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は じ め に

　平成28年第一回定例会に臨むに当たり、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、国分寺市にとって長年の懸案であ
りました国分寺駅北口再開発事業の再開発ビル
の建設工事がスタートいたしました。そして、
日野市・国分寺市・小金井市の三市共同可燃ご
み焼却施設の建設に向けて、その事業主体であ
る一部事務組合「浅川清流環境組合」が設立さ
れ、大きな進展を見ることができました。
　また、「ペンシルロケット発射60周年記念」
に関するイベントの開催など、様々な機会をと
らえて、「日本の宇宙開発発祥の地  国分寺市」
を国分寺市の新しい魅力として発信してきたと
ころでございます。宇宙航空研究開発機構、い
わゆるＪＡＸＡの全面協力もあり、市内外から
多くの方が参加し、まちの活性化につながると
ともに、まちへの愛着をさらに深めることがで
きたものと考えています。
　私は、これまで「将来を見据えた財政の健全
化」「庁内体制の整備」「市民に寄り添う現場主
義」を掲げ、市政運営を遂行してまいりました
が、本年は、それらを実現する年にしたいと思
います。
　増え続ける扶助費を中心とした歳出予算に対
応し、かつ財政運営の弾力化を可能とする財政
調整基金の積み増しを図るなど、これまでと同
様に健全な財政運営に向け努力し、市民サービ
スの充実を図ってまいります。
　昨年、全国史跡整備市町村協議会会長という
大変責任のある役に就任させていただいたこと
もあり、文化庁が推進している「日本遺産」の
認定に向け取り組んでまいりたいと考えており
ます。日本で唯一「国分寺」を自治体名にもつ
本市として、史跡武蔵国分寺跡をはじめとする
歴史遺産を市民の皆様とともに誇りにし、守り、
活用を図っていきたいと考えています。

　今年度の基本姿勢や重点方針については後ほ
ど説明いたしますが、引き続き、更なる本市の
魅力を発信しつつ、市民の皆様の安全安心を図
る市政運営を全力で行ってまいります。
　海外の経済動向は原油安等を背景に先行きは
不透明な状況であるものの、国内の経済動向は、
経済財政政策の推進により、雇用・所得環境が
改善し、緩やかな回復基調が続いています。今
後についても、「一億総活躍社会」の実現に向
けた政府の緊急対策などにより、これまで以上
に雇用・所得環境が改善されることで、経済の
好循環が進展するとともに、堅調な民需に支え
られた景気回復が見込まれることと期待してい
るところでございます。
　このような経済動向を注視しつつも、扶助費
の増大など厳しい財政状況が続くことから、行
財政改革により新たな財源確保や事務の効率化
の徹底など、健全な行財政運営に取り組んでま
いります。

市政運営に当たっての基本姿勢

○財政の健全化による強固な財政基盤を確立
　市税収入がリーマンショック以前の水準に回
復するなど、歳入が増えたことや市債の償還が
進んだことにより、昨年度は６年ぶりに普通交
付税不交付団体となりました。しかしながら、
依然として、海外の経済動向や国内の景気変動
のリスクがあり、市税への依存率が高い本市の
歳入状況は予断を許さない状況にあります。こ
のような状況の中、少子高齢化や老朽化した公
共施設等への対応など将来にわたる財政負担に
備えるためにも、「将来を見据えた財政健全化」
「中長期計画的財政運営」を継続し、強固な財
政基盤を構築していかなければなりません。
　平成28年度予算は、『第四次長期総合計画』
の最終年度であり、計画目標の達成に向けて平
成26年度予算編成から３年目となる「ゼロベー
ス部局積み上げ方式」による編成に取り組んで
まいりました。既存の事業すべてをゼロベース
から見直し、検証し、積み上げた結果、昨年度
に引き続き収支均衡予算となりました。

　予算規模については、一般会計408億5,641万
３千円、特別会計の７会計299億5,362万４千円、
全会計総額708億1,003万７千円となりました。
　一般会計では、昨年度に比べ1.4％、５億6,803
万７千円の増、全会計総額では1.4％、９億5,302
万円の増となりました。
　義務的経費のうち、公債費は、償還が進んだ
ことにより一般会計で4.6％、8,581万５千円の
減、下水道事業債等特別会計を含めた全体でも、
4.6％、２億42万円の減となりました。
　その一方で、扶助費については、民設民営保
育所の整備に伴う入所児委託費や障害者総合支
援法に基づく自立支援給付費の増額などによ
り、8.0％、７億8,539万５千円の増となってお
ります。
　このような厳しい状況の中においても、基金
については、財政調整基金を６億6,676万６千
円積み増すなど、将来負担を見据えながら中長
期的で持続可能な財政運営が行えるようしっか
りとした備えを講じています。

