極力抑制した結果、骨格予算に近い予算と
なりました。また、再開発事業特定建築者と
の基本協定締結保証金という歳入もあり、臨
時財政対策債の借入や財政調整基金の取り崩
しには依存しない予算を編成することができ
ました。
平成25年度予算は、昨年度策定した「第四
次長期総合計画・後期基本計画」に定められ
た将来像の６つの都市像等に基づき、経常的
経費のほか、政策的経費であっても、債務負
担行為やすでに取組みが進んでいる事業につ
いては、当初予算に計上し、計画的に事業を
進めることといたしました。これは、市民サー
ビスを切れ目なく継続しなくてはならないと
いう考え方からであります。
これらのうち、行政運営に大きな影響があ

り、重点的に取り組まなければならないいく
つかの事業について述べさせていただきます。
国分寺駅北口再開発事業につきましては、

昭和40年、国分寺駅北口交通広場の都市計画
決定以来、約半世紀にわたりさまざまな経過
を歩んでまいりました。私が担当するように
なってからも、経済状況の変動により２回の
都市計画変更を行いました。そのたびに、権
利者のみならず多くの市民の皆様に多大なご
迷惑とご心配をおかけしてまいりましたが、
本年１月権利変換計画の認可を受けたことに
より、大きな一歩を踏み出したことをご報告
申し上げます。
具体的には、昨年度に引き続き、権利者へ
の補償費支払を進めるとともに、建物除却解
体工事や、仮設工事等、再開発事業の関連工
事に着手いたします。また、特定建築者を決
定し、施設建築物の工事着手に向けた準備に
ついても並行して鋭意作業を進め、事業の本
格実施態勢を始動してまいります。
国分寺駅北口周辺は、都市機能、商業集積
機能におきまして、市の中心市街地を形成し
ております。このため北口再開発事業の実施
により、交通・防災・環境・景観等の問題解
決を図り、都市機能の充実と活発な経済活動
を促進することは、未来を切り開く活力ある
国分寺市を築くために不可欠であります。併

せて、再開発事業の効果が周辺および市全体
に及ぶようにも努力していく必要があります。
交通広場に面する周辺街区のまちづくりに

つきましては、関係権利者の方からいただい
たご意見を踏まえ、継続して検討を行なって
まいります。そのうち、広場周辺西街区につ
いては、地区整備計画の決定に向けた取組み
を進め、東街区については、今後も北口再開
発事業の進ちょくを視野に置き、引き続き関
係者の意見を踏まえ検討していかなくてはな
りません。
なお、国分寺駅北口再開発に関連し、再開

発の効果を最大限に発揮するため、国３・４・
12号線事業への対応が必要なことから、その
調査費を当初予算に計上しております。
今後の可燃ごみの共同処理につきまして

は、昨年11月30日、第４回日野市議会定例会
において、日野市馬場市長より「日野市クリー
ンセンター可燃ごみ処理施設の建て替えにつ
いて、国分寺市・小金井市との共同化を、日
野市として内部決定を行った。」との行政報
告が行われました。
日野市長の行政報告を受け、同日の国分寺

市議会定例会において、私から「この共同処
理が実現できれば、今後の可燃ごみ処理につ
いては最善の方法である。」との行政報告を
行いました。
現在、日野市におきましては、クリーンセン

ター周辺住民の方々のご理解を得るため、ご
努力を重ねておられる状況と伺っております。
日野市民のご理解をいただいて、三市によ

る共同処理の実現に向けた協議を進めていけ
ればと考えております。今後の経過につきま
しては、適切な時期に、市民の皆様や議会に
説明を行ってまいります。
防災対策につきましては、昨年、東京都よ

り発表されました「首都直下地震等による東
京の被害想定」によりますと、多摩直下地震
や立川断層帯地震が発生した場合、当市は多
摩地区最大の甚大な被害を受けるとの想定が
されております。このため、この被害想定を
踏まえ、本年２月に修正が完了した「地域防
災計画」に基づき、災害時に防災関係機関が
連携し効果的な対策を行うため、企業や市民
活動団体などと災害協定の締結をさらに進
め、国分寺市にとって、この最大の脅威に対
して的確に対応すべく、防災力を高めていか
なくてはなりません。また、被害想定に基づ
いた備蓄食糧や防災資機材を購入するととも
に、これらの備蓄場所として三小・七小・都
立国分寺高校の防災備蓄倉庫を大型化し、避
難者対策を充実させていくべく予算を計上し

