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は じ め に

平成29年第一回定例会の開会に当たり、私の
市政運営に当たっての基本姿勢をお示しすると
ともに、今後取り組むべき重点方針を申し上げ、
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。
昨年度は、「第四次国分寺市長期総合計画」
の最終年度として、目標達成に向け各施策の推
進を図るとともに、これに代わる新たな総合計
画として、「国分寺市総合ビジョン（＊1）」の策
定に取り組んでまいりました。
昨年12月には、「国分寺市ビジョン」につい
て議会の議決をいただき、市民・事業者等とと
もにまちづくりを進める上での共通目標とし
て、「未来のまちの姿」を「魅力あふれ　ひと
がつながる　文化都市国分寺」と定めました。
「国分寺市総合ビジョン」に掲げる各施策を
着実に推進し、誰もが住みたいまち、住み続け
たいまちとなるよう、職員とともに全力で取り
組んでまいります。
最近の国際情勢をみますと、アメリカでの政
権交代やイギリスのＥＵ離脱問題など、海外経
済の動向は不確実性が高まっており、先行きの
不透明感がぬぐえない状況となっております。
一方、国内の経済状況につきましては、本年
1月の内閣府月例経済報告によりますと、景気
は、一部に改善の遅れもみられるが、緩やかな
回復基調が続いているとされ、先行きについて
も、雇用・所得環境の改善が続く中で、各種政
策の効果もあって、緩やかに回復していくこと
が期待される、となっております。また、平成
29年度についても「一億総活躍社会」実現に向
け、政府も「新・三本の矢」などの取組を加速
することとしており、各種政策の効果が上がる
ことが期待されております。
このように流動的な経済情勢の中、本市にお
いては待機児童解消のための保育所整備と整備
後の運営費補助や、新たな可燃ごみの共同処理
施設の建設など、今後も大きな財政需要も見込
まれておりますが、長期的な視点に立ち、将来
に負担を先送りしない持続可能な財政運営を常
に念頭に置き、社会の変化や多様な市民ニーズ
にも対応してまいります。

市政運営に当たっての基本姿勢

○市民の生命と財産を守る
私は、平成25年7月の市長就任以来、「市民の
生命と財産を守り、将来にわたって安心して住
み続けられるまちづくり」を市政運営の根幹と

平成２９年第１回定例会で、井澤邦夫市長が表明した「平成２９年度施政方針」をお知らせします。

して、その任に当たってまいりました。このこ
とは、市民一人ひとりの生命と財産を守ること
が市長としての私の責務であり、すべての人が
安心して住み続けられることが、国分寺市の未
来へ向けての更なる発展につながるという私の
強い思いによるものです。
その上で、万が一に備え、更に防災力の強化
に努めるとともに、地域の皆様と手を携えなが
ら災害弱者の方々への遺漏ない対応等にも万全
を尽くしてまいります。

○公共施設等マネジメントと新庁舎建設
市内の公共施設等については老朽化が進み、
その6割が築30年を超えており、計画的かつ効
率的効果的に公共施設等の維持・更新を進めて
いくことが必要となっています。市民の安全・
安心な生活を支える行政サービスの質を維持
し、かつ将来世代に負担を先送りしないことを
前提に、平成27年度には「国分寺市公共施設等
総合管理計画」を策定しました。今年度はその
具現化に向け、引き続き公共施設適正再配置計
画及び個別施設計画の策定に取り組み、公共施
設等マネジメント（＊2）の一層の推進を図って
まいります。
特に、昨年4月に熊本県を中心に発生した地
震は内陸型であり、本市としても教訓とすべき
ものが多く、防災拠点の中心となる市庁舎の重
要性と耐震性については、改めて痛感させられ
たところです。新庁舎建設については、市制施
行100周年に向けて礎

いしずえ

となる最重要事業と位置
付け、取組を開始し、昨年度には、平成23年度
に廃止した庁舎建設資金積立基金を復活設置さ
せることができました。
今年度は、基金の積増しを行い残高を約40億
円とするとともに、基本計画の策定等、新庁舎
建設の具体化に向けた準備を着実に進めてまい
ります。

市役所第1庁舎

○財政の健全化による強固な財政基盤の確立
市税収入がリーマンショック以前への回復傾
向にありますが、そのような状況においても、
国や都の補助金、その他の歳入の確保に努め、
不測の事態に備え基金を積み増すとともに、地
方債残高を圧縮してまいりました。平成29年度
予算は、「国分寺市総合ビジョン」における「実行
計画」の目標達成に向けた初めての予算となり
ますが、これまで同様、財政健全化の視点から
歳入、歳出ともにすべての事務事業をゼロベー
スから見直した収支均衡予算といたしました。
予算規模は、一般会計において495億8，810万
6千円、特別会計の7会計483億9，268万6千円、
全会計総額979億8，079万2千円と過去最大規模
になりました。
一般会計では、昨年度に比べ21．4％、87億
3，169万3千円の増、全会計総額では、38．4％、
271億7，075万5千円の増となりました。
予算規模が大きくなったのは、平成29年度に
完成を予定している国分寺駅北口再開発ビルの
保留床処分に伴う歳入135億円を計上したこと
が大きな要因となっております。
一般会計の歳入においては、市税が昨年度の
当初予算に比べ、個人市民税や固定資産税等の
増加により全体で5億2，840万9千円の増となり、
また国分寺駅北口再開発ビルの保留床処分金と
地方債の一括償還に伴う繰入金の増により繰入
金全体で74億8，037万7千円の増となっておりま
す。
歳出面においては、義務的経費のうち人件費
が2．7％、1億9，739万9千円の減となり、下水道
事業特別会計も含め公債費も着実に償還が進ん
でおります。その一方で、扶助費については、
民設民営保育所の整備を進めてきたことなどに
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より8．8％、9億4，211万6千円の増となっており
ます。
基金については、保留床処分金を活用し、財
政調整基金に42億8，325万2千円、公共施設整備
基金に8億5，865万4千円、庁舎建設資金積立基
金に21億1，038万円を積み立てるなどリーマン
ショック後に減少した基金を大幅に積み増すこ
ととし、より強固な財政基盤を確立する予算編
成といたしました。

○市民主体の地域づくりの推進
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすこと
ができるよう、ともに支え合う、市民主体の「地
域づくり」を進めてまいります。
自治会・町内会、ボランティア活動を行う団
体、ＮＰＯなどの市民活動団体等が連携して開
催するまつりや講演等の地域イベントを支援
し、団体等相互の信頼関係の構築や連携の強化
を図ってまいります。また、地域福祉に取り組
んでいる市民や各種団体で構成する「地域福祉
推進協議会」を継続して開催し、市民、団体、
そして行政の連携・協力による地域の課題解決
に結びつけてまいります。