○未来に向けた更なるまちの発展の礎を構築
　財政がどんなにひっ迫した状況にあっても、
市民生活を営むうえで必要不可欠となる基礎的
サービスは、提供し続けなければなりません。
　そのためには、効果的かつ効率的な市政運営
を根幹におき、引き続き、諸課題の解決に向け
て取り組んでまいります。特に、市政運営の透
明性を確保するため、議会及び市民への説明責
任を十分に果たしてまいります。
　私は、市民の皆様とともに歩み続けていくた
めに、我がまち国分寺市の更なる発展に責任を
持ち、その確固たる基礎を築いてまいります。

○縦割りの弊害を排し、全庁一丸となる強固な
組織を構築
　直面する課題を解決し、様々な施策を着実に
進めていくためには強固な組織が必要です。庁
内の情報共有を徹底することにより、部局間の
連携を図り、縦割りの弊害を排除するとともに、
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職員一人ひとりが能力を最大限に発揮できる
チームワークの良い組織、全庁一丸となる強固
な組織を構築してまいります。

○仕事を先取りし、スピード感を持って仕事を
進める職員を育成
　国分寺市の未来を担う人材の育成は、極めて
重要です。これまでも意欲や能力のある人材の
発掘、女性職員や若手職員の管理職への積極的
登用など人材育成に力を注いできました。
　また、職員に対しては、目標達成に向け、常
に仕事を先取りし、スピード感を持って正確、
誠実な業務執行に取り組むよう機会をとらえて
指示をしてまいります。今後も市民目線に立ち、
市民の信頼に応えることができる職員の育成に
努めてまいります。

○人口減少社会克服を目指し、まちのにぎわい
を創出する施策に重点
　平成20年を境に日本の総人口は減少局面に入
り、減少スピードは今後加速度的に高まってい
くことが予想されています。
　本市といたしましても、人口減少問題を真正
面から受け止め、住み続けたいまち、魅力ある
まち、夢のあるまちとなるよう、更なるまちの
魅力発信に力を注ぎ、まちのにぎわいを創出す
る施策を重点的に取り組んでまいります。

○地域の実情を踏まえた地域ごとの施策を横断
的に推進
　少子高齢社会が進展する中で、様々な生活課
題があっても、だれもが住み慣れた地域で安心
して幸せに暮らし続けられる地域社会の実現を
目指し、昨年度『国分寺市地域福祉計画』を策
定いたしました。
　このような地域社会の実現には、行政による
福祉サービスの充実のみならず、行政・市民・
事業者等が協働し、公的なサービスと市民の自
発的な活動を連結して機能させることが必要で
あると考えます。
　まちの魅力発信、健康・福祉、子ども・教育、
安全安心、環境、まちづくり等の様々な施策を
横断的に連携させ、地域の実情を踏まえた地域
の視点を持って施策を展開してまいります。
　また、市民の皆様が主体となった新たな地域
の支え合いの仕組みづくりや地域を活性化させ
るため、市民活動団体と行政という枠組みだけ
でなく、地域で活動する自治会・町内会から大
学・事業者なども含めて幅広く裾野を広げ、そ
れぞれの分野で活動する団体等がパートナー
シップを構築することができるよう取り組んで
まいります。

○若い世代が安心して産み、育てることができ
る施策等の充実
　直面する人口減少問題を克服するためには、
住み続けたいまち、魅力あるまち、夢のあるま
ちとして、若い世代が安心して産み、育てるこ
とができる環境の整備が必要です。出産や子育

てのニーズを満たせるよう、「親子ひろば事業」
の充実など、妊娠・出産から保育・義務教育ま
で、子どもの成長に応じた切れ目のない総合的
な支援を推進してまいります。

○まちの魅力発信を推進
　「ペンシルロケット発射60周年事業」を通し
て得られた宇宙やロケット開発に関する団体や
企業、専門家等とのネットワークを活かしなが
ら「日本の宇宙開発発祥の地　国分寺市」とし
ての魅力発信を引き続き行ってまいります。
　また、国指定史跡など国分寺市が誇る多くの
歴史遺産を広くＰＲするためにも、「日本遺産」
の認定を目指し、更なる魅力を高めてまいりま
す。加えて、市内の観光スポットなどの情報を
ＳＮＳ、観光アプリ等の活用により効果的に発
信するなど、観光施策を充実することで国分寺
市への来訪者を増やし、地域の活性化に結び付
く取組を推進してまいります。

総合ビジョンの策定、総合戦略の推進

○国分寺市総合ビジョンを策定
　今年度は、『第四次長期総合計画』の最終年
度であることから、目標達成に向け、引き続き
各施策の推進を図ってまいります。
　また、『第四次長期総合計画』に続く新たな
総合計画「国分寺市総合ビジョン」を策定し、
将来の国分寺市のあるべき姿、基本理念等を示
してまいります。また、それらを実現するため
の「実行計画」を策定し、基本目標・各施策等
を位置付け、施策に反映してまいります。これ
により、急速な少子高齢化の進展による人口減
少問題、公共施設等の老朽化など、市を取り巻
く社会環境の変化にも柔軟に対応できる計画に
したいと考えております。

