
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民の暮ら裁をリードする産業都市をめ菜裁て 

θ産業振興分野χ 

 

第ǖ節 地域特性を活か裁た産業誘致の  

第ǘ節 活力ある商業の振興 

第ǚ節 あるきたく作る街あきる野をめ菜裁た観光業の振興 

第ǜ節 消費志向削合わせた都市型農業の推進 

第Ą節 自然と調和裁た林業の育成 
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秋川高校跡地 

第第第第ǖǖǖǖ節節節節    地域特性燦活栽裁冴産業誘致昨地域特性燦活栽裁冴産業誘致昨地域特性燦活栽裁冴産業誘致昨地域特性燦活栽裁冴産業誘致昨透進透進透進透進 

 

 

ǖ 市内削朔腰比較的椌規模作事業所歳点在裁崎い傘察栽腰職撤近接[膘ゲ]昨擦阪咲采三昨一環

碕裁崎企業燦誘棡際傘冴薩削秋留瞭西地区腰椌峰瞭工業団地腰菅生テ屍賜事識枝地区燦整備

裁崎採三腰こ参擦埼削研究所や事業所歳進出裁擦裁冴甑 

ǘ 市街尤区域内削採砕傘産業系土地利用昨割合朔腰烋成ǖĽ烝Ľ鏤現在Ş．ǘ％碕作榊崎

採三腰西多摩θ奥多摩か碕檜原闌燦除采Ľ市かχ昨割合昨ǘǚ．Ś％燦大済采託回榊崎い

擦際甑 

ǚ 圏央道歳東隣高）道路や東戻自動車道作鷺削接62細参腰物流昨広域的作資ッ詞ワ実屍歳

形成細参傘こ碕栽晒腰産業系土地利用匙昨期待歳高擦榊崎い擦際甑 

ǜ 生済生済碕裁冴活気あ傘擦阪咲采三燦進薩傘冴薩削朔腰地域産業昨振興燦透進裁崎地域

経済力昨強尤燦図傘必要歳あ三擦際甑 

 

 

圏央道昨整備効果燦最大限削生栽裁崎地域経済力昨強尤燦図傘冴薩腰環境削恵擦参冴地域

特性燦活栽裁冴産業誘致燦透進裁擦際甑 

 

 

ǖ 産業振興昨推進 

会 産業振興昨推進 

都心栽晒昨近接性鯖圏央道昨整備効果作鷺昨優哲性燦生栽裁肴肴腰経済嫻盤碕裁崎裴

要作役割燦雑肴産業昨発展燦図傘碕碕雑削腰新冴作産業昨創出質育成削向砕崎産業振興

計き燦策定裁腰罪昨実施削当冴榊崎朔腰東京都碕昨連携削皿三施策燦推進裁擦際甑 

ǘ 産業誘致昨透進 

会 計き的作産業立地昨誘棡 

圏央道昨整備効果鯖都市嫻盤昨投資効果

燦最大限削生栽裁腰地域経済力昨強化削資際

傘産業系土地利用昨増進燦図傘碕碕雑削腰周

辺市街地碕昨調和鯖自然環境昨保全削配慮

裁冴産業嫻盤燦整備裁腰計き的作企業立地燦

誘棡裁擦際甑特削腰武蔵引ゅ駅周辺地区鯖秋

川高校跡地削採い崎朔腰産業系昨擦阪咲采三

削皿三腰一体的作企業立地燦進薩擦際甑 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1 職撤近接 

  職場碕家庭生活燦営殺撤居歳近接裁崎い傘祭碕甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容    
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解 新産業誘致昨推進 

新エ資識子実[膘コ]鯖飼使士テ屍賜竺施実[膘ゴ]作鷺昨環境削優裁い産業燦中心削積極的

削企業誘O燦推進裁擦際甑作採腰企業誘O削際裁崎朔腰使ン祉実資ッ詞鯖企業専門ア作

鷺埼地理的優哲性燦ＰＲ際傘碕碕雑削腰新産業分褫昨企業削対裁進出意向調査燦実施裁

擦際甑擦冴腰産業昨振興鯖邊用昨透進燦図傘冴薩腰進出企業削対際傘奨励制度燦検討裁

擦際甑 

ǚ 中椌企業支援昨推進 

会 中椌企業昨育成 

中椌企業歳地域昨産業碕裁崎腰晧定裁崎経営埼済傘皿う異業種交流鯖研修会作鷺燦行う

碕碕雑削腰品質昨向琢鯖新産業へ昨対応燦図傘流組燦支援裁腰中椌企業昨育成燦図三擦際甑 
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℧「 新エ資識子実 

  石炭質石油作鷺昨化石燃料鯖核エ資識子実削対際傘腰新裁いエ資識子実源鯖供給形態昨総称甑太陽光発電鯖風力発電作鷺昨

自然エ資識子実腰廃棄物発電作鷺昨式支使屍識型エ資識子実昨他腰燃料電《腰磁祉賜実識腰石炭液化作鷺昨新裁い利用形態昨

エ資識子実雑含擦参傘甑 

℧」 飼イオテ屍賜竺施実 

生物昨持肴様々作働済燦琢手削利用裁腰人間昨生活鯖環境保全削役立冴在傘技術甑 
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商工会疰運営す矞特産品のアンテナ种ョップ 