市民活動団体が日頃の活動内容を紹介
（市民活動フェスティバル）

自治会・町内会活動の活性化支援として、掲
示板や集会施設の整備補助や自治会町内会連絡
会を継続して実施してまいります。
「地域づくりは人づくり」と言われるほど、
地域づくりを進める上で人材育成は不可欠で
す。市民が身近な地域の中で、地域の担い手と
なっていただけるよう、市民活動センターの充
実を図るとともに、社会福祉協議会との更なる
連携により、ボランティア活動や市民活動に参
加できる機会を創出してまいります。

○国分寺市にふさわしい職員の確保、育成
本市にふさわしい職員の確保につきまして
は、面接を重視した職員採用試験を早期に実施
し、やる気に満ちあふれた有能な人材を確保し
てまいります。また、多様な業務経験を積める
よう採用後おおむね10年間で、異なる3つの職
務等を経験させ、業務遂行力の向上を図ってま
いります。
職員の育成につきましては、研修により年次
・職層に応じて必要な知識と能力を修得させる
とともに、人事考課制度を適正に運用して、計
画的な人材育成を図ってまいります。
また、良好な職場環境の形成に向け、業務プ

ロセスの分析結果を踏まえるとともに、超過勤
務の削減、育児や介護との両立、女性職員の活
躍、ワーク・ライフ・バランスを推進した働き
方改革を推進してまいります。
さらに、課長職にある職員のうち、豊富な経
験及び特に高度な知識を有する職員を統括課長
に認定する制度を設け、部長を補佐する役割を
担わせることで、組織マネジメント力を強化し、
部長のマネジメントを学ぶなど計画的な人材育
成を図ってまいります。
あわせて、職員の人材育成基本方針の見直し
を図るとともに、現行の基本方針の中で課題と
されていた嘱託職員の育成についても検討いた
します。
嘱託職員制度については、昨年度、報酬月額
の改定や休暇制度の見直しを行いましたが、今
後についても昨年12月に総務省が公表した「地
方公務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の
任用の在り方に関する研究会報告書」の内容を
踏まえ、国や都の動向を注視しながら、検討し
てまいります。

○まちの魅力発信を推進
本市には国分寺崖線の緑やハケ下の湧水など
の自然、史跡武蔵国分寺跡などの文化財、新幹
線の技術開発など、多くの魅力があります。
その一つとして、これまで取り組んできた「日
本の宇宙開発発祥の地　国分寺市」の認知度を
向上させるため、昨年度は小惑星Kｏｋｕｂｕｎｊｉ誕
生2周年記念イベントなど、多くのイベントを
実施し好評を博しました。今年度は、庁内関係
部署の連携を強化するとともに、宇宙に関して
興味・関心のある市民等の参画を得ながら、宇
宙を身近に感じられるまちとして様々な切り口
から事業を展開してまいります。
あわせて、東京2020オリンピック・パラリン

ピック競技大会の開催に向けて、国内外から訪
れた観光客を本市に呼び込むためには、初めて
本市を訪れた方でも安心して市内の観光スポッ
トなどを巡ることができる環境整備が不可欠で
す。このため、今年度はクラウドファンディン
グ（＊3）を活用して、駅と史跡エリアを結ぶル
ートに観光案内看板を設置してまいります。
また、貴重な税外収入であるふるさと納税の
増収に向け、まちの魅力の一層の発掘・発信に
取り組むとともに、返礼品のラインアップ拡大
などにおいては市内事業者や姉妹都市である佐
渡市とも積極的に連携をしてまいります。

市政運営の重点方針

市民の生命と財産を守ることを根幹として、
平成29年度の市政運営において重点的に取り組
むべき施策を、「国分寺市総合ビジョン」に掲げ
る分野ごとに、簡潔に述べさせていただきます。

「ひとと文化を育むまち」�
� （子ども・学び・文化）

地域が支え合って子どもの育ち・子育てを支
援し、人と文化を育み、すべての人が将来に向
けて歩み続けることのできるまちを目指して次
のことに取り組んでまいります。

○妊娠・出産・乳幼児支援
妊娠・出産・乳幼児支援につきましては、妊
娠出産や乳幼児の育児について、妊娠期からの
切れ目のない支援の環境が整備されていること
で、妊産婦とその家族の出産・子育ての不安が
解消され、健やかに生活ができるよう取り組ん
でまいります。
妊娠期からの切れ目のない支援の入口とし
て、出産・子育て応援ゆりかご・こくぶんじ事業
を実施いたします。妊娠届を提出していただい
た妊婦に対し、出産・子育て支援に役立つ物品
の支給、保健師等による面接や育児支援プラン
の作成を行うことで、いつでも気軽に相談でき
る環境をつくり、育児不安の解消や潜在的に支
援を必要とする家庭の把握につなげてまいりま
す。

○子育て環境整備
子育て環境整備につきましては、子どもの成
長に応じた適切な支援が受けられる環境を整備
することにより、子どもが健やかに成長し、活

1ページ
（＊1）国分寺市総合ビジョン
総合的かつ計画的な市政運営を図るための基
本構想である「国分寺市ビジョン」と、その実
現ための施策・指標・取組方針・中心事業等を
定めた「国分寺市ビジョン実行計画」を合わせ
たもの。

1ページ
（＊2）公共施設等マネジメント
公共施設およびインフラ施設を計画的かつ効
率的効果的に、維持更新していくこと。

2ページ
（＊3）クラウドファンディング
特定の事業に対し、その実現に賛同する不特
定多数の人々から、事業に要する資金の提供な
どを募る手法。

語　句　解　説

阪本成一さんトークショー
（小惑星Ｋｏｋｕｂｕｎｕｊｉ誕生2周年記念イベント）
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力あるまちとなるよう取り組んでまいります。
保育施設の整備については、本年4月に3か所
で定員合計228名の認可保育所を開所するとと
もに、2か所の既存認可保育所を活用して定員
合計28名の拡充を進め、平成30年2月に1か所で
定員76名の認可保育所を開所します。これらの
対応により、待機児童の解消に努めるとともに、
流動的である待機児童の状況等を迅速かつ慎重
に見極め、認可保育所の誘致等の更なる検討も
引き続き行ってまいります。

4月開所の認可保育所

公立保育所の民営化については、平成23年9
月に策定した「保育サービスの整備・運営及び
提供体制に関する全体計画」に基づき、本年4
月にほんだ保育園を民営化いたします。平成31
年度のもとまち保育園、平成32年度のしんまち
保育園の民営化についても、これまでの取組と
同様に慎重かつ丁寧に準備を進め、効果的、効
率的な運営に努めてまいります。
なお、保育施設の整備、公立保育所の民営化
の取組とともに、保育の質の維持向上を図るた
め、引き続き、基幹型保育所システムによる保
育所同士の連携強化や保育士のための研修等を
展開してまいります。さらに、保育士が働きや
すい環境を整備するために、宿舎借上費用の支
援もしてまいります。
学童保育所については、本年4月に2か所で定
員合計85名の民設民営学童保育所を開所いたし
ます。また、保育ニーズの高まり、公立学童保
育所の狭あい状況への対応を図るため、平成30
年4月の開所に向けて民設民営学童保育所の更
なる誘致を進めるとともに、第七小学校敷地内
に建設を予定している学童保育所の設計を進
め、安心して子育てすることができる環境の整
備に努めてまいります。