ております。
この「地域防災計画」の実効性を高めるた
め、昨年の夜間訓練同様、より実践的な水防
訓練、総合防災訓練等を実施していかなけれ
ばなりません。また、消防力・防災力を高め
るためのインフラ整備として、消防団第三分
団詰所の実施設計および建築工事も進めるこ
ととしております。
防災まちづくり事業につきましては、12番
目となる「防災まちづくり推進地区」を目指
す地域に対して職員を派遣し、自治会・町内
会との協働を進め、年度内の協定締結を目標
に、新たな推進地区の誕生に向けた取組みを
進める必要があります。
また、昨年度より多賀城市・太宰府市・飯
山市と「災害時相互応援に関する協定」を締
結してまいりました。今後、締結をする奈良
市を含め、その実効性を高めるために、日ご
ろの交流について検討を進めていく必要があ
ります。
保育施策につきましては、「保育サービス

の整備・運営および提供体制に関する全体計
画」に基づき進めていく必要があります。昨
年４月の待機児童数は19人であり、これまで
の認可保育所の誘致事業の成果が表れていま
す。本年４月に市の西のエリアに定員80人程
度の認可保育園が開園します。また、平成26
年４月に中央地区に整備する定員100人の認
可保育所の開園に向けた準備を行い、さらに、
ひかり保育園の本園舎建設により、定員を17
人増の130人とするなど、引き続き待機児童
解消に向けて取り組んでいく必要がありま
す。
ひかり保育園の公設民営化については、昨
年選定した社会福祉法人とていねいな保育の
引継ぎを行い、平成26年度の実施に向け確実
に進めていかなければなりません。
また、本年２月に市内私立保育園と「災害
時における被災乳児等の緊急受入れに関する
協定」を締結したことから、この協定の効果
を高めるため平常時より「保育の全体計画」
に基づいて連携を深めていく必要があります。
ごみの減量につきましては、より一層のご
みの減量化と資源化を図るため、家庭から排
出される「もやせるごみ」と「もやせないご
み」の有料化を本年６月から実施します。
有料化の実施については、市民の皆様にご
理解とご協力をいただけるよう、本年４月か
ら実施する収集頻度の見直しの内容と併せて
説明会を開催し、市報や市ホームページなど
で周知を図ってまいります。
なお、有料化で得た歳入は、「ごみの減量化・

市政運営の継続性と新年度予算
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資源化施策」や「創エネルギー機器設置補助
制度」などの地球温暖化防止対策、清掃施設
建設の財源確保など、環境施策へ充当するこ
とを基本に取り組む必要があります。
また、資源化施策については、自治会・町
内会・集合住宅など地域の協力を得て、現在
実施している生ごみたい肥化事業の拡大を図
るとともに、家庭用生ごみ処理機器の購入助
成金の増額など、生ごみの資源化に努めてい
かなくてはなりません。
さらに、家庭から排出されるせん定枝の戸
別収集、再生食器の原料となる陶磁器・使用
済みの小型電子機器・調理用品や傘などの金
物類の拠点回収を行うとともに、市民の目線
で作成したごみ情報誌の発行や分別説明会の
開催など、廃棄物減量等推進委員会や市民活
動団体と連携し、さらなるごみの減量化・資
源化の促進を図っていく必要があります。
その他の継続事業等につきましては、「第
四次長期総合計画・後期基本計画」を基本に
しつつ、議会の議決やこれまでの議論の経過
を踏まえ、予算計上をいたしました。また、
行政改革については、前年度策定した「行政
改革プラン（第四次行政改革大綱）」および「行
政改革実施プラン」に基づき、持続可能な財
政基盤の確立、情報共有と参加・協働の徹底、
行政サービスの質の向上に向けて、継続的に
取り組んでいく必要があります。平成25年度
予算編成に当たっては、この行政改革の視点
からいくつかの事業について、見直しを図り、

予算計上いたしました。

本年度の予算規模は、一般会計が361億１
千700万円、特別会計が317億５千197万３千
円、全会計の合計が678億６千897万３千円と
なりました。
一般会計は、前年度に比べ27億４千800万