第第第第ǘǘǘǘ節節節節    活力あ傘商業昨振興活力あ傘商業昨振興活力あ傘商業昨振興活力あ傘商業昨振興 

 

 

ǖ 烋成Ś烝昨合併以降腰増加裁崎い冴卸質椌売業事業所数朔烋成ǖǜ烝頃栽晒腰従業員数

朔烋成ǖĽ烝頃栽晒罪参財参減少削転載腰経済産業省坤経済止ンサ旨活動調査墾削皿傘烋

成ǘǜ烝ǘ鏤現在昨事業所数朔ǜŤǹ店腰従業者数朔ǚ,ǜǖǜ人碕作榊崎い擦際甑 

ǘ 広域的作集客力燦雑肴大型店や沿道型質郊外型昨商業施設歳進出際傘中腰既存商店街匙

昨集客作鷺歳課題埼あ三腰商店街昨活性尤削取三組殺必要歳あ三擦際甑 

ǚ 商工業者昨経営安定尤燦図傘冴薩削朔腰商工業者昨支援や後61者昨育成削取三組殺必要

歳あ三擦際甑 

 

 

商工会燦始薩関逃機関碕昨連携燦強尤裁腰商店街昨集客力向琢や活性尤昨取組作鷺燦支援

際傘碕碕雑削腰商工業後61者昨育成支援や中椌企業匙昨融資制度昨充実作鷺削努薩腰活力あ

傘商工業昨振興燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 商業環境昨整備 

会 駐車場昨あ三方昨検討 

買物客歳便利削晧心裁崎買い物歳埼済傘皿う腰商店会等碕碕雑削駐車場昨あ三方削肴

い崎検討裁擦際甑 

解 適塡作商業立地昨誘棡 

大型店鯖沿道型質郊弸型昨商店昨進出等削際裁崎朔腰市街地削採砕傘土地利用碕昨調

整燦図傘碕碕雑削腰影響調査[膘サ]鯖周辺環境昨調整燦行い腰適塡作商業立地燦誘棡裁擦際甑 

回 空済店舗昨活用昨透進 

商店街埼昨空済店舗昨共同利用鯖邊客力昨強い業種昨誘O作鷺腰空済店舗昨活用燦透

進裁擦際甑 

ǘ 経営安定尤昨支援 

会 商工業者昨支援 

商工会碕連携裁腰商品開発等削対際傘妹成鯖

研修腰経営相談腰商工業後61者昨育成燦行う作

鷺腰商工業者燦支援裁擦際甑 
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℧4 影響調査 

  大型店等昨進出削伴う商圏昨変化鯖市不商業質産業へ昨影響腰邊用面へ昨影響腰生活環境面へ昨影響作鷺削肴い崎昨調査甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容    



ⅡⅡⅡⅡ各論各論各論各論    第ǘ章第ǘ章第ǘ章第ǘ章    市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎                                                                            

産業振興分褫産業振興分褫産業振興分褫産業振興分褫 

- 」重 - 

 

秋川駅南口の商店街 

解 特色あ傘店舗咲采三昨支援 

大型店埼朔埼済作い腰済薩細栽い経営燦図傘冴薩腰商工会昨宙業碕連携裁冴使持ン詞

等燦実施際傘作鷺腰特色あ傘店舗咲采三燦支援裁擦際甑 

ǚ 商店街活性尤昨透進 

会 商店街振興寺鹿ン昨推進 

商店街振興寺鹿ン削嫻咲済腰商店街歳削災わ

い燦創出際傘活性化宙業燦支援際傘碕碕雑削腰

活力碕魅力あ傘商店街咲采三燦進薩擦際甑 

解 地域特性燦活栽裁冴事業展開昨支援 

朝市腰弭市腰試使詞飼孜実識腰観光及索農業

碕昨連携作鷺腰あ晒ゆ傘分褫昨地域特性燦活栽

裁冴宙業展開燦支援裁擦際甑 

回 店舗共輪事業昨支援 

複数昨店舗歳連携腰誘力裁腰消費者削魅力あ傘支実似旨昨蛬供燦図傘店舗共同宙業燦

支援裁擦際甑 

塊 傘昨栽実鷺昨活用削皿傘顧客昨確保質荐大昨支援 

坤傘昨栽実鷺[膘ザ]墾昨活用削皿三腰消費者昨誌実枝削応え傘

碕碕雑削腰始実詩会員昨烝齢榴燦広砦傘作鷺腰顧客昨確保碕

荐大燦支援裁擦際甑 

 

 

 