○子育て支援サービス
子育て支援サービスにつきましては、地域に
おいて子どもたちが健やかに成長していける質
の高いサービスが提供され、すべての家庭がそ
れぞれの子育てに合ったサービスを利用できる
ことで、安心とゆとりを持って子育て・子育ち
ができる環境を整えてまいります。
義務教育就学児医療費助成制度については、
都の制度に準じた所得制限を設けております
が、低学年ほど受診率が高く医療費負担が大き
い傾向にあることから、小学3年生までの所得
制限を撤廃いたします。更なる制度拡大につき

ましては、医療制度として創設、所得制限の撤
廃を国や都に対し要望してまいります。
ひとり親家庭への支援については、ひとり親
家庭ホームヘルプサービス事業のサービス内容
に保育所等への送迎を追加するとともに、対象
年齢を20歳未満へ拡充してまいります。
子育て中の親子や小中学生の遊び場や居場所
づくりについては、市内の公園を活用し、「屋
外型親子ひろば事業」と「子ども野外事業」を
統合した「青空ひろば事業」を開催してまいり
ます。

○子ども・若者支援
子ども若者支援につきましては、子どもや若
者が家庭や地域の中で安全・安心にいきいきと
暮らすことができるよう取り組んでまいりま
す。
いじめ・虐待防止対策については、国分寺市
子どもいじめ虐待防止条例を他市に先駆け、平
成26年9月より施行しております。あらゆるツ
ールを活用してその啓発と周知を行うととも
に、引き続き「社会の宝」である子どもたちの
生命を守るため関係機関等との連携により実効
性のある施策を着実に実施してまいります。
「親子ひろば事業」については、スポーツセ
ンター・本多・泉町の各親子ひろばの開設日数
及び開設時間を拡大するとともに、助産師の相
談日を設定することにより、交流の場や身近な
育児相談の場を提供し、妊産婦の不安の解消、
虐待の未然防止等に努めてまいります。また、
子ども・子育て支援コーディネーター（＊4）及
び地域子育て支援ワーカー（＊5）による各親子
ひろば等への巡回を増やすことで、市内親子ひ
ろばと関係機関との地域ネットワークを強化し
てまいります。

気軽に立ち寄れて、安心して遊び・交流ができる場
（東部地区拠点親子ひろば「ＢＯＵＫＥＮたまご」）

「若者支援事業」については、新たに、地域
の関係機関とのネットワークを構築してまいり
ます。これにより、ひきこもりなどの社会生活
を円滑に営む上での困難を抱える若者やその家
族の相談・支援に関する情報共有を十分に図る
とともに、状況に応じて訪問相談・支援を行う
ことで、自立に向けた支援を包括的に行ってま
いります。また、若者支援への理解を広げるた
めの取組にも努めてまいります。

○学校教育
学校教育につきましては、学校と地域社会、

関係機関の連携のもと、児童・生徒の豊かな人
間性や社会性を育むとともに、基礎的・基本的
な知識や技能と思考力・判断力・表現力及び体
力を培ってまいります。
新しい「学習指導要領」が平成32年度に小学
校、平成33年度に中学校で実施されることから、
その内容に円滑に移行するための準備を進めて
まいります。夏季休業期間の短縮を実施するこ
とで、授業時数の確保と、新学期の始まりにお
ける児童・生徒の円滑な学校生活への順応を図
ります。また、「特別の教科　道徳」や、小学
校における外国語教育の実施に向けた研究も、
より一層進めてまいります。
小・中連携教育の推進については、小・中学
校が連携して、義務教育9年間の系統的な学習
を展開することで、すべての児童・生徒に基礎
的、基本的な学力の定着が図られるよう、継続
して取り組んでまいります。
特別支援教育の充実については、「第三次国
分寺市特別支援教育基本計画（義務教育時）」
に基づき、計画内容の着実な推進を図ります。
その一環として、これまでの特別支援教室を「サ
ポート教室」として、全校設置に向けて取り組
み、通常の学級で学習支援が必要な児童・生徒
へのサポートを行います。また、平成30年度に
開設予定の特別支援教室の指導内容や指導体制
について検討を進めてまいります。
オリンピック・パラリンピック教育について
は、小・中学校全校において、その取組を推進
することにより、スポーツを通して、知・徳・
体の調和のとれた児童・生徒の育成を目指すと
ともに、国際理解を深め、一人ひとりが進んで
共生社会の実現や国際社会の発展に貢献するこ
とができるよう、計画的、継続的に実施してま
いります。

○教育環境整備
教育環境につきましては、子どもが安心して
意欲的に学べる質の高い環境を整えてまいりま
す。
教育環境の向上を図り、児童・生徒が安全で
快適な学校生活が送れるよう、第三・八・九小
学校のトイレ改修工事、第一・五・六・七小学
校の特別教室への空調設置工事、第六小学校の
直結給水化工事、第二中学校の屋上及び外壁の
防水改修工事を進めてまいります。また、児童
数の急増に対応するため、第九小学校及び第十
小学校の増築棟工事を進めてまいります。
あわせて、次年度の小中学校における特別教
室への空調設置工事に向けた設計を行います。
就学援助費については、新入学児童・生徒学
用品費を増額するとともに、平成30年度に中学
校へ入学する小学6年生には、時期を早めて、
今年度内に支給するよう制度を改めてまいりま
す。
小中学生を対象とした生活習慣病予防健診に
ついては、検査項目等の見直しを行い、また、
健診結果を医師から直接伝えることでアフター
フォローの充実を図り、児童生徒の健康保持・
増進に努めてまいります。
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○社会教育
社会教育につきましては、誰もがいつでも学
べる機会が充実し、学校や地域とともに健やか
で心豊かに活動することができるように、引き
続き「大人の宇宙の学校」や東京経済大学と共
催の「市民大学講座」など地域での学習の場の
提供、市民相互の積極的な学習支援を進めてま
いります。
公民館については、公民館主催事業の充実を
図るとともに、公民館まつりなどにおいて学習
成果を発表する場を設け、地域での交流や世代
を超えたつながりと市民の自主的な学びや活動
を支援してまいります。また、市民が学び集い
活動できる施設として、本多公民館エレベータ
の改修工事や並木公民館・図書館の空調設備改
修のための設計を行い、安全で安心な学習環境
の整備を図ってまいります。
図書館については、光図書館において平成27
年度から導入している一部業務委託について、
本多図書館以外の図書館においても、それぞれ
の地域の特性を考慮しながら検討を進め、開館
時間の延長や事業の拡充を目指してまいりま
す。また、市民の読書環境の拡充に向け、平成
29年1月に移転開館した都立多摩図書館との連
携を進めてまいります。