○国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略の
推進
　現在、本市の総人口は増加を続けていますが、
既に生産人口は減少に転じております。昨年７
月に策定しました『国分寺市人口ビジョン』で
は、将来人口は５年後から緩やかに減少し、約
50年後には現在より約１割減になると推計して
います。本市の人口減少・超高齢化という課題
を克服し、市民がいきいきと働き、若い世代が
安心して産み、育てることができ、「住み続け
たいまち、魅力あるまち、夢のあるまち」国分
寺市を創生するため、昨年10月に策定しました

『国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略』
の各施策の推進を図ってまいります。

行政運営の重点方針

　以上を踏まえ、平成28年度の行政運営におい
て、重点的に取り組むべき施策につきまして、
簡潔に述べさせていただきます。

○宇宙開発発祥の地など地域資源を活用したま
ちの魅力の発信をさらに展開
　昨年度は、ペンシルロケット発射60周年を記
念して、様々な宇宙に関連した事業を行い、メ
ディア等を通じて市内外に向けてまちの魅力を
発信してまいりました。
　今年度は、星空観望会やロケット打ち上げの
パブリックビューイングなどを実施するほか、
「大人版宇宙の学校」を開催してまいります。
本年も引き続き、ＪＡＸＡの支援をいただきな
がら「日本の宇宙開発発祥の地　国分寺市」が
全国に知れわたるような取組を行ってまいりま
す。

○子育て世代に魅力的な子ども施策の充実
　子育て世代に魅力的な子ども施策につきまし
ては、『国分寺市子育て・子育ちいきいき計画』
に基づく施策を実施し、家庭や地域において育
つ喜び、子育ての喜びが実感でき、すべての子
どもたちが健やかに成長していけるまちを目指
すとともに、支援の「量」と「質」の充実を図っ
てまいります。
　保育施策につきましては、本年４月と９月に
３箇所で定員合計173名の認可保育所を開園し、
また、来年４月開園に向けて認可保育所誘致等
の量的整備を進め、待機児童の解消に努めてま
いります。また、基幹型保育所システムによる
保育園同士の連携強化や保育士のための研修等
により、保育の質的な向上を図ってまいります。
　学童保育施策につきましては、本年４月に定
員40名の民設民営学童保育所を開所し、また、
来年４月開所に向けて民設民営学童保育所の誘
致を進め、狭あい状況の解消に努めてまいりま
す。また、ますます高まるニーズに対応するた
め、様々な手法を検討し、子どもたちが安心し
て、いきいきと過ごせる放課後の居場所づくり
を進めてまいります。
　児童虐待防止施策につきましては、関係機関
と連携するとともに要保護児童対策地域協議会
のネットワーク機能を一層強化し、子どもが安
心して生活し、健やかに成長することができる
環境づくりに努めてまいります。また、市民の
皆様が、地域で虐待に気づいた場合に子ども家
庭支援センターや児童相談所へ連絡していただ
けるよう、講演会等を通して周知に努めてまい
ります。
　親子ひろば事業につきましては、地域におい
て、安心して立ち寄り、遊びと交流ができる場
所と機会を提供するとともに、専門的相談を受
け入れ、妊娠期・子育て中の保護者の不安を解
消できるよう、機能の充実を図ってまいります。

史跡武蔵国分寺跡
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また、子ども家庭支援センターに子ども・子育
て支援コーディネーターを配置し、市内親子ひ
ろばと関係機関との地域ネットワークの強化を
図り、地域における子育て支援の充実に努めて
まいります。

○教育に関する大綱、教育ビジョンを踏まえた
教育施策の充実
　学校教育においては、連続性のある多様な学
びの場の充実を図ってまいります。そのため、
『第三次国分寺市特別支援教育基本計画』策定
のための検討委員会を設置いたします。ここで
は、平成30年度開設予定の特別支援教室のあり
方など、今後の本市における特別支援教育の方
向性を検討いたします。
　また、小学校、中学校が連携して、義務教育
９年間の学習の系統性を確保し、すべての児童・
生徒に基礎的、基本的な学習の定着を図ること
を目指した小・中連携教育の推進に一層取り組
んでまいります。
　「2020年オリンピック・パラリンピック東京
大会」につきましては、小・中学校全校におい
てオリンピック・パラリンピック教育に取り組
みます。その歴史・意義や国際親善などの果た
す役割を正しく理解し、国際理解を深め、進ん
で平和な社会の実現に貢献することができるよ
うオリンピック・パラリンピック教育を推進し
てまいります。
　学校施設の整備につきましては、教育環境の
向上を図り、児童・生徒が安全で快適な学校生
活が送れるよう整備してまいります。トイレ改
修工事につきましては、第六小学校をはじめ、
第一小学校、第七小学校の３校の改修工事を行
い、また、次年度工事に向けた設計を行います。
加えて、第三小学校、第八小学校及び第九小学
校の３校で特別教室の空調設置工事を行い、併
せて次年度以降の設置工事に向けた設計を行い
ます。さらには第九小学校の直結給水化工事を
行い、教育環境の整備に努めてまいります。
　子どもの安全安心につきましては、地域の見
守り活動を補完し、様々な事件・事故を抑止す
るよう設置した通学路の防犯カメラを運用して
まいります。
　また、給食食材の放射性物質検査に引き続き
取り組み、学校給食の安全確保に努めてまいり
ます。
　公民館につきましては、「地域づくりを目指
した公民館のあり方」について公民館運営審議
会で審議を行い、各公民館の運営サポート会議
や公民館事業運営スタッフとともに、地域の特
性を活かした公民館事業の実施を進めてまいり
ます。
　図書館につきましては、昨年度から始まりま
した図書館ボランティア活動をさらに推進して
まいります。また、市内に移転する東京都立多
摩図書館との連携についても東京都と協議を重
ね、市民の読書環境の整備に努めてまいります。