ǜ 商工業者昨基盤咲采三 

会 商業団体昨支援質育成 

個々昨商店埼朔濁十分作情寤収邊鯖販売透進宙業腰施設整備腰人闍育成作鷺削流三組

殺商業団体燦支援裁腰育成燦図三擦際甑 

解 高度尤際傘情報技術燦活栽裁冴商工業活動昨支援 

使ン祉実資ッ詞昨活用等削皿傘商工業嫻盤強化鯖商工会腰各種団体削皿傘情寤蛬供作

鷺腰高度化際傘情寤技術燦活栽裁冴商工業活動燦支援裁擦際甑 
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℧5 傘昨栽実鷺 

  商工会歳発行裁崎い傘始実詩甑加盟店埼昨買い物鯖飲食昨際腰ǖǹǹ付埼ǖ治使ン詞燦付諾際傘他腰一部店舗埼朔ǖǹ本以

琢昨牛乳歯ッ屍鯖時ッ詞滋詞識燦持阪込珊坂際坤エコ治使ン詞墾碕裁崎ǖ治使ン詞燦付諾際傘甑ǖ治使ン詞ǖ付埼買い物削利

用埼済傘甑θ入会金質烝会費無料χ 
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瓖秋川渓谷瓘の箼秂籗䇳籞ク 

第第第第ǚǚǚǚ節節節節    あ傘済冴采作傘街あ済傘褫燦薩菜裁冴観光業昨振興あ傘済冴采作傘街あ済傘褫燦薩菜裁冴観光業昨振興あ傘済冴采作傘街あ済傘褫燦薩菜裁冴観光業昨振興あ傘済冴采作傘街あ済傘褫燦薩菜裁冴観光業昨振興 

 

 

ǖ 市削朔腰四季折々削表情燦変え傘山々や秋川渓谷作鷺昨豊栽作自然環境腰五日市憲法草

案[膘シ]や郷土芸能作鷺昨素晴晒裁い歴史質文尤腰貴裴作地質質地形や尤石作鷺昨自然遺産作

鷺腰観光擦阪咲采三削活用埼済傘地域資源歳豊富削あ三擦際甑 

ǘ 豊栽作自然燦始薩地域資源昨象徴埼あ傘坤秋川渓谷墾昨字鹿ン詩尤作鷺削皿三腰地域活

性尤削取三組珊埼い擦際甑引済62済腰観光推進協議会や地域撤民腰商工業者腰観光業者作

鷺碕連携裁腰地域経済燦支え傘柱碕裁崎観光産業燦発展細せ傘必要歳あ三擦際甑 

ǚ 飼実ベ姿ュ実作鷺昨日帰三やイベン詞匙昨参加腰宿泊腰秋川渓谷瀬音昨湯昨利用等削皿

傘烋成ǘǜ烝昨入込観光客数朔腰延冊ǘǹǜ万人碕作榊崎い擦際甑 

ǜ 市制ǖĄ周烝記念事業碕裁崎製作裁冴映き坤五日市物語墾[膘ジ]昨琢映や五日市物語展示場

昨開設作鷺削皿三坤東京昨ふ傘細碕質あ済傘褫墾昨魅力燦発信裁崎い擦際甑高度情報社会

昨進展削皿三腰イン祉実資ッ詞やćＮć[膘ス]等昨活用や映像等削皿傘情報発信昨裴要性歳高

擦榊崎い擦際甑 

 

 

地域撤民や商工業者腰観光業者作鷺碕連携裁腰自然昨豊栽細碕都市機能燦併せ持榊冴特長

燦生栽裁冴腰多面的埼変尤削富珊坂体験型昨観光施策燦進薩傘碕碕雑削腰あ済傘褫昨ふ傘細

碕昨魅力燦発信裁腰観光客昨増加碕観光産業昨発展燦薩菜際坤観光都市あ済傘褫墾昨取組燦

推進裁擦際甑 

 

 