○文化芸術・歴史
文化芸術につきましては、今年度からスター
トする「第2次国分寺市文化振興計画」に基づき、
文化芸術活動の発展・連携に向けた取組を推進
してまいります。
「国分寺市ビジョン」に掲げたまちの将来像
における「文化都市国分寺」には、武蔵国分寺
跡をはじめとする数々の歴史遺産など、これま
での歴史を受け継ぎ、文化の薫り高いまちを目
指すとともに、新しい文化の醸成を図り、まち
の魅力を発信し続けていくという意味が込めら
れています。
史跡や文化財につきましては、市民が様々な
機会をとらえ、歴史に触れ、親しみ、理解を深
められるよう保存整備を図り、来訪者を含め多

くの市民に公開することにより、史跡や文化財
を活用したまちづくりを推進してまいります。
史跡周辺のまちづくりについては、「国分寺
市都市計画マスタープラン」に基づき、トライ
アングルゾーン（＊6）の魅力を一層高め、観光
の活性化にもつながる、歴史文化の拠点として
ふさわしいまちづくりの具体化に向けて、検討
を進めてまいります。
史跡武蔵国分寺跡については、本市が誇る国
の重要な歴史遺産であり、今年度から2年間か
けて、武蔵国分寺僧寺跡の金堂の基壇整備を行
ってまいります。
旧本多家住宅長屋門については、平成27年度
から保存修理工事に着手いたしましたが、今年
度をもって工事が完了し、平成30年度からの一
般公開に向けた準備を行ってまいります。

○人権・男女平等・平和
人権・男女平等・平和につきましては、基本
的人権が保障され、誰もが性別、障害の有無、
国籍等にかかわらず、個性と能力を十分に発揮
できるとともに、平和に対する取組が市民に広
く理解され、平和への意識を持ち続けることが
できるよう取り組んでまいります。
人権擁護については、人権擁護委員と連携・
協力し、人権相談を継続するとともに、様々な
人権問題について啓発活動に取り組んでまいり
ます。
男女平等施策については、ワーク・ライフ・
バランスや女性の活躍の推進、ＤＶ防止等を盛
り込み策定した「第2次国分寺市男女平等推進
行動計画」の初年度であり、男女平等社会の実
現を目指した取組を更に進めてまいります。
平和推進事業については、次代を担う子ども
たちに核兵器と戦争の悲惨さを伝えるため、広
島市の平和記念式典へ小・中学生をピースメッ
センジャーとして派遣することを継続し、「ヒ
ロシマ青少年平和の集い」への参加・交流も行
ってまいります。また、被爆体験の伝承も含め、
戦争を繰り返すことなく、広く平和の大切さを
伝えていくために、映像記録の作成や平和祈念
式や市民とともにつくる平和祈念行事等を進め
てまいります。
犯罪被害者等支援については、犯罪被害者等

に寄り添った支援となるよう、市民等の理解を
深めるための啓発活動を行い、関係機関や庁内
関係部署との連携もより深めてまいります。
憲法記念事業については、憲法の理念に対す
る認識を一層深めていただく機会として、憲法
記念行事を継続して進めてまいります。

まちも人も更なる成長を続けていくため、す
べての人が互いを尊重し、地域のなかで協力し
合って、一人ひとりが活躍できるまちを目指し
て次のことに取り組んでまいります。

○文化交流
外国人住民が地域で安心して生活できるよう
必要な情報の多言語化に努め、生活や教育だけ
でなく、災害などの不測の事態にも対応できる
サポート体制を整えてまいります。また、訪日
観光客の誘致活動の活発化や東京2020オリンピ
ック・パラリンピック競技大会の開催により増
加が予想される外国人来訪者にもまちの魅力を
発信できるよう、観光情報を多言語で提供し、
外国人に対応できるボランティアの育成を行っ
てまいります。
多文化共生社会の実現に向け、より多くの市
民が、多様性を尊重する意識・態度や、豊かな
国際感覚を身に付けることができるよう、様々
な文化に触れる機会を提供し、国際姉妹都市で
あるオーストラリア・マリオン市などとの交流
・連携に努めてまいります。

「活躍できる成長のまち」（地域振興）

3ページ
（＊4）子ども・子育て支援コーディネーター
地域子育て支援ワーカー業務に加え、市内親
子ひろばの統括を行う。また、親子ひろば・子育
て支援団体及び関係機関の連携強化の仕組みを
構築し、地域ネットワークづくりの援助を行う。

3ページ
（＊5）地域子育て支援ワーカー
親子ひろば等を巡回し、施設利用者の状況を
把握したり相談を受けたりするとともに、親子
ひろば等スタッフからの相談・意見等を受けて
情報共有をする。

4ページ
（＊6）トライアングルゾーン
国分寺市都市計画マスタープランで位置付け
ている、おおむね国分寺駅、西国分寺駅および
史跡武蔵国分寺跡を結んだゾーン。
国分寺崖線、野川や主要幹線道路、さらにそ
れらの周辺に分布する崖線の緑、農地、社寺仏
閣、公共施設などが集積しており、これらの魅
力を守り、高めていくとしている。

語　句　解　説

大勢の人が見守った旧本多家住宅長屋門
保存修理工事上棟式

原爆死没者慰霊碑でお祈り（ピースメッセンジャー）
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姉妹都市である佐渡市との交流では、両市の
協力や連携を更に進め、相互理解を図ることで
一層の信頼関係を構築してまいります。また、
新たな都市間交流の仕組みとして、文化・スポ
ーツなど特定の分野での交流を契機とした友好
関係にある都市と協定を結び「友好都市」とし
て、相互の交流・連携を深めてまいります。

○商工振興・創業
商工振興・創業につきましては、個性豊かで
魅力ある商店・商店街によるにぎわいの創出や
創業しやすい環境の整備、雇用情報の拡充を図
ってまいります。
新たに策定した「国分寺市地域産業活性化プ
ラン」に基づき、地域産業の持続性を高める体
制構築として、国分寺駅北口再開発事業を契機
とした周辺商店会の再編や、商工会・商店会が
実施する地域の活性化につながる事業につい
て、積極的な支援を行うとともに、消費喚起に
つながる施策を展開してまいります。
さらに、装飾街路灯の電気使用料金補助制度
の拡充や小口事業資金融資あっせん制度の利便
性向上につながる見直しにより、市内商工業の
更なる振興を図ってまいります。
また、産業競争力強化法に基づく特定創業支
援事業を関係機関との連携のもと内容を拡充さ
せることにより、起業・創業がしやすい環境の
形成に一層取り組んでまいります。