○だれもが安心して生活できる福祉施策の充実
　地域福祉につきましては、『国分寺市地域福
祉計画実施計画』に位置付けた全庁にわたる地
域福祉関連事業を着実に実施するため、庁内に
「地域福祉推進委員会」を設置し、進行管理を
行ってまいります。
　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」の開催
など、市民、団体、そして行政の連携・協力に
より、地域の様々な資源を結びつけた、ともに
支え合うまちづくりを目指し、実効性のある地
域福祉を推進してまいります。
　国民健康保険につきましては、急速な高齢化
等に伴い、保険給付費が増加傾向にあり、厳し
い財政運営となっています。全国的にも同様の
傾向にあり、引き続きレセプトデータを用いた
医療費適正化を進めてまいります。
　また、平成30年度から予定されている運営主
体の都道府県化を踏まえ、スムーズな移行がで
きるよう、健全で安定した財政運営に努めてま
いります。
　後期高齢者医療制度につきましては、高齢者
が健康を維持し、安心して医療を受けられるよ
う、東京都後期高齢者医療広域連合と密接に連
携してまいります。
　高齢者施策につきましては、『国分寺市高齢
者保健福祉計画・第６期国分寺市介護保険事業
計画』の重点項目である「認知症施策の推進」
に向けて、認知症カフェを市内２箇所に整備し、
認知症地域支援推進員を市内３箇所の地域包括
支援センターに配置します。
　また、新たに「高齢者見守り相談窓口」をモ
デル地区として地域包括支援センター１箇所に
併設し、高齢者見守りネットワークの効果的な
体制について検討してまいります。
　介護保険につきましては、『第６期国分寺市
介護保険事業計画』に基づき、小規模多機能型
居宅介護サービス事業所、認知症対応型共同生
活介護サービス事業所及び介護老人保健施設を
誘致するため、法人選定等を行い、計画施設の
整備に向けた準備を進めてまいります。
　また、高齢者によるボランティア活動の拡大
に向けて、介護支援ボランティア制度を実施し、
介護予防・日常生活支援総合事業における住民

主体事業のきっかけとなるよう環境を整備して
まいります。
　健康施策につきましては、インフルエンザの
発症予防や重症化防止を目的として、就学前の
乳幼児を対象に、インフルエンザ予防接種を一
部公費負担にて実施します。母子保健において
は、安心して出産を迎えられるよう、妊婦健診
に子宮頸がん検診とＨＩＶ検査を追加し、健診
の充実を図ってまいります。
　また、若年層からの生活習慣病予防や健康意
識の向上を目的として、25歳から29歳を対象と
した若年層健診にも新たに取り組んでまいりま
す。
　さらに、健康長寿社会の実現に向けて、むし
歯や歯周病等の予防と早期発見を目的に、40歳
を対象とした個別勧奨による歯科健診におい
て、パノラマレントゲン事業を実施します。
　障害者施策につきましては、障害当事者や関
係団体等の参加による定期的な協議の場として
障害者自立支援協議会を再編し、地域課題の解
決に向けたネットワークの構築や地域における
支援体制の推進を図ってまいります。
　また、本年４月に施行される障害者差別解消
法の趣旨を踏まえ、合理的配慮として手話通訳
等派遣事業の強化に取り組むほか、職員が法の
趣旨を理解し適切に対応するために、職員向け
対応要領の作成や職員研修を実施してまいりま
す。障害の有無によって分け隔てられることな
く、相互に人格と個性を尊重しながら共生する
社会の実現を目指し、地域における障害への理
解を促進してまいります。
　さらに、精神保健福祉業務の窓口を一本化し、
相談支援体制の充実を図ってまいります。
　ひとり親家庭への支援につきましては、ひと
り親家庭の自立や安定を図るため、新たに「ひ
とり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援
事業」を開始し、より良い条件での就職や転職
に向けた可能性を広げる支援を行ってまいりま
す。
　生活福祉につきましては、生活保護を必要と
する方々へ保護を適切に実施し、自立支援の取
組を促進してまいります。また、生活保護受給
に至る前の生活に困窮する方々の早期自立を図
るため、生活困窮者自立支援法に基づく事業を