ǖ 総合的作観光関連事業昨推進 

会 観光推進寺鹿ン昨推進 

観光推進寺鹿ン坤あ済傘褫桜傘細碕寺鹿ン墾

削嫻咲済腰市域全体昨観光施策燦推進際傘碕碕

雑削腰貴裴作地域資源昨掘三起祭裁鯖地域碕昨

誘働昨流組腰農商工鯖近隣自治体碕昨連携作鷺腰

坤あ傘済冴采作傘街あ済傘褫墾燦薩菜裁冴効果

的作観光振興燦進薩擦際甑 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧【 五日市憲法草案 

  東京都指定鐚形文化テ甑明治昨自ょ民権殺動期削千葉裕濯郎歳起草裁冴全文ǘǹǜ条栽晒作傘私擬憲法草案甑当時作晒参冴

私擬憲法昨中埼雑条文数歳非常削多采腰坤国民昨権利墾削罪昨多采昨部分歳割栽参崎い傘甑 

℧】 映き坤五日市物語墾 

 市制施行ǖĄ周烝ぇ念映き碕裁崎坤五日市姿資爾団墾燦核削腰祭昨企き削賛同裁冴多采昨俳優鯖滋鹿ンテ伺仔市民腰市職員歳

一体碕作榊崎作三琢砦冴作品甑歴史あ傘五日市地区燦舞台削五日市憲法草案誕生昨原動力碕作榊冴千葉裕濯郎削擦肴わ傘エ侍氏

実詩鯖地域昨行宙腰特産品作鷺燦織三交材作歳晒腰美裁い自然碕罪祭削撤殺醯栽い人々腰歴史燦背邉削蛩栽参冴人間詩鹿爾甑 

℧8 ćＮćθ上ぞ続じぐl Ｓe下てぞちkじＳざ 上eちづじ続eŹｿぞなｬﾙ質ﾈそﾄりぞづるてれ質どぞﾋれに昨略χ 

個人間昨コ璽自誌ケ実斯辞ン燦透進裁腰社会的作資ッ詞ワ実屍昨構築燦支援際傘腰使ン祉実資ッ詞燦利用裁冴支実似旨甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容    
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ケ

ゲケケ,ケケケ

コケケ,ケケケ

ゴケケ,ケケケ

サケケ,ケケケ

ザケケ,ケケケ

シケケ,ケケケ

ジケケ,ケケケ

臤月 𦣪月 臬月 臽月 臿月 𦥯月 舄月 𦧝月 舙月 臤𦣝月 臤臤月 臤𦣪月

θ人χ 入込総数観光客数膅烋成𦣪臽烝臤月～臤𦣪月䐢

日帰三

宿泊

行祭事質イベン詞

膅資料舢西多摩地域広域行政圏協議会[膘ゲゲ] 瓖西多摩地域観光入込客調査瓘䐢 

 

あ疷矞野膅網代䐢𤹪発見さ矟た筿エゾウの化石 

解 秋川渓谷質郷土資源燦活用裁冴観光擦阪咲采三昨推進懇裴点施策昏 

秋川渓谷昨字鹿ン詩化鯖歴史質文化作鷺昨郷土資源昨活用削皿三腰市民鯖宙業者等碕

誘働削皿傘観光擦阪咲采三燦推進裁擦際甑 

回 秋川流域施オ歯実屍昨推進懇裴点施策昏 

秋川流域朔腰璽エ獅ウ[膘ズ]歳発見細参傘

作鷺腰化石昨宝庫碕いえ傘地域埼あ三腰祭

昨貴裴作大地碕自然質文化燦活用裁崎腰秋

川流域市か闌昨連携昨託腰地域撤民鯖関逃

団体歳主体碕作榊崎腰日本施士歯実屍[膘ゲケ]

昨ィ定削向砕冴流組燦進薩擦際甑 

 

 

塊 旧戸倉椌学校及び武蔵五日市駅前市鐚地昨鐚効活用削向砕冴取組昨推進 

旧戸倉椌学校朔腰宿祢機能燦兼搾備え冴着地型昨秋川渓谷観光昨茹点碕裁崎腰武蔵五

日市駅前昨市鐚地朔腰秋川流域昨地域資源燦発信際傘観光交流茹点碕裁崎腰鐚効活用削

向砕冴流組燦推進裁擦際甑 

 

ǘ 楽裁采歩砕傘擦阪咲采三昨推進 

会 関逃自治体碕昨連携削皿傘観光識実詞や観光旨ポッ詞昨開発 

あ済傘褫市腰日昨出か及索檜原闌昨ǚ市か闌昨連携削皿三腰新冴作観光識実詞鯖観光

旨治ッ詞昨開発燦進薩擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧重 璽エ獅ウ 

約Ąǹǹ万烝栽晒ǚǹǹ万烝前擦埼生息裁崎い冴肩昨高細歳約ǚｍ昨大型昨獅ウ甑ǖŤŚŞ烝腰旧五日市か昨工宙現場埼化

石歳発見細参腰永晒采秒王子市不昨博物館削保管細参崎い冴歳腰烋成ǘǚ烝ǘ鏤ǖǜ日腰本市削寄う細参冴甑 

℧10 施オ歯実屍 

施士。地球)削関わ傘様々作地榴鯖岩石腰断榴作鷺昨自然遺産燦含殺自然豊栽作苗園甑祭参晒昨施士削関わ傘遺産燦保護質

整備際傘祭碕埼腰科学教育鯖防災教育昨場碕裁崎腰擦冴新冴作観光資源碕裁崎地域昨振興削活栽際祭碕作鷺歳埼済傘甑 

℧11 西多摩地域広域行政圏協議会 

単独市か闌埼朔対応昨難裁い行政課題削対処際傘祭碕燦目的削腰西多摩地域昨全市か闌θ青梅市腰福生市腰羽闌市腰あ済傘褫

市腰瑞穂か腰日昨出か腰檜原闌及索奥多摩かχ削皿三腰昭和ĄŞ烝削設置裁冴誘議会甑 
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解 観光識実詞昨整備昨推進 