○農業振興
農業振興につきましては、消費者が身近にい
る都市農業の強みをいかして、地域に根ざした
農業生産と消費のサイクルを推進することによ
り、市内農業者の農業経営を強化・安定化し、
国分寺の農業の活性化に取り組んでまいりま
す。
引き続き「第三次国分寺市農業振興計画」に
基づき、認定農業者への支援を拡充し、国分寺
の農業をけん引する農業者の農業経営改善の取
組を推進してまいります。また、ＪＡ東京むさ
しや関係機関と連携し、本市ならではの農畜産
物の生産と活用の支援、新たな販売場所の拡大
などの取組により、地産地消を推進してまいり
ます。
平成27年度より取り組んでいる「国分寺三百
年野菜こくベジ事業」についても、農業振興に
とどまらず、まちの活性化にも寄与するもので
あり、引き続き推進してまいります。

都市農地の保全については、国の都市農業振
興基本計画において、都市農地の位置付けを「宅
地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」
へと大きく転換したことを踏まえ、計画的な農
地の保全に向けた国による施策の動向に注視し
つつ、生産緑地地区の追加指定を一層推進し、
都市農地の減少抑制に努めてまいります。

○スポーツ振興
スポーツ振興につきましては、昨年度に策定
した「国分寺市スポーツ推進計画」に基づき、「す
る」、「観る」、「支える」スポーツを通じて、人
と人、団体と団体、地域と地域がつながり、健
康でより豊かな生活を送ることを目指してまい
ります。
平成31年度には本市が幹事市となる東京都市
町村総合体育大会が開催されます。今年度は、
体育協会やスポーツ関係団体と連携を図りなが
ら、3年後に迫る東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催も視野にその機運を
高めるとともに、市民スポーツ活動の活性化に
取り組んでまいります。また、オリンピック・
パラリンピック事業の補助金を活用し、市民ス
ポーツセンターのバリアフリー化や体育室への
空調設置など、誰もが利用しやすい施設になる
よう改修を行うため、今年度はその設計に着手
してまいります。
地域特性をいかした史跡駅伝の開催、市にゆ
かりのある選手の応援や観戦、高齢者自身が健
康の維持・増進や生きがいづくりの視点をもっ
たスポーツの推進、障害者も含め誰もが一緒に
スポーツを気軽に楽しめる環境づくりを通じ
て、市民にとってスポーツがより身近になるよ
う取り組んでまいります。

子どもから高齢者まで、障害のある人もない
人も、国分寺で暮らすすべての人が自分らしく、
いきいき健やかに生活できるまちを目指し、「国
分寺市地域福祉計画」の理念を実効的に展開す
るため、次のことに取り組んでまいります。ま
た、「国分寺市地域福祉計画実施計画」に位置
付けた重点施策・テーマを着実に前進させてま
いります。

○健康づくり
健康づくりにつきましては、子どもから高齢
者まで、すべての人が地域で支え合いながらラ
イフステージに応じた健康づくりに取り組み、
心身ともに健康的な生活を送ることができるよ
う、医師会・歯科医師会等と連携して取り組ん
でまいります。
モバイルサービスを利用した健康増進情報発
信事業を実施し、予防接種ワクチンの種類が増
える中、乳幼児の保護者の方へ適切な接種スケ
ジュールをお届けするとともに、健康情報や子
育て情報も発信してまいります。また、他世代
に比べ健康情報を得る機会が少ない働き盛り世
代への情報発信にもつなげてまいります。
また、子育て支援サービスへの取組でも述べ

させていただきましたが、義務教育就学児医療
費助成制度については、低学年ほど受診率が高
いことから、小学3年生までの所得制限を撤廃
いたします。
子宮がん検診については、子宮頸がんワクチ
ンの積極的な接種勧奨が差し控えとなっている
ことから、疾病の早期発見と予防を更に充実さ
せるため、個別勧奨事業について年齢枠を拡大
し実施します。あわせて、乳がん検診の個別勧
奨事業についても引き続き行ってまいります。
成人歯科健診については、40歳を対象とした
個別勧奨及びパノラマレントゲン検査を実施し
ていますが、超高齢化社会に向け、生活習慣病
や誤えん性肺炎の予防等を目的に、新たに60歳
を対象に実施いたします。
国民健康保険については、平成30年度から運
営主体が都道府県に移管されることを踏まえ、
国民健康保険特別会計の累積赤字解消に努めて
まいります。また、増加する医療費を抑制する
ため、引き続き医療費適正化事業を行うととも
に、薬剤師会の協力により、重複服薬や残薬の
管理を行うためのブラウンバッグを作成・配布
いたします。

○高齢者福祉
高齢化の進展に伴い、ひとり暮らしの高齢者、
高齢者のみ世帯、認知症の高齢者の増加が見込
まれる中、住み慣れた地域において最期まで自
分らしく生活ができる体制の充実に向けて、「高
齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画」
の策定に取り組んでまいります。
昨年度、モデル地区として1か所設置した「高
齢者見守り相談窓口」を新たに2か所設置し、
地域のネットワークの構築を推進します。認知
症施策については、「認知症初期集中支援チー
ム（＊7）」を設置するとともに、すべての地域
包括支援センター（＊8）に「認知症地域支援推
進員（＊9）」を配置します。在宅医療と介護の
連携については、病院を退院した高齢者が地域
で切れ目なく支援を受けられるよう、市内に1
か所「在宅医療・介護連携相談窓口」を設置し
ます。
昨年7月から実施しております「介護支援ボ
ランティア制度（＊10）」は、登録ボランティア
数が44人、受入施設が19施設となりました。ボ
ランティアの方からは「やりがいを感じてい
る」、受入施設からは「地域とつながる機会と
なっている」とのお話をいただいております。
今後も、介護予防と地域福祉の推進を目指し事
業の展開を図ってまいります。

「いきいき健やかなまち」（保健・福祉）

国分寺三百年野菜こくベジ
フルートの音色に合わせて歌います
（介護支援ボランティア制度の一例）
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○障害者福祉
障害者福祉につきましては、障害のある人も
ない人も、社会の一員として、お互いに尊重し、
支え合いながら、ともに生きがいを持っていき
いきと暮らし続けることができるまちづくりを
目指して、「第5期国分寺市障害福祉計画」等の
策定に取り組んでまいります。
また、昨年4月に施行された障害者差別解消
法に基づき、職員を対象にした差別解消推進対
応要綱を基に適切な対応を図るとともに、聴覚
に障害のある方への配慮の一環として、電子メ
モパッド（＊11）を庁内の各窓口に設置し、筆談
によるサポートの充実を図ってまいります。
さらに、援助や配慮を必要としていることが
外見から分かりにくい難病や内部障害のある方
々などに対してヘルプマーク（＊12）の配布を行
うとともに、市民への周知に努めることで、地
域における障害理解の促進を図ってまいりま
す。
あわせて、視覚に障害のある方などが駅ホー
ムにおいて、線路への転落、電車との接触等を
する事故が全国的に増加していることから、ま
ず、西武鉄道と連携して、西武国分寺線、多摩
湖線の国分寺駅におけるホームドアの設置、恋
ヶ窪駅における内