円、7.1％の減額となりました。特別会計に
つきましては、介護保険が保険給付費の伸び
などで9.4％、下水道事業が工事費の伸びな
どで14.6％増額している一方、再開発事業が
補償費の減により17.8％減額しています。全
会計の合計では、前年度に比べ31億764万５
千円、4.4％の減額となりました。
歳入予算では、市税収入が213億８千725万

９千円で、前年度に比べ0.3％の小幅な伸びに
とどまりました。これは、昨年後半の景気後
退による影響が大きいと考えられます。また、
地方消費税交付金などの税連動交付金につい
ては前年度を下回る見込みとなっております。
歳出予算では、義務的経費である人件費が、
選挙等により一部増額が見込まれますが、給
与制度改革や定年退職者の減により、一般会
計で1.4％、特別会計を含む全会計でも1.2％
の減額となりました。扶助費については、障
害者福祉費や生活保護費、介護保険給付費な
どの増により6.3％の増額となりました。ま
た、公債費については、臨時財政対策債など、
引き続き借入を抑制したことにより、一般会

計で1.5％、特別会計を合わせると6.0％の減
額となりました。
投資的経費では、国分寺駅北口再開発事業
のほか、ひかり保育園整備事業、第五小学校
大規模改造工事、第十小学校体育館大規模改
造工事などを計上いたしました。

この12年間、国分寺市政を担当することに
強い使命感を抱き、全力でまい進してまいり
ました。先送りしてきた新庁舎建設など課題
は山積しておりますが、私は今、「自分に与
えられた使命を、私なりに果たし終えようと
している」と感じています。
来年、本市は市制施行50周年を迎えます。
その一時期を、市民の皆様の信託を受け担わ
せていただいてきたことに、大きな喜びを感
じ心から感謝しております。多くの市民の皆
様および職員に強く温かく支えられて、幸い
健康にも恵まれ、本日まで元気に一日も休む
ことなく仕事に励むことができました。とて
もうれしい誇りであります。
厳しい状況はまだまだ続きますが、本市は
可能性に富んだ夢のあるまちです。将来にわ
たる限りない発展に思いを馳せ、及ばざると
ころは次の市政に委ねることとし、任期満了
まで最善を尽くしてまいります。最後に、再
度関係者の皆様に感謝申し上げ、施政方針と
いたします。

新年度予算の概要

お　わ　り　に

【教育目標】
国分寺市教育委員会は、日本国憲法および

教育基本法の精神に基づき、子どもたちが平
和を愛し人権を尊重するとともに、郷土国分
寺市の自然や文化を大切にして、心身ともに
健康で、知性と感性に富み、人間性豊かに成
長することを願う。　
また、学校教育と社会教育が融合し、学校・
家庭・地域社会の緊密な連携のもと、誰もが
生涯を通じて主体的に学ぶとともに、進んで
教育に参加する社会の実現を目指し、　
○ 互いの人格を尊重し、思いやりのある心豊

かな市民

○ 自ら学び考え行動する、個性と創造力豊か

な市民

○健康でたくましく、共に生きる市民

の育成に努める。

①人権尊重の精神の定着を目指し、あらゆる
偏見や差別・暴力をなくすため、人権教育を
推進する。また、人権にかかわる研修・講座
等を開催し、市民の人権意識の高揚に努める。
②いじめ、不登校、家庭における虐待等の課
題に対応するために、生活指導部や児童生徒
虐待対応担当教諭、スクールカウンセラー、
スクールソーシャルワーカー等の連携による
組織的な対応および関係機関との連携を強化
し、教育相談機能の充実を図る。
③児童・生徒が思いやりのある心や社会生活
の基本的ルールを身に付けられるよう、道徳
教育の充実を図る。そのために、道徳の時間
の充実を図るとともに、全校で道徳授業地区
公開講座を開催し、家庭や地域と連携して道