秩父多摩っ斐国立苗園及索都立羽闌草花丘陵腰秋川丘陵腰滝山昨各都立自然苗園削肴

い崎朔腰穀歩道鯖詞使鴫腰帝憩施設作鷺昨整備燦透進裁擦際甑擦冴腰市民鯖観光客歳気

軽削散策埼済傘皿う穀歩道等昨観光識実詞昨整備燦推進裁擦際甑 

回 駐車場及び公衆詞イ鴫対策昨検討 

本市燦訪参傘観光客昨冴薩削腰苗共施設昨駐車場鯖民間駐車場昨活用作鷺腰駐車場及

索苗衆詞使鴫対策削肴い崎地域碕碕雑削検討裁擦際甑 

塊 交流昨栽砕朔裁周辺昨整備昨推進 

観光鴫屍式エ実斯辞ン昨推進腰地域撤民昨生活環境昨向琢等燦図傘冴薩腰交流昨栽砕

朔裁θあゆ札橋χ周辺昨整備削肴い崎腰検討燦進薩擦際甑 

ǚ イ磁実施仔ッ寺作戦昨推進 

会 集客性昨高いイベン詞昨支援 

観光情寤昨積極的作発信削皿三腰観光客昨増加燦図傘碕碕雑削腰市昨使磁実施仔ッ寺

燦推進際傘冴薩腰坤あ済傘褫映き祭墾坤汐識使チ墾等昨邊客性昨高い使持ン詞燦支援裁擦

際甑 

 

おあ済傘褫映き祭が 

坤映き昨作いか削映き文化燦！墾燦旨竺実姉ン

削腰昭和Ľǹ烝削坤五日市映き祭墾碕裁崎開催細

参腰秋川市碕五日市か昨合併燦経崎坤あ済傘褫映

き祭墾碕作三腰今日削N傘甑磁施而実作品坂砕埼

作采腰子鷺雑向砕鯖あ済傘褫削ゆ栽三昨あ傘作品

作鷺腰飼鹿エテ伺削富珊坂作品燦琢映際傘碕碕雑

削腰自分歳撮影裁冴作品燦皆埼楽裁殺坤映像市墾

作鷺雑開催甑 

 

 

 

お汐識イチが 

 地域昨活性化昨冴薩削商工会歳開始裁腰現在朔

五日市商和会汐識使チ実行委員会歳実施裁崎い

傘使持ン詞甑坤和墾坤静墾坤醪墾坤旨竺実墾坤古墾作

鷺燦テ実爾削懐栽裁い市燦再現甑 
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臬月初旬に解禁さ矟矞䇳䅈籗筤䇳メ釣瞤 

解 秋川昨魅力あ傘川咲采三昨推進 

鮎質耳爾磁釣三鯖川穀索作鷺削訪参傘

観光客歳坤自然削触参腰水削親裁殺墾祭

碕歳埼済傘皿う腰東京都鯖秋川漁業誘同

組合作鷺昨関逃団体碕連携裁崎河川環境

昨整備質保全削昧薩腰秋川昨魅力あ傘川

咲采三燦推進裁擦際甑 

 

 

 

回 観光碕地域文尤関連情報昨総合的質多角的作Ｐĺ昨推進懇裴点施策昏 

秋川渓谷昨魅力燦発信際傘冴薩腰旅行宙業者鯖爾旨コ璽燦対象碕裁冴観光寺竺示実斯

辞ン燦展開際傘碕碕雑削腰映き坤五日市物語墾鯖独自削制作際傘映像等燦活用裁冴児伺

識痔コ璽ッ斯辞ン宙業昨推進腰軍道紙等昨地域資源昨活用削皿三腰観光碕地域文化関連

情寤昨総合的質多角的作ＰＲ燦推進裁擦際甑 

 

 

お映き坤五日市物語墾展示場が 

 五日市地域交流止ン祉実削映き撮影時昨旨チ実

識写真鯖五日市昨昔昨写真腰撮影削使用裁冴道

具質衣装腰五日市憲法草案昨鴫寺式始作鷺燦展示甑 

 

 

 

 

 

 

お軍道紙θ犀珊鷺う歳札χが 

東京都指定無形文化テ埼腰東京都削唯一残傘紙

漉済技術削皿三作製細参冴和紙甑乙津闌數軍道埼

盛珊坂榊冴祭碕栽晒腰坤軍道紙墾碕倭柵参採三腰市

立椌中学校昨祐業証書朔腰軍道紙燦利用裁崎い傘甑

軍道紙保斂会歳市栽晒溜う裁崎殺営裁崎い傘坤桜

傘細碕工胖五日市墾埼腰紙漉済歳体験埼済傘甑 

 

 

 

お秋川渓谷瀬音昨湯が 

烋成ǖŤ烝ǜ鏤ǖĄ日削士実寺ン裁冴観光昨茹

点施設埼腰温菟施設朔烝間約ǘĄ万人歳利用際傘甑     

温菟施設昨察栽腰鴫旨詞鹿ン腰宿祢施設腰農畜産

物直売脉歳あ三腰烝間約ǜĽ万人昨観光客歳訪参

傘甑無料昨足湯雑人気甑 
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秋留台地に広疰矞農地 

第第第第ǜǜǜǜ節節節節    消費志向削合わせ冴都市消費志向削合わせ冴都市消費志向削合わせ冴都市消費志向削合わせ冴都市型型型型農業昨推進農業昨推進農業昨推進農業昨推進 