ない

方
ほう

線
せん

付
つ

き点
てん

状
じょう

ブロックの設置
に向けた取組を開始してまいります。ＪＲに対
しても、国・都の補助制度などを活用した市内
各駅へのホームドア等の設置を市長会等を通じ
て働きかけてまいります。

障害者就労支援事業所の取り組み（市役所沿道）

○生活福祉
生活福祉につきましては、生活に困窮した市
民が必要な支援を受けられ、その支援によって、
安定した生活を送り、着実に自立していけるよ
う取り組んでまいります。
生活困窮者自立支援法に基づく事業を推進
し、地域や関係機関との連携により、生活に困
窮する方々の早期把握に努めてまいります。生
活保護を必要とする方々には適正な保護を実施
するとともに、それぞれの状況に応じた自立支
援の取組を推進してまいります。
また、ひとり親家庭の方々へ就業支援等の必
要な支援が行き届くよう施策の周知に努めると
ともに、相談者に寄り添った相談・支援を実施
してまいります。

多様な年代にとって住み良い国分寺であるた

「心安らぐ快適なまち」（くらし・環境）

めに、すべての人が心安らぎ、快適に過ごせるま
ちを目指して次のことに取り組んでまいりま
す。

○自然環境・生活環境
自然環境・生活環境につきましては、地球に
やさしく、緑と水が調和した潤いのあるまち、
環境に配慮した良好なまちづくりが行われ、国
分寺の身近で豊かな自然環境、安全・安心な生
活環境が子どもたちに引き継がれていけるよう
取り組んでまいります。
空き家・空き地対策については、平成26年7
月に施行した国分寺市空き地及び空き家等の適
正な管理に関する条例の全部改正を行い、本年
4月より施行します。今後も、適正管理が行わ
れていない空き地及び空き家等の所有者に対し
て、改善の要請を行ってまいります。
また、適正管理による生活環境の保全はもと
より、空き家を減少させ、地域の活性化にもつ
ながるよう、利活用を推進していくことも必要
です。今年度からは、空き家等の所有者と、利
活用を希望する市民等をマッチングする仕組み
として、「空き家バンク」を設立、運用を開始し、
空き家等の有効活用を促進してまいります。
環境施策については、環境変化の推移を監視
するとともに、市民が安全で安心して生活でき
るように、大気汚染や自動車騒音・振動等の調
査を継続して実施することにより、環境の保全
に努めてまいります。

また、昨年度に策定した「第2次国分寺市環
境基本計画実施計画（中期）」に基づき、国分
寺の豊かな自然環境を次世代へ引き継ぐため、
今後、4年間の環境の保全、回復及び創造に関
する施策の計画的な推進を図ってまいります。

○ごみ・リサイクル
ごみ・リサイクルにつきましては、市民、事
業者等及び市が互いに協力し合いながら、ごみ
の資源化・減量化を促進し、清潔で住みやすい
まちづくりに取り組んでまいります。
ごみ減量・資源化については、「国分寺市一
般廃棄物処理基本計画」が平成30年度に計画期
間を終了することから、次期計画策定に着手し、
（仮称）リサイクルセンターの建設、日野市・
国分寺市・小金井市による可燃ごみの共同処理
を位置付けるほか、引き続き確実に各事業を実
施してまいります。
また、平成27年度の一人一日当たりのもやせ
るごみの総量は、平成26年度に続き、多摩地域
で2番目に少ない数字となっております。市民
に分かりやすく、取り組みやすい啓発に力を入
れていくほか、事業系のごみの減量についても
取り組み、次期計画につなげてまいります。

○市街地整備
市街地整備につきましては、鉄道駅周辺や史
跡周辺、大規模公園等を中心とした一帯におけ
る拠点の整備が進み、まちに活気があり、快適

5ページ
（＊7）認知症初期集中支援チーム
早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに
適切な医療・介護等が受けられる初期の対応体
制が構築されるよう、本人や家族支援などの初
期の支援を包括的・集中的に行う専門職で構成
されたチーム。
高齢者保健福祉計画に基づき、認知症施策推
進のため今年度より設置。

5ページ
（＊8）地域包括支援センター
地域の高齢者やその家族が介護の悩みや疑
問、生活上の心配事などを相談できる相談・支
援の窓口。保健や福祉の専門職（保健師もしく
は看護師・社会福祉士・主任ケアマネジャー）
が配置されて関係機関と連携しながら業務を行
う。市内6か所に設置。

5ページ
（＊9）認知症地域支援推進員
国の認知症施策総合戦略に基づき、地域包括
ケアシステム構築のため、認知症の人ができる
限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることが
できるよう、地域の実情に応じて医療機関、介
護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連
携支援、認知症の人やその家族を支援する相談
業務等を行う。

5ページ
（＊10）介護支援ボランティア制度
高齢者の健康づくりや、社会貢献等の生きが
いの創出を目的として、あらかじめ登録した65
歳以上の方に、介護保険施設等で有償ボランテ
ィアとして活動していただく制度。
活動の実績によってポイントが付与され、ポ
イント数に応じて交付金を受けることが可能。

6ページ
（＊11）電子メモパッド
聴覚に障害のある方や発話が困難な方などと
の意思疎通の際に使用でき、すぐ書け、すぐ消
せる筆談器として使用するもの。

6ページ
（＊12）ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している人、内部障害
や難病の人、または妊娠初期の人など、外見か
ら分からなくても援助や配慮を必要としている
人々が、周囲の人に配慮を必要としていること
を知らせることで援助を得やすくなるよう都が
作成したマーク。

語　句　解　説



施 政 方 針29・4・1　市役所☎（042）325－0111
7

で利便性の高い都市生活を営むことができ、誰
もが安全・快適に暮らすことができるよう取り
組んでまいります。
都市計画行政については、昨年度の基礎調査
に基づき、恋ヶ窪駅周辺のまちづくりや第一種
低層住居専用地域における都市計画の見直しな
ど、「国分寺市都市計画マスタープラン」に位
置付けた施策を展開し、住宅都市としての質の
向上、災害に強いまちなみの形成、更には定住
化の促進を目指して取り組んでまいります。
国分寺駅北口再開発事業については、市政に
とって長年にわたり懸案でありましたが、再開
発ビルの建設は平成27年7月の工事着手から順
調に進み、いよいよ平成30年2月に竣工を迎え
る予定です。
そして、西街区ビル5階フロアに設ける公益
施設については、国分寺駅直近の立地から、多く
の市民、来訪者の目に触れる施設としての特性
をいかし、国分寺の魅力発信を積極的、効果的に
行えるよう様々な手立てを講じてまいります。