徳教育を推進する。
④平和に関する教育・学習の場として、講演
会・映画会や教材の活用等を通して平和や命
の尊さを学習する機会を設ける。
⑤子ども読書活動推進計画に基づき、子ども
が読書に親しみ、その楽しさを味わい、生涯
にわたる読書習慣を身に付けられるよう、学
校・公共図書館・地域・家庭の連携により、
読書環境を整える。また、学校における図書
司書の効果的な活用、公共図書館による学校
図書館への支援や読書啓発事業を推進する。
⑥児童・生徒の望ましい勤労観・職業観を育
むため、中学生を対象とする職場体験活動を
３日間実施するとともに、義務教育９年間を
通したキャリア教育を推進する。

⑦小学校の適正規模、適正配置に関する通学
区域の見直しを検討する。
⑧子どもたちが健やかに成長し、市民が生き

平成25年度主要施策

互いの人格を尊重し、思いやり互いの人格を尊重し、思いやり
のある心豊かな市民の育成のある心豊かな市民の育成

自ら学び考え行動する、個性と自ら学び考え行動する、個性と
創造力豊かな市民の育成創造力豊かな市民の育成
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国分寺市教育委員会の
　　　　　　　教育目標
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生きと元気よく学べる環境を整えるために、
教育施設の整備を進める。また、小中学校体
育館の非構造部材の点検を行い、学校施設の
耐震性の向上に向けた取組みを実施する。
⑨児童・生徒の学力および学習意欲を向上さ
せるために、教員研修の充実を図り、授業改
善を推進する。少人数指導の工夫改善を通し
て、個に応じた指導を充実させる。
⑩教員の指導力の向上を図るために、全教員
対象の小中連携授業改善研修会や各教科・領
域に関する研修会を実施する。さらに、三市
（小平市・小金井市・国分寺市）や東京都と
連携した研修会を設定する。また、教員の主
体的な研修意欲を高めるために、市教育研究
会の活動を支援する。
⑪特別な支援を必要とする児童・生徒の個々
のニーズに応じた指導を行う。そのために、
個別の教育支援計画の作成に努める。また、
第２次国分寺市特別支援教育基本計画（義務
教育時）に基づき、中学校の自閉症・情緒障
害固定学級の設置を検討する。
⑫児童・生徒の情報を適切に活用する能力を
育成するためＩＣＴ（情報通信技術）を活用
した教育を推進する。そのために、コンピュー
タや電子黒板等を活用した授業等を一層充実
させるとともに、学校・保護者・地域住民等
を対象とした情報モラルに関する研修会を実
施する。校務処理においても、教員がコン
ピュータを効果的に活用し、効率化を図るよ
うにする。また、市民を対象としたパソコン
操作講習会を生徒や市民ボランティアの協力
を得て実施する。
⑬小学校の外国語活動の充実を図るために、
ＡＬＴ（外国人英語指導助手）の効果的な活
用を推進するとともに、外国語活動に関する
研修を充実させる。
⑭児童・生徒の科学的な見方や考え方を養う
ために、科学センターにおける教員研修を実
施し、教員の指導力向上を図るとともに、科
学教室等の内容を一層工夫・改善する。
⑮貴重な史跡などの歴史的遺産を有する「歴
史のまち　国分寺」を理解し、国分寺市を愛
する心を育むために、武蔵国分寺跡資料館等
による市内文化財の公開・活用・普及を行い、
文化財に触れる機会を設ける。さらに市民自
らによる文化財愛護と普及活動を推進するた
め、文化財愛護ボランティアを育成し、ボラ
ンティア活動の場を拡充する。また、国分寺
市の豊かな自然環境に直接触れ、他市の自然
を散策することにより、国分寺市の自然環境
を再確認し、自然の大切さ、自然愛護の精神
を学ぶ機会を設ける。

⑯市名のもととなった史跡武蔵国分寺跡等の
文化財を都市化から守り、後世に伝えるため、
史跡の保存と整備を進めるとともに、史跡の
事前遺構確認調査並びに埋蔵文化財確認調査
等の結果を積極的に公開することを通して、
市民の学びを支援する。
⑰市民一人ひとりが自由に学習機会を選択し
て学ぶなど、市民の多様な学習要求に応える
ため、各種講座等を開催し、市民の学習機会
の拡充に努める。また、市民やグル―プとの
協働を進め、市民力の相互提供や活用を図る
とともに、学習の成果がより多くの人々の共
通の財産となるように努める。
⑱地球温暖化防止に向けた、環境に配慮した
行動を実践できる児童・生徒の育成のために、
学校としての「環境家計簿」づくりとともに、
特色ある教育活動や体験学習の充実に努め
る。また、社会教育の場においても環境保護
等の学習の場や実践の場を設ける。
⑲市民の読書を支え、調べものに役立つよう
に、図書館資料の充実を目指す。また、イン
ターネットによるデータベースの利用の拡充
や、図書館ホームページの充実と利用者への
啓発により、図書館サービスの向上を図る。
さらに、他市との広域連携の拡充や本多図書
館駅前分館等の貸出拠点の整備に努める。