１ページ
（１）浅川清流環境組合

　日野市・本市・小金井市の３市でごみ処理施設の
設置および運営等を共同して行うことを目的として
設立した一部事務組合。
１ページ
（２） 全国史跡整備市町村協議会

　史跡・名勝などの文化財の整備を推進し、文化財
の保存と活用を目的とした全国区の協議会。昭和41
年に発足し、現在500以上の自治体が加盟している。
下部組織として、北海道から沖縄まで10の地区協議
会を設置している。略称は全史協。

２ページ
（３） 日本遺産

　地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝
統を伝えるストーリーと、それを象徴する文化財群
を認定する文化庁の事業。魅力あるさまざまな文化
財を、国内だけでなく海外にも戦略的に発信し、地
域のブランド化を促進して地域活性化につなげる目
的で開始された。
２ページ
（４） 国分寺市人口ビジョン

　平成27年７月に策定。国分寺市の人口動向分析、
平成72年までの将来人口推計、将来展望等をまとめ
た、『国分寺市まち・ひと・しごと創生総合戦略』
の基礎資料。

語 句 解 説
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さらに推進し、相談・支援を相談者に寄り添い
実施してまいります。

○スポーツの振興・推進と文化振興
　スポーツの振興・推進につきましては、「だ
れでも参加できる豊かな生涯スポーツ社会の実
現」という基本理念のもと、市民の皆様が日ご
ろの生活にスポーツを取り入れてより豊かな生
活を送ることを目指して「国分寺市スポーツ推
進計画」を策定します。
　本年は、ブラジルリオデジャネイロでオリン
ピック・パラリンピックが開催され、スポーツ
への関心もより一層高まることと思われます。
４年後の東京オリンピック・パラリンピック開
催を控え、選手への応援や観戦を通して、市民
の皆様にとってスポーツがより身近になるよい
チャンスとなります。平成31年度に幹事市とな
る東京都市町村総合体育大会の開催も視野に入
れ、体育協会やスポーツ関係団体と連携をとり、
市民のスポーツ活動の活性化を図るよう支援体
制の強化に取り組んでまいります。
　また、地域、行政が一体となり、市民体育大
会や史跡駅伝、秋のスポーツイベントなど、各
事業を通してライフステージに応じたスポーツ
の推進を図るとともに、障害者スポーツの振興
にも取り組んでまいります。

　文化振興につきましては、今年度に『国分寺
市文化振興計画』の計画期間が満了することか
ら、次期計画の策定に取り組んでまいります。
また、市民の文化活動の発展・連携を目指して、
市民文化祭、いずみ春の祭典を継続して開催い
たします。これらの事業は、日頃の練習の成果
発表や交流の場として実績があり、今後も、実
行委員会と連携して多くの市民の皆様が参加し
て、楽しんでいただける企画を実施してまいり
ます。さらに、文化団体連絡協議会の活動を支
援するとともに、芸術文化振興事業を実施する
団体を支援・育成し、市民同士の交流を深め、
まちの活性化に取り組んでまいります。

○史跡武蔵国分寺跡の整備
　史跡武蔵国分寺跡の整備につきましては、本
市が誇る国の重要な歴史遺産であり、国分寺市
の名の由来となっている史跡武蔵国分寺跡の整
備を引き続き進めてまいります。今年度は武蔵
国分寺僧寺跡の鐘楼・中門の平面表示とその解
説板の設置を行うとともに、金堂の東側にス
ロープによる南入り口を新設いたします。

　国分寺崖線下の東山道武蔵路跡については、
平成25年度からの学術調査及び分析を行った結
果、重要な遺構であることがわかってまいりま
した。この遺構につきましては、その成果をも
とに史跡の追加指定などにより適切な保存に努
めてまいります。
　史跡周辺のまちづくりにつきましては、昨年
度改訂した『都市計画マスタープラン』に基づ
き、史跡整備と併せてトライアングルゾーンの
魅力を一層高めていくとともに、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
いまちづくりを展開してまいります。

○都市農業の育成
　農業振興につきましては、昨年４月施行の都
市農業振興基本法の基本理念にのっとり、新た
に『第三次国分寺市農業振興計画』を策定し、
その中で国分寺農業の維持・発展と農地の保全
を図るため、農業経営の改善に意欲的な認定農
業者への支援拡充をはじめとした「農業経営に
対する多角的な支援の展開」や「生産者と消費
者を結ぶ流通・販売網の確立」などの施策を進
めてまいります。
　また、国分寺ならではの農畜産物の生産と活
用を支援し、市内外へ国分寺農業の更なる魅力
を発信してまいります。
　都市農地の保全につきましては、昨年度改正
した生産緑地地区指定基準に基づき、生産緑地
地区の追加指定を一層推進し、農地減少の抑制
を図ってまいります。

○商工業の振興と消費者行政の充実
　商工業の振興につきましては、昨年５月に産
業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認
定を受けたことも踏まえ、創業塾や個別相談等
を実施し、創業支援の取組をより一層強化して
まいります。
　また、昨年度に引き続き『国分寺市魅力ある
商業振興プラン』の見直しについて検討を行い、
地域振興や地域活性化を図るための計画を策定
してまいります。
　さらに、商工会や商店会が実施する事業につ
いても、引き続き積極的な支援を行っていくと
ともに、より現状に即した支援内容となるよう
その拡充に向け検討を加え、市内商工業の更な
る振興を図ってまいります。
　消費者行政につきましては、引き続き消費者
教育の推進に関する法律に基づき、様々な年代