順調に建設が進む国分寺駅北口再開発ビル
（西街区ビル）

また、再開発事業の大きな目的である交通広
場の整備は、平成31年度の完成に向け、今年度
から電線共同溝の整備に取り掛かり、それに伴
う歩道の整備を随時行ってまいります。
昨年度、多くの方から応募いただきましたタ
ウンネーミングは、選定委員会により3案が抽
出され、今年度に市民投票により決定してまい
ります。このタウンネーミングは、国分寺駅北
口周辺を始めとする広い地域で活用していただ
けるよう、その運用を定め、地域振興の一助と
してまいります。
国分寺駅北口周辺のまちづくりについては、
国分寺駅北口再開発事業や都市計画道路の整備
効果を一層高め、本市の玄関としてふさわしい
都市景観や都市機能の創出につながるよう、関
係権利者の皆様のご協力を得ながら、具体的な
まちづくりの方針を検討してまいります。また、
周辺商店会や商工会とは更に連携を深め、地域
の活性化を図ってまいります。
西国分寺駅北口周辺まちづくりについては、
駅前広場及び道路等の都市基盤の整備をはじ
め、駅に近い利便性の高い土地の有効利用の実
現、その周辺の良好な住環境の維持など、地域
の特性をいかした、まちづくり計画の策定に向
けて具体的な検討を進めてまいります。
国分寺街道及び都市計画道路国3・4・11号線
周辺まちづくりについては、良好な沿道環境の

形成をはじめ、災害に強いまちなみや沿道のに
ぎわい、安心して歩ける歩行空間の創出など、
地域の特性をいかした、まちづくり計画の策定
に向けて具体的な検討を進めてまいります。

○交通安全
交通安全対策につきましては、交通ルールや
マナーを遵守するための啓発活動や施設等整備
を行うことにより、誰もが安全で安心な交通環
境を整えてまいります。
今年度、「国分寺市交通安全計画」を策定し、
市民が交通事故に遭わないよう、適時、交通安
全に関する情報発信を行うとともに、自転車の
交通安全教室を開催し、利用者のマナーの向上
を図ります。
また、児童の見守りをされている方を対象と
した交通安全講話会を引き続き開催するととも
に、カーブミラーの設置、スクールゾーンの入
口や交差点などの交通危険個所のカラー舗装化
を継続し、交通安全施設整備に取り組んでまい
ります。
あわせて、高齢者の自動車交通事故を未然に
防止するため、運転免許証を自主返納された高
齢者に対し、ぶんバスの無料パスを支給し、交
通手段の確保、社会参加が継続できるよう対応
してまいります。

ぶんバス「北町ルート」に設置しているベンチ
（市役所内バス停）

街灯・道路照明灯のＬＥＤ化事業については、
電気料、電気使用量や維持管理費の削減を図る
ことを目的として、昨年度は、二灯式街灯をＬ
ＥＤ機器に変更いたしました。今年度は、自治
会・町内会管理の街灯のＬＥＤ化を補助対象と
するなど、ＬＥＤ化の更なる促進に取り組んで
まいります。
放置自転車対策については、放置自転車防止
指導や撤去などの対策強化を図るとともに、国
分寺駅北口交通広場の地下に、規模として、地
下1層、駐車台数約3，000台の自転車駐車場整備
工事に着手し、平成31年度の事業完了を目指し
てまいります。

○道路
道路整備につきましては、未着手となってい
る都市計画道路や、歩行者の安全確保など、本
市が抱える道路・交通についての課題を解決す
るため、道路整備を計画的かつ効率的に推進す
るための計画づくりに向けた検討を進めてまい
ります。
都市計画道路国3・4・12号線及び国3・4・1

号線については、「東京における都市計画道路
の整備方針」において優先的に整備すべき路線
として位置付けております。国3・4・12号線は、
国分寺駅北口再開発事業とともに、都市基盤の
整備や防災の観点からも重要な都市計画道路で
あり、国3・4・6号線までの区間について、今
年度から用地取得に着手してまいります。また、
国3・4・1号線は、都が施行する国3・4・11号
線と並行する国分寺街道をつなぐ役割を担い、
周辺のまちづくりにおいて重要な都市計画道路
となります。今年度は、事業化に向けた道路の
概略設計及び交通管理者との協議を実施してま
いります。
道路新設改良事業については、幹線道路、生
活道路等を含めた市内全域の道路に関し、自動
車交通を円滑に処理し、歩行者や自転車、自動
車等がともに安全に通行できるよう、各道路の
役割や交通状況等に応じた優先度評価を基に順
次、調査設計と工事を実施しております。今年
度は、調査設計等委託9路線、請負工事7路線の
整備を予定しております。
橋りょう維持管理事業については、老朽化が
進んでいる市内の道路・橋りょうの安全性の確
保のため、「国分寺市橋りょう長寿命化修繕計
画」及び「国分寺市道路ストック総点検事業」
に基づき、修繕等を進めてまいります。今年度
は、長谷戸橋等の修繕を予定しております。

○下水道
下水道施設の整備と適切な維持管理を行い、
安全・安心で衛生的な環境を保ってまいります。
また、下水道事業における経営の健全化、財務
状況の明確化及び下水道施設の効率的な維持管
理を図るため、平成32年度の地方公営企業法の
適用に向け、準備を進めてまいります。

○公園
公園、緑地につきましては、市民が日々の生
活に潤いと安らぎ、安心を感じることができる
よう、様々なニーズや地域特性を踏まえた、市
民に親しまれる公園・緑地を整備してまいりま
す。また、市民や事業者等と市が役割分担のも
と、協働で緑と水を守り、つくり、育ててまい
ります。
「国分寺市緑の基本計画2011」の実施計画に
基づき、総合的な公園・緑地の維持管理計画の
策定、市民や事業者等との協働による公園・緑
地の維持管理など、具体的な施策を進めてまい
ります。また、恋ヶ窪用水路周辺緑地の整備を
行うとともに、恋ヶ窪緑地の公有化を計画的に
進めてまいります。
野川の整備については、都との連携のもと、
市民とともに整備の早期実現に向けた取組を進
めてまいります。
市内の水路については、水路の現況調査を完
了し、今後の整備や管理のありかたの検討に取
り組んでまいります。

