
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柔軟埼健全作行財政運営をめ菜裁崎～計画推進のため削～ 

θ行財政分野χ 

 

第ǖ節 財政運営の健全化 

第ǘ節 行政体制の効率化 

第ǚ節 組織・人事体制の活性化 

第ǜ節 市民参加の推進 

第Ą節 広域行政の推進 
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第第第第ǖǖǖǖ節節節節    テ政運営昨健全化テ政運営昨健全化テ政運営昨健全化テ政運営昨健全化 

 

 

ǖ 市昨テ政朔腰歳入昨根幹燦成す市税率入歳徹迷す傘中腰公債費[膘ゲ]歳高溺擦三腰障害者

福祉費作鷺昨社会保障関係経費歳増加す傘作鷺腰厳裁い状況歳62い崎い擦す甑                                                                                                                             

ǘ 民間委託等削皿傘施設昨効率的作運営や業務昨効率化削皿三腰経費昨削減燦図傘碕碕雑

削腰不用テ産昨処便や新た作テ源昨発掘腰鐚料広告昨拡大昨流組作鷺削皿三腰テ源昨確保

削流三組珊埼い擦す甑 

ǚ 経常率支比率[膘コ]朔腰烋成ǖŤ烝度決算埼ǖǹǹ％燦超え腰ǖǹǘ．ǖ％埼裁た歳腰行

テ政改革昨流組作鷺削皿三腰烋成ǘǜ烝度決算埼朔Ťǜ．Ş％碕作三腰Ś．ǚ治使ン詞改

善裁崎い擦す甑 

ǜ テ政調整基金[膘ゴ]朔腰烋成ǘǹ烝度鑽昨残高歳約ǖ．Ś億付擦埼減少裁擦裁た歳腰烋

成ǘĄ烝度鑽昨残高見込札朔腰約ǖĽ．ǖ億付碕作榊崎い擦す甑 

 

 

積極的作テ源昨確保や事務昨効率化等削皿傘歳出抑制削流三組殺作鷺腰市民昨要望削韈軟

削檮応埼済傘強固埼弾力的作テ政体質燦確立す傘た薩腰テ政昨健全化削向けた流組燦推進裁

擦す甑 

 

 

ǖ 計き的作テ政運営 

会 テ政健全化昨推進 

厳裁いテ政状況昨中腰テ政健全化削向砕冴流組燦一層強化裁腰強固埼弾力的作テ政体

質燦確立裁擦際甑 

ǘ テ源昨確保 

会 自主テ源昨確保削向けた流組 

不用テ産昨処便や鐚料広告昨荐大燦図傘碕碕雑削腰寄附燦活用裁冴擦阪咲く三燦進薩

傘作鷺腰自主テ源昨確保削向砕冴流組燦推進裁擦際甑 

解 課税客体昨適塡作把握碕徴率率昨向琢 

税ヅ担昨公烋質公正昨観点栽晒腰徹底裁冴実態調査等削皿三腰課税客体昨適正作把握

削昧薩傘碕碕雑削腰滞納処便燦強化裁腰徴率率昨向琢削流三組札擦際甑 

 

 

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 公債費 

市歳国作鷺栽晒借三入参冴採金昨返済削使わ参傘費用甑元金碕利子昨合計θ元利償還金χ栽晒作傘甑 

℧「 経常率支比率 

税作鷺昨一般的作テ源燦人件費や扶妹費腰公債費作鷺経常的削支出際傘経費削鷺参く晒い充崎崎い傘栽燦示際指標甑祭昨比

率歳高く作傘程腰公共施設昨整備作鷺投資的作経費削使わ参傘テ源昨余裕歳少作く作三腰テ政殺営歳厳裁く作傘甑 

℧」 テ政調整基金 

税率昨落阪込札作鷺削皿傘烝燵間昨テ源燦調整際傘察栽腰突発的作災害や緊急燦要際傘経費削備え傘冴薩昨基金甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    
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回 計き的作産業立地昨誘導θ再掲χ 