に合わせた消費者教育を推進してまいります。
　また、本年４月施行の消費者安全法の改正を
受け、消費生活相談室の相談体制整備・機能拡
充等につきまして着実に取り組んでまいりま
す。
　就労支援につきましては、引き続き『国分寺
市就労支援プラン』に基づき、庁内関係各課、
関係機関と連携しながら就労困難者に対する就
労支援を推進してまいります。

○都市計画整備関連の地域のまちづくりと都市
機能の整備
　都市計画行政につきましては、市内の約７割
を占める第一種低層住居専用地域内における都
市計画の見直しなど、『都市計画マスタープラ
ン』に基づく各都市計画の施策を展開し、住宅
都市としての質の向上、災害に強い街並みの形
成、さらには定住化の促進を目指して取り組ん
でまいります。
　都市計画道路国３・４・11号線周辺まちづく
りにつきましては、東京都の当該道路事業化の
動向を踏まえ、国分寺市まちづくり条例に基づ
く「まちづくり推進地区」の指定及び「推進地
区まちづくり協議会」の設置を行い、「周辺ま
ちづくりの方向性」に示すまちの将来像の実現
に向けた検討を進めてまいります。 
　西国分寺駅北口地区周辺まちづくりにつきま
しては、国分寺市まちづくり条例に基づく「ま
ちづくり推進地区」の指定及び「推進地区まち
づくり協議会」の設置を行い、都市生活・文化
交流の拠点となる西国分寺駅北口一帯の都市機
能を向上しつつ、拠点の周辺は現状の良好な住
環境を考慮したまちなみの形成に向けた検討を
進めてまいります。
　都市機能の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安全に通行できる歩
道の整備など、現在抱える道路・交通について
の課題を早期に解決するため、道路空間の整備
等を計画的かつ効率的に推進するための検討を
進めてまいります。

○国分寺駅北口再開発と周辺街区のまちづくり
を推進
　国分寺駅北口再開発事業につきましては、今
年度は、東街区ビル、西街区ビルとも、住宅部
分にも着手し、建物の外形が見えてまいります。
平成29年度のビル完成に向け、特定建築者と連
携して進めてまいります。
　交通広場についても、国分寺駅北口地下自転
車駐車場を含め、平成31年度の事業完了を目指
してまいります。
　また、市民の皆様に再開発事業をより身近な
ものに感じていただくとともに、再開発事業の
効果を周辺の商業地と共有することを目的と
し、タウンネーミングを実施してまいります。
　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、駅前にふさわしい街並みの形成や
美しく魅力的な都市空間の創出につながるよ
う、関係権利者の皆様との意見交換を進め、今

第2回史跡駅伝

暮らしのそばにある都市農地
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後のまちづくりの具体的な方向性について検討
してまいります。
　都市計画道路国３・４・12号線につきまして
は、国分寺駅北口交通広場から都市計画道路国
３・４・６号線までを『多摩地域における都市
計画道路の整備方針』において優先的に整備す
る路線として位置付けており、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ます。事業
化に向けて、道路予備設計及び関係機関との調
整を実施し、着実な事業進捗を図るとともに、
周辺のまちづくりについても、地域の方々の意
向を踏まえつつ、具体的な方向性の検討を進め、
都市計画道路の整備をより効果的なものとする
よう取り組んでまいります。
　再開発ビル西街区５階の公益フロアにつきま
しては、まちの魅力を発信できる複合施設とし
て、これまでいただいた市民意見も踏まえて設
計を行うとともに、充実した運営を図るべく、
管理運営の詳細を取りまとめてまいります。

○安全安心の地域づくり
　防災対策につきましては、泉町に移転する国
分寺消防署の新たな建設に向けて、東京消防庁
と連携を図り取り組んでまいります。併せて、
隣地に「防災関連用地」として、日頃より市民
の皆様が行う防災訓練などで活用できる場所を
確保し、消防力の強化に努めてまいります。
　また、災害時における医療救護活動の体制強
化のため、医師会災害対策本部に「災害医療コー
ディネーター」を設置し、更なる体制強化づく
りを推進してまいります。
　加えて、地域の防災力向上を図るため、若い
世代の防災への関心を高める取組を強化しま
す。さらに、昨年度は「防災まちづくり推進地
区」２地区が内閣府の地区防災計画モデル地区
として指定されました。今後はこの２地区の取
組を参考とし、他の地区についても地区防災計
画の策定、見直しに向けて地域の方々と連携を
図ってまいります。
　特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化につき
ましては、引き続き東京都の助成制度を活用し、
沿道建築物の耐震化を推進してまいります。
　住宅の耐震化につきましては、普及啓発を強
化し、耐震化が当然のこととして受け止められ
る機運を醸成していくとともに、木造住宅の耐
震診断費用を無料化するなど、住宅の耐震化に
関する取組を加速してまいります。また、耐震