○防災
防災対策につきましては、市民一人ひとりの
防災意識が向上し、自らが取り組む「自助」に
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あるものの、空き巣などの「侵入盗」、高齢者
を狙う「振り込め詐欺」、子どもに対する「不
審者事案」など、市民生活を脅かす様々な犯罪
への対処が求められています。「第二次国分寺
市防犯まちづくり実施計画」に基づき、防犯リ
ーダー養成講習会の継続、国分寺市防犯まちづ
くり委員の拡充、関係機関との連携強化を進め
ることにより、地域における防犯意識、防犯行
動の向上、ネットワークづくりなどの防犯施策
を推進してまいります。

○消費生活
消費者行政につきましては、消費者が必要な
情報が得られるとともに、消費者トラブルなど
の際に相談できる場が確保されるなど、安心し
た消費生活を送ることができるよう取り組んで
まいります。
近年の消費者トラブルの件数増加や複雑化・
多様化に対応するため、消費生活相談員の増員
等、消費生活相談機能の拡充に努めてまいりま
す。
また、自ら考え行動できる消費者の育成に向
け、様々な関係機関と連携を図りながら、子ど
もから高齢者まで多様な年代に向けた消費者教
育を推進してまいります。

「未来につながる持続可能なまち」�
� （公共経営）

将来に負担を先送りせず、災害などの不測の
事態にも対応できる、未来につながる持続可能
なまちを目指して次のことに取り組んでまいり
ます。

○情報共有、市民参加・協働
市政情報の発信と共有を推進することによ
り、多様な市民が市政に参加し、市・市民・事
業者等がそれぞれの能力を発揮して、地域課題
の発見・解決に取り組むことがますます重要と
なっています。
市政情報については、全戸配布の市報を中心
にホームページやツイッター・フェイスブック
等のＳＮＳを活用して発信してまいります。ま
た、市報の構成内容の見直しや紙面の一部カラ
ー化等を行い、ホームページについても必要と
する情報がすぐに探し出すことができるよう改

善してまいります。
情報の共有については、オープナーの活用や

情報公開制度の充実を図りながら、より積極的
な情報の公開を進めてまいります。
これらの取組に加えて、市・市民・事業者等

が一丸となった国分寺のまちづくりを進めるた
め、市民活動センターの充実を図り、参加と協
働の裾野の拡大や担い手となる人材の育成など
に取り組み、市民参加・協働の更なる推進に取
り組んでまいります。

○行政改革
行政改革につきましては、改革を着実に進め

ることにより、市民満足度の高い行政サービス
の提供をするとともに、持続可能な市政運営を
行ってまいります。
業務プロセス分析（＊14）の結果を踏まえ、業

務改善方策の検証を行うとともに、ＰＰＰ（パ
ブリック・プライベート・パートナーシップ）（＊
15）を活用した新たなアウトソーシングの推進
や庁議のペーパーレス化などの業務改善を実施
し、更なる行政改革に取り組んでまいります。
近隣市との連携については、持続可能な市政

運営にとって必要不可欠なものであり、その推
進に積極的に取り組んでまいります。なかでも、
国立市と共同で整備している国立駅高架下市民
利用施設においては、各種証明書を交付するほ
か、申請書の取次ぎや予約図書の貸出し等の行
政サービスを効果的に提供できるよう、平成30
年度の開設に向けて引き続き準備を進めてまい
ります。

お わ り に

平成29年度を迎えるに当たり、私の市政運営
に当たっての基本姿勢を示すとともに、具体的
施策についての所信を申し上げました。厳しい
環境ではありますが、困難な状況を打開するた
めに、職員とともに「市民が将来にわたって安
心して生活がおくれるよう、持続可能な自治体
財政の確立」を目指し、「国分寺市総合ビジョン」
に示す長期的な視点にたっての市政運営に全力
を尽くしてまいります。議員各位をはじめ市民
の皆様におかれましては、何とぞご理解とご協
力を賜りますようお願いを申し上げ、施政方針
といたします。

加え、地域住民同士が助け合う「共助」と、行
政が行う防災対策及び消防署や消防団と連携し
た災害・消火活動などの「公助」により、災害
に強いまちづくりを推進してまいります。
昨年度に確保した防災関連用地については、
国分寺消防署の移転と同時に、市民が防災訓練
などに活用できるよう、東京消防庁と連携し、
実施設計を進めてまいります。また、災害時に
おける傷病者対応を十分に行うため防災備蓄医
薬品等の拡充を行い、要配慮者の生命・身体を
保護するため「避難行動要支援者登録制度」の
周知に努めるなど支援体制の更なる充実に取り
組んでまいります。
「防災まちづくり推進地区」については、地
域における防災力の更なる向上のために、市内
への一層の拡充に取り組んでまいります。東元
町エリアには、地域コミュニティ形成の場とし
て、また、災害時には応急給水拠点としての活
用が図られるよう「むかしの井戸」を整備して
まいります。さらに、災害時における高齢者の
自助力の向上を図ることを目的として、レスキ
ューシート（＊13）を支給します。

災害時に活用が期待される「むかしの井戸」

特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化につい
ては、引き続き都の助成制度を活用し、「国分
寺市耐震改修促進計画」に基づき、着実に耐震
化を推進してまいります。
住宅の耐震化については、「国分寺市耐震改
修促進計画」に掲げる目標の達成に向け、更な
る普及啓発を行い、耐震化が当然のこととして
受け止められる機運の醸成を図るとともに、新
たに旧耐震基準で建築された木造住宅の除却に
対する助成を行い、住宅の耐震化に関する取組
を一層強化してまいります。
地震によるブロック塀等の倒壊被害防止につ
いては、老朽化したブロック塀等の所有者に対
し、ブロック塀等撤去費用助成事業を周知し、
撤去を促すことにより、地震時の安全確保を図
ってまいります。

○防犯
防犯対策につきましては、市、市民、事業者、
警察及び関係機関との連携を深め、地域の防犯
意識の啓発と防犯活動を充実させ、犯罪を未然
に防止する取組を一体となって推進し、安全・
安心に暮らせるまちづくりを実現してまいりま
す。
市内における刑法犯の発生件数は減少傾向に

8ページ
（＊13）レスキューシート
災害時や天候の急変などの非常時に、雨・風
や気温の変化から身を守るための、計量アルミ
蒸着ポリエステル製の緊急シート。

8ページ
（＊14）業務プロセス分析
全部署の業務を対象とした業務内容・手順の
最適化、業務の担い手の最適化等を目的として、
各業務のプロセスを分析する手法。

8ページ
（＊15）ＰＰＰ（パブリック・プライベート・
パートナーシップ）
公共と民間により事業を連携・協働で行う仕
組み。ＰＰＰの中には、ＰＦＩ・指定管理者制度・
公設民営方式・包括的民間委託等も含まれる。

語　句　解　説