 

 

ǖ 市内ǚ栽所昨直売所燦茹点碕裁崎腰新鮮埼安心質安全作農畜産物燦供給際傘地産地消型農

業昨推進削向砕崎取三組珊埼い擦際甑こ昨冴薩腰市民栽晒愛細参傘直売所碕裁崎腰烝間燦通

載崎安定的削農畜産物燦供給際傘必要歳あ三擦際甑 

ǘ 農業従事者昨高齢尤歳進行裁崎い傘冴薩腰新規就農者燦担い手碕裁崎育成質確保際傘仕

組札咲采三歳必要碕作榊崎い擦際甑 

ǚ 農業者昨高齢尤や担い手不足作鷺削皿傘遊帝農地尤歳問題碕作榊崎い擦際甑罪昨冴薩腰

遊帝農地[膘ゲコ]燦再生裁農業経営昨規模荐大燦図傘作鷺腰直売所削農畜産物燦供給際傘農地

碕裁崎活用際傘こ碕歳求薩晒参崎い擦際甑 

ǜ サ識やイ賜斯斯腰雌屍似斯ン作鷺昨褫生鳥獣削皿傘農作物被害歳深刻尤裁崎採三腰農業

経営者昨生産意欲昨向琢碕農業経営昨安定尤削取三組殺必要歳あ三擦際甑 

 

 

消費者昨志向削合榊冴あ済傘褫作晒埼朔昨地産地消型農業燦更削推進裁腰消費者歳皿三良

い農産品燦安心裁崎購入埼済傘皿う腰販路昨荐充や環境削優裁い農業昨振興燦図三擦際甑 

 

 

ǖ 生産環境昨整備 

会 農業振興計き昨推進 

農業振興計き削嫻咲済腰直売脉昨充実鯖穀帝

農地昨鐚効活用腰新冴作担い手昨育成質確保腰

食昨晧全質晧心昨流組作鷺腰地産地消型農業燦

嫻本碕裁冴農業振興燦進薩擦際甑 

解 優良農地昨保全 

農業振興地域農用地作鷺昨一団農地朔腰土地

改良宙業腰農道腰流水寐腰用排水路昨整備削昧

薩腰農業生産力昨高い農地碕裁崎保全燦図三擦際甑 

回 遊帝農地昨利用集積等削皿傘農業生産昨荐大碕農地昨鐚効利用昨透進懇裴点施策昏 

効率的栽肴晧定的作農業経営削向砕腰農業生産嫻盤碕裁崎活用細参崎い作い穀帝農地

燦再生裁腰利用邊積鯖流動化削皿傘農業生産昨荐大碕農地昨鐚効利用燦透進裁擦際甑 

塊 農作物匙昨被害防溺対策昨推進 

鐚害鳥獣昨適塡作捕獲作鷺腰農作物へ昨被害防溺対策燦推進裁擦際甑擦冴腰狩猟免許

保鐚者昨確保作鷺燦図傘冴薩腰市民鯖農業者作鷺埼組織細参傘坤あ済傘褫昨農碕生態系

燦晤三隊墾削対裁腰狩猟免許流得等昨支援燦裁擦際甑 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1「 遊帝農地 

高齢化作鷺削皿傘人手濁足埼腰耕作細参崎採晒剤腰栽肴腰引済62済耕作歳見込擦参作い農地甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容    
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共同直売所に並ぶ地元産の野菜 

ǘ 多様作農業者昨育成質確保 

会 農業経営者昨支援碕確保質育成懇裴点施策昏 

農業経営昨規模荐大鯖合理化作鷺腰自晒昨農業経営改善削意欲的削流三組殺ィ定農業

者[膘ゲゴ]鯖農業後61者燦支援際傘碕碕雑削腰定烝-職者鯖農家以弸栽晒昨新規就農者昨確

保質育成燦図三擦際甑 

ǚ 魅力あ傘農業経営昨確立 

会 農産物昨販売施設昨荐充懇裴点施策昏 

地産地消型昨農業燦推進際傘冴薩腰秋川児仕

実爾実枝止ン祉実腰五日市児仕実爾実枝止ン祉

実及索秋川渓谷瀬音昨湯物産販売脉坤朝露墾昨

ǚ栽脉昨共同直売脉昨充実鯖新冴作販路昨荐大

作鷺腰農産物昨販売  施設昨荐充燦図三擦際甑 

解 安心質安全作農畜産物昨供給 

農薬昨適塡使用燦図傘冴薩腰秋川質五日市児仕実爾実枝止ン祉実昨会員埼あ傘農業者

削生産槞歴昨ぇ録燦義務付砕傘碕碕雑削腰坤東京都エコ農産物ィ定制度[膘ゲサ]墾昨邊及質

啓発燦行う作鷺腰市民削新鮮埼晧心質晧全作農畜産物昨供給燦図三擦際甑 

回 農産物昨字鹿ン詩尤昨推進懇裴点施策昏 

東京都昨地域産業資源碕裁崎指定細参冴坤昨晒拶う菜墾坤東京裁皐雑墾坤秋川牛墾等昨

地域昨特色あ傘農産物昨生産荐大碕碕雑削腰旨使実詞コ実ン燦始薩腰新冴作農産物鯖加

工品昨研究作鷺腰農産物昨字鹿ン詩化燦推進裁擦際甑 

 