圏央暑昨整備効果や都市基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や自然環境昨保全削配慮

裁冴産業基盤燦整備裁腰計き的作企業立地燦誘導裁擦際甑特削腰武蔵引田駅周辺地癒や

秋川高校跡地削採い崎朔腰産業系昨擦阪咲く三削皿三腰一体的作企業立地燦進薩擦際甑 

ǚ 事務経費昨合理化 

会 事務事業昨見直裁 

事務事業昨評価燦行い腰一定昨成果燦琢砦冴雑昨腰行政需要昨減少裁冴雑昨作鷺朔腰

見直裁燦行い擦際甑 

解 民間委託化昨推進 

市民サ実似旨昨向琢碕碕雑削経費昨節減腰合理化燦図傘冴薩腰民間歳実施可能作便褫

削肴い崎腰民間活力昨導入燦計き的削推進裁擦際甑 

回 学校給食止ン祉実整備計き昨推進θ再掲χ 

学校給食止ン祉実削肴い崎朔腰老朽化裁冴ǚ栽所昨止ン祉実燦ǖ栽所削集約際傘作鷺腰

学校給食止ン祉実整備計き削基咲済腰新裁い学校給食止ン祉実昨整備燦進薩擦際甑 

塊 溜益者ヅ担昨適塡化 

使用料里び手数料削肴い崎朔腰定期的削検証燦行い腰溜益者ヅ担昨適正化燦推進裁擦際甑 

壊 補妹金質ヅ担金昨適塡化 

補妹金里びヅ担金削肴い崎朔腰社会状況や市民ニ実枝昨変化作鷺燦踏擦え腰目的や効

果作鷺昨公益琢昨必要性燦検証裁作歳晒腰常削見直際祭碕埼適正化燦推進裁擦際甑 

ǜ 適塡作資産管理 

会 鑷利用地等昨利活用昨推進 

普通テ産削採砕傘未利用地等朔腰未利用地等利活用基本方針削基咲済腰利活用方針昨

明確化や売様削必要作条件整備燦図三腰売様や貸付砕作鷺燦推進裁擦際甑擦冴腰多様作

手法削皿傘資産活用昨観点栽晒腰総合的作資産管理碕活用削肴い崎検討裁擦際甑 

解 企業会計的手法昨活用 

資産質債務管理昨適正化碕テ務情報昨透明性昨向琢昨冴薩腰民間昨企業会計的手法θ貸

借檮照表腰行政コ旨詞計算書腰純資産変動計き書里び資金率支計算書昨テ務書類ǜ表χ

燦活用裁冴行テ政殺営燦進薩擦際甑 

回 土地開発公社昨経営健全化 

土地開発公社[膘サ]削肴い崎朔腰土地開発公社昨経営昨健全化削関際傘計き削基咲済腰

公社昨解散燦前提削裁肴肴腰保鐚際傘土地昨処便等削皿傘簿価総巸昨縮減削昧薩腰経営

健全化削流三組札擦際甑 

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 

℧4 土地開発公社 

地域昨秩序あ傘整備燦図傘冴薩削必要作公鐚地碕作傘冊済土地等昨流得や造成腰そ昨直昨管理作鷺燦行わせ傘冴薩腰市歳設

立裁冴公社甑 



Ⅱ各論Ⅱ各論Ⅱ各論Ⅱ各論    第Ľ章第Ľ章第Ľ章第Ľ章    韈軟埼健全作行テ政運営燦薩菜裁崎～計き推進昨た薩削～韈軟埼健全作行テ政運営燦薩菜裁崎～計き推進昨た薩削～韈軟埼健全作行テ政運営燦薩菜裁崎～計き推進昨た薩削～韈軟埼健全作行テ政運営燦薩菜裁崎～計き推進昨た薩削～                                                                        

行テ政便褫行テ政便褫行テ政便褫行テ政便褫 

- 重8 - 

 

塊 第濯止屍祉実昨適塡運営 

株式会社秋川総合開発公社碕新四季創造株式会社昨第濯止屍祉実[膘ザ]削肴い崎朔腰社

会経済情勢昨変化燦踏擦え冴効率的栽肴適正作殺営昨指導削昧薩擦際甑 
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℧5 第濯止屍祉実 

国や地方公共団体膅第一セクター䐢が民間企業膅第二セクター䐢との共同出資により設立した法人。 
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第第第第ǘǘǘǘ節節節節    行政体制昨効率化行政体制昨効率化行政体制昨効率化行政体制昨効率化 

 

 

ǖ 体育館や図書館等埼朔腰利用者仔ン師実詞等燦実施裁腰市民昨声燦市政削律映す傘流組

削皿