⑳児童・生徒の生命を守り、安全で安心な学
校生活が送れるように、学校・保護者・地域
住民との連携を進め、子どもの安全に関する
取組みの実施や情報の共有化を図る。また、
安全指導の充実を一層図り、災害時には児童
の保護者への引き渡しや生徒の集団下校を確
実に行い、各学校から保護者への連絡方法と
して、ブログ等を活用する。さらに、災害時
における地域住民の避難場所としての環境整
備を図り、安全性や防災機能を高める。
㉑地域に暮らす外国人が日本語や日本の文化
に慣れ親しむ機会を設定するなどして、国際
理解を推進する。
㉒学校・家庭・地域社会および教育委員会が
連携して、次代を担う子どもたちの夢や希望
を育み、いじめのない学校を目指す週間とし
て「国分寺市教育７ＤＡＹＳ（セブンデイズ）」
を設定する。また、コミュニティ・スクール
を指定し、学校運営に保護者や地域住民など
が参画する学校づくりを行う。さらに、全校
において学校評価の充実を図り、開かれた学
校づくりを一層推進する。
㉓学校給食の目的を実現するために、安全な

食材を使用した給食を楽しく食べる工夫をし
ながら給食を実施する。また、日本の伝統的
な食文化の理解や、地場産野菜の積極的な使
用を推進することにより、小中学校における
給食の充実に努める。環境教育や食育の視点
から、給食指導や調理の工夫等により、給食
残さの減量化に努力する。また、市立小学校
給食調理業務委託校の学校給食の円滑な運営
の推進を図る。
㉔「国分寺市放射能対策に関する基本的な対
応方針」に基づき、児童・生徒等の安全の確
保に向け、継続的に市立小中学校等の空間放
射線量の測定や小中学校の給食食材・プール
水等の放射性物質の検査に取り組む。
㉕公民館と学校、地域の連携のもとに、地域
会議や異世代交流事業等を開催し、地域の防
災や地域社会のあり方等について考える機会
を設ける。
㉖地域に根ざした公民館として、幅広い年齢
層や特別な支援を必要とする人々を対象とし
た事業に取り組む。
㉗幅広い市民の意見を反映した図書館運営を
行うために、図書館運営協議会・図書館利用
者懇談会を開催する。図書館への意見を積極
的に活用し、開かれた図書館運営を目指す。
㉘全小学校において放課後子どもプラン事業
等を実施し、子どもの居場所づくり事業を推
進する。実施にあたっては、関係部署や地域
との連携を取りながら、一層の充実を図る。
また、地域での青少年健全育成の充実を図る
ため、子どもに関わる指導者の育成を行い資
質の向上に努める。
㉙市民がそれぞれの体力、年齢、技術および
目的に応じて、「いつでも、どこでも、いつ
までも」スポーツに親しむことができる生涯
スポーツ社会の実現を目指し、「総合型地域
スポーツクラブ」の創設・育成のための支援
を行う。また、総合的なスポーツの振興を図
るための、国分寺市スポーツ振興基本計画の
見直しを行う。
㉚体育施設の整備や学校体育施設の開放、指
導者や活動組織の育成に努め、市民大会・ス
ポレク広場等の関係団体との協力によりス
ポーツやレクリエーションの振興を図る。ま
た、今年度開催する「スポーツ祭東京2013（第
68回国民体育大会・第13回全国障害者スポー
ツ大会）」を成功させるため地域等が一丸と
なって取り組める環境づくりを進める。
㉛市民の健康の保持・増進を図るため、指定
管理者と連携し、年代に応じた多様なスポー
ツプログラムを実施する。

健康でたくましく、共に生きる健康でたくましく、共に生きる
市民の育成市民の育成
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