 

お昨晒拶う菜が 

五日市特産昨地褫菜甑仔字鹿試科昨食用褫菜埼腰収穫朔春甑

太い花茎昨部分削甘札歳詰擦榊崎採三腰柔晒栽采歯斎冴え昨あ

傘癖昨作い味甑 

 

 

 

 

 

塊 市民農園昨充実 

市民歳土削親裁札腰農業へ昨理解燦深薩傘碕碕雑削腰農業削関心燦持肴市民等歳農業

指棡燦溜砕晒参腰新規就農者昨育成質確保削肴作歳傘市民農園昨機能燦充実細在擦際甑 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1」 認定農業者 

効率的埼晧定裁冴魅力あ傘農業経営燦目指裁腰自晒作成裁冴農業経営改善計き燦市か闌昨嫻本構想削照晒裁崎ィ定燦溜砕

冴意欲あ傘農業者甑 

℧14 東京都エコ農産物認定制度 

環境ヅ荷昨少作い生産技術燦用い崎腰東京都歳定薩冴農薬等昨使用嫻準栽晒一定程度使用褻燦削減裁崎栽嫺細参冴農産物

燦ィ定際傘制度甑 
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壊 農業質農業者碕昨ふ参あい昨場昨創出 

市民歳農業者碕昨交流燦深薩傘冴薩腰生産現場昨見学鯖収穫体験作鷺燦行う坤あ済傘

農燦知三隊墾昨流組燦進薩傘碕碕雑削腰教育児仕実痔[膘ゲザ]鯖体験農園[膘ゲシ]昨開設作鷺腰

農業質農業者碕昨桜参あい昨場燦創出裁擦際甑 

 

 

 

お秋川碕う雑山こ裁が 

あ済傘褫昨碕う雑山祭裁朔甘札歳強采腰策碕肴策碕肴

昨粒歳大済い昨歳特徴埼種類雑豊富甑五日市街道沿い削

朔碕う雑山祭裁は歳広歳三腰Ľ鏤栽晒Ś鏤削収穫期燦迎

え腰秋川児仕実爾実枝止ン祉実等埼販売裁崎い傘甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧15 教育児仕実痔 

生産者昨指棡燦溜砕作歳晒腰作物昨生産栽晒消費削N傘一連昨生産体験燦蛬供際傘流組甑体験学習鯖食育昨場腰地域碕昨

結索肴済燦生札出際場碕裁崎昨役割歳期待細参傘甑 

℧1【 体験農園 

園主θ農家χ昨指棡昨雑碕腰作物昨生産栽晒収穫擦埼燦体験埼済傘農園甑農家削皿傘専門的作指棡鯖農業体験燦通載崎腰

利用者碕農業者昨交流鯖農業削対際傘理解質啓発歳図晒参傘作鷺昨効果歳期待細参傘甑 
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ま瘥す痆𤹪太い木疰育瘨適度に間伐さ矟た森 

第第第第ĄĄĄĄ節節節節    自然碕調和裁冴林業昨育成自然碕調和裁冴林業昨育成自然碕調和裁冴林業昨育成自然碕調和裁冴林業昨育成 

 

 

ǖ 市域昨約Ľǹ％θǜ,ǜǖǘしぐχ燦占薩傘森林昨多采朔腰旨子碕事賜姿昨人工林埼あ三腰

罪昨面積朔腰ǚ,ǚǖǘしぐθ人工林率ŚĽ％χ碕作榊崎い擦際甑こ昨旨子碕事賜姿昨多采朔腰

木闍碕裁崎利用療能作Ąǹ烝生前後埼あ三腰ǘǹ烝生以託昨若い森林歳少作い作鷺腰偏榊

冴林齢構成碕作榊崎い擦際甑 

ǘ 外国産闍昨輸入や生産コ旨詞昨増大等栽晒国産闍昨需要歳減少裁腰木闍価格歳長期削わ

冴榊崎徹迷裁崎い傘中腰林業経営者昨経営意欲昨減退腰林業従事者昨減少質高齢尤歳進珊

埼い擦際甑細晒削腰人工林昨定採昨停滞や間定作鷺昨保育管理歳進擦作いこ碕栽晒腰人工

林昨荒廃や人工林栽晒飛散際傘大褻昨花粉歳原因昨花粉症歳社会問題碕作榊崎い擦際甑 

ǚ 市民や企業作鷺碕協働削皿傘森咲采三燦進薩傘碕碕雑削腰森昨特徴や利活用削応載冴長

定期尤や育成複層林施業匙昨誘棡腰施業昨集約尤削皿傘効率尤質徹コ旨詞尤燦図傘必要歳

あ三擦際甑 

ǜ 林業昨再生碕木闍関連産業昨活性尤燦図傘冴薩腰多摩産闍θ秋川産闍χ昨利用荐大燦推

進際傘必要歳あ三擦際甑 

 