５ページ
（５）災害医療コーディネーター

　大規模災害時に市内の医療救護活動等を統括・調
整するために医学的助言および広域連携に関するこ
とを行う医師。
６ページ
（６） 標的型攻撃メール

　不特定多数を対象とした通常の迷惑メールとは異
なり、対象の組織から重要な情報を盗むことなどを目
的として、特定企業や個人を対象にした電子メール。

６ページ
（７） 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。
６ページ
（８） 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。

語 句 解 説

化の促進と併せて、『都市計画マスタープラン』
に基づき、建物の不燃化や敷地の細分化の抑制
などに関する都市計画制度の検討を行い、災害
に強いまちづくりを効果的に推進してまいりま
す。
　街灯・道路照明灯のＬＥＤ化事業につきまし
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、一部幹線
道路の道路照明灯をＬＥＤ機器に変更いたしま
した。今年度は、二灯式街灯のＬＥＤ化に取り
組んでまいります。
　災害時の要配慮者対応につきましては、「避
難行動要支援者登録制度」の周知に努めるとと
もに、災害時における要配慮者の生命・身体を
保護する支援体制の更なる整備に取り組んでま
いります。
　防犯対策につきましては、地域で活動する自
主防犯活動団体のリーダーを育成するため、「防
犯リーダー養成講習会」を継続実施し、防犯ま
ちづくり委員の更なる充実を図り、関係機関と
の連携により『第二次国分寺市防犯まちづくり
実施計画』に基づく施策の実施に努めてまいり
ます。

○ぶんバス新規ルートの更なる検討

　ぶんバスにつきましては、「万葉ルート」では、
公共交通空白地域の解消とともに、史跡武蔵国
分寺跡をはじめとする貴重な観光資源を活か
し、歴史を巡る多くの来訪者のアクセスともな
るよう、具体的な検討・調整を進め、ぶんバス
の運行を実施してまいります。また、「けやき
ルート」では、実現可能なルートの選定に向け
た検討を実施し、公共交通空白地域の解消に向
けて、着実に進めてまいります。

○暮らしやすい環境の保全・確保
　空き家等の対策につきましては、適切な管理
が行われていない敷地の所有者に対し、引き続
き改善等の要請を行うとともに、行政目的や地
域資源として活用可能な空き家を有効利用する
ため、データベースの充実を図り、その利活用
を推進してまいります。また、必要に応じて関
係機関とも連携し相談体制の強化に努めてまい
ります。
　住宅政策につきましては、超高齢化や人口減
少問題など社会情勢等の変化に適切に対応する
とともに、『都市計画マスタープラン』との整
合を図りつつ、空き家対策の推進、定住化の促
進等、当市の今後の住宅政策を総合的に推進し
ていくため、『国分寺市住宅マスタープラン』
の改訂に取り組んでまいります。
　緑の保全・確保につきましては、『国分寺市
緑の基本計画2011』の実施計画に基づく具体的
な施策を進めるとともに、平成29年度からの実
施計画の見直しを行ってまいります。また、姿
見の池緑地の整備とともに、恋ヶ窪緑地や恋ヶ
窪用水路周辺緑地の公有化と緑地整備を進めて
まいります。
　野川の整備につきましては、東京都との連携
のもと、市民の皆様と野川とまちづくりについ
て考えながら、整備の早期実現に向けた取組を
進めてまいります。
　市内の水路につきましては、今後の整備や管
理のあり方を検討するため、水路の現況調査を
継続的に進めてまいります。

○ごみの共同処理と減量・資源化
　可燃ごみの共同処理につきましては、日野市・
国分寺市・小金井市による可燃ごみ処理施設の
平成32年度の本格稼働を目指し、昨年７月に「浅
川清流環境組合」が設立されました。
　３市による共同処理は、日野市の皆様のご理
解とご協力のもと平成32年度の本格稼働を目指
して、今年度には事業者が決定する予定です。
今後も３市でしっかりと連携を図りながら取り
組んでまいります。
　ごみの減量・資源化につきましては、家庭ご
みの有料化実施以降、市民の皆様のご理解とご
協力により、ごみの減量・資源化が図られ、平
成26年度の一人一日当たりのもやせるごみの総
量は、多摩地域で２番目に少ない数字となって

進みゆく国分寺駅北口再開発工事

新型車両のぶんバス
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おります。しかしながら、最終処分場である日
の出町二ツ塚広域処分場の延命化及びエコセメ
ント施設の安定的かつ効率的な運用、現在の清
掃センターの安定稼働のためにも、より一層の
ごみの減量・資源化施策が必要となります。本
年度からスタートする新たな「ごみ減量化・資
源化行動実施計画」に基づき、更なる減量・資
源化施策を展開してまいります。