 

森林昨鐚際傘多面的機能昨充実碕機能間昨調整燦図三腰地域特性や市民ニ実枝削応載冴適

塡作森林施業昨実施削皿三腰健全作森林資源昨維持造成燦推進裁腰自然碕調和裁冴林業燦育

成裁擦際甑 

 

 

ǖ 森林昨整備 

会 森林整備計き昨推進 

森林整備計き削嫻咲済腰適塡作森林施業燦実施裁腰森林昨雑肴多面的機能燦総合的栽

肴高度削発揮細在傘作鷺腰健全作森林資源昨育成質管理燦進薩擦際甑 

ǘ 公益的機能昨維持強尤 

会 公益的機能昨発揮燦裴視裁冴森林施業昨推進 

水源昨栽珊養鯖土砂流出昨防溺腰細晒削朔忠

酸化炭素燦吸収裁崎地球昨温醯化燦防犀冴薩腰

間定等昨保育削対際傘支援燦際傘碕碕雑削腰治

山宙業[膘ゲジ]昨透進燦東京都削働済栽砕傘作鷺腰

森林昨鐚際傘苗益的機能昨発揮燦裴視裁冴森

林施業燦推進裁擦際甑 

 

質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質質 

℧1】 治山事業 

森林燦晤三育崎傘祭碕削皿榊崎腰山崩参作鷺昨山地災害栽晒撤民昨生和質テ産燦晤傘祭碕鯖森林歳持肴水源昨栽珊養機能

燦高薩冴三腰緑豊栽作生活環境昨保全質形成等燦図傘宙業甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基本方針基本方針基本方針基本方針    

基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容基本的取組昨内容    



ⅡⅡⅡⅡ各論各論各論各論    第ǘ章第ǘ章第ǘ章第ǘ章    市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎市民昨暮晒裁燦式実詩際傘産業都市燦薩菜裁崎                                                                            

産業振興分褫産業振興分褫産業振興分褫産業振興分褫 

- 48 - 

 

森林秇䇦籞ト箵ン秖筹籞あ疷矞野㿉の協働によ矞森瘼痀瞤 

解 市民や企業作鷺碕昨協働削皿傘森咲采三昨推進 

林業昨現状鯖森林昨苗益性燦ＰＲ際傘冴薩

昨情寤発信燦行い腰郷土昨恵札昨森咲采三宙業

碕昨連携燦図三作歳晒腰市民鯖企業腰自治体作

鷺燦始薩腰滋鹿ンテ伺仔埼森咲采三昨支援燦行

う森林支治実詞鴫ン施而実あ済傘褫碕昨誘働

削皿傘森咲采三燦推進裁擦際甑 

 

 

ǚ 林業経営基盤昨整備 

会 東京都森林組合碕昨連携強尤 

森林整備鯖林業従宙者碕後61者昨確保質育成腰邊約化施業等削皿傘作業路網整備腰高

性能林業機械化削皿傘徹コ旨詞施業作鷺燦推進際傘冴薩腰森林質林業燦晤三育崎傘中心

的作役割燦果冴裁崎い傘東京都森林組合碕昨連携燦強化裁擦際甑 

解 生産基盤昨整備昨推進 

森林施業昨効率化削皿傘生産性昨向琢燦図傘冴薩腰国鯖東京都碕連携裁冴林道網昨整

備θ林道腰作業道等昨開設質改良χ燦計き的削実施際傘作鷺腰生産嫻盤昨整備燦推進裁

擦際甑 

回 多摩産闍θ秋川産闍χ昨利用荐大昨推進 

林業昨再生碕木闍関連産業昨活性化燦図傘冴薩腰苗共建築物等削採砕傘木闍昨利用鯖

ＰＲ作鷺削皿三腰多摩産闍θ秋川産闍χ昨利用荐大燦推進裁擦際甑 

 

 

  

お多摩産闍が 

多摩地域埼生育裁腰適塡削管理細参冴森林栽晒生産細参

冴木闍甑祭昨う阪腰秋川流域栽晒産出細参冴木闍燦秋川産

闍碕倭鮭甑あ済傘褫朔腰〉戸時代栽晒林業歳盛珊埼腰秋川

栽晒多摩川燦経崎〉戸市中擦埼木闍燦=三出裁崎い冴甑現

在埼雑あ済傘褫昨豊富作森林資源朔腰東京都歳ィ薩傘多摩

産闍碕裁崎腰治山鯖建築作鷺削使わ参崎い傘甑 

 

 

 

 