○男女平等・人権施策と憲法・平和事業
　男女平等施策につきましては、女性に関する
各種相談事業を継続するとともに、『国分寺市
男女平等推進行動計画』及び『国分寺市配偶者
等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本
計画』の計画期間が平成28年度に満了すること
から次期計画を策定してまいります。策定に当
たっては女性活躍推進法の施行に伴う推進計画
も含めた計画にしてまいります。
　人権擁護につきましては、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。
　犯罪被害者等支援につきましては、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
庁内の関係部署との連携もより深めてまいりま
す。
　憲法記念事業につきましては、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。
　平和推進事業につきましては、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、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。

○近隣市との連携促進
　近隣市との広域連携につきましては、引き続
き「今後の基礎自治体経営にとって必要不可欠
なもの」と位置付け、積極的に取り組んでまい
ります。なかでも、小平市とは、昨年度、総務
省より「新たな広域連携促進事業」に採択され、
すでに広域連携に向けた研究に着手しておりま
す。昨年度の研究成果を活用するとともに、研
究を継続し、準備の整ったものから具体化して
まいります。国立市とは、国立駅の高架下利用
について、相互利用可能な市民利用施設の整備
を進め、両市が共同で効果的な行政サービスの
提供ができるよう引き続き準備を進めてまいり
ます。これらに加え、市民サービスの向上が期
待される施策について、連携が実現可能なもの
から具体化が図れるよう検討してまいります。

○公共施設等マネジメントの展開
　公共施設等のマネジメントにつきましては、
昨年度、市民の皆様のご意見をいただいたうえ
で『国分寺市公共施設等総合管理計画』を策定
いたしました。今年度は、その内容を踏まえ、
公共施設の再配置の考え方を整理し、公共施設
適正再配置の実施計画となる「（仮称）国分寺
市公共施設適正再配置計画」を策定してまいり
ます。併せて、公共施設等マネジメントの考え
方を具現化する事業として「公共施設更新先駆
的事業」の対象となる公共施設を選定し、その
具体化に向けて取り組んでまいります。また、
これらの検討内容を踏まえながら、各施設の長
寿命化等の実施計画となる「（仮称）国分寺市
公共施設個別施設計画」の策定作業も併せて進
めてまいります。

○情報化による市民サービスの向上
　情報化の推進につきましては、行政サービス
の向上を目指し、公共施設の予約システムの構
築を行い、市民の施設利用における利便性の向
上を図ってまいります。また、情報化により効
率的な行政運営を進めるため、次期基幹系シス
テムの導入に向けた刷新化調査事業を行ってま
いります。さらには、情報セキュリティレベル
の向上を目指し、庁内で標的型攻撃メール対応
訓練を実施してまいります。
　マイナンバー制度につきましては、国や地方
公共団体等との情報連携に向け、関連するシス
テムの環境整備を行い、市民の皆様の利便性向
上と行政運営の効率化を目指して取り組んでま
いります。
　また、マイナンバー制度における個人番号
カードを利用して、市内外のコンビニエンスス
トアで住民票の写し等を取得できる「証明書等
コンビニ交付サービス」を本年７月に開始し、
個人情報の適正な取扱いを確保しながら市民の
利便性向上を推進してまいります。

○人事給与制度改革と嘱託職員制度の抜本的見
直し
　人事考課制度につきましては、今年度から、

人材育成を目的に実施している人事考課制度の
結果を、全職員の昇給に反映させ、職員の実績
と能力に応じた昇給を行います。このことによ
り、職員のやる気や能力の向上、達成感を引き
出すとともに、努力した職員が評価され成長で
きる組織風土を醸成してまいります。
　給与制度につきましては、「扶養手当の見直
し」「管理職手当の定額化」など東京都の給与
制度に準じて見直しを行い、さらに給与制度の
適正化に努めてまいります。
　嘱託職員制度につきましては、平成12年度の
規則制定以来初めてとなる全職種を対象として
の報酬月額の改定を行います。また、本市嘱託
職員として一定の勤務実績を積んだ者について
は、新たに職の区分を設け、報酬月額をランク
アップさせる制度を設けます。また休暇制度に
ついては、子育て世代や家族の介護に忙しい世
代に配慮し、現在は無給休暇の子どもの看護休
暇を有給休暇とするとともに、介護休暇制度を
有給休暇とするなど、嘱託職員制度の抜本的な
見直しを行い、処遇改善を図ってまいります。

○更なる行政改革の取組
　行政改革につきましては、ＰＰＰ（パブリッ
ク・プライベート・パートナーシップ＝公共と
民間による事業の連携・協働）を活用した新た
なアウトソーシングの推進、新たな財源確保、
「業務プロセス分析」による事務の最適化など、
更なる行政改革に取り組んでまいります。

○未来に向けた市民サービス及び防災拠点とし
て新庁舎建設の検討
　新庁舎の建設につきましては、今年度は、昨
年度実施した基礎調査を踏まえ、公共施設等マ
ネジメントの推進なども視野に入れたうえで、
新庁舎の建設手法、建設スケジュール、財政面
等について、更なる検討を進めてまいります。

おわりに

　平成28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、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。

ピースメッセンジャーと平和祈念式 市役所から見える富士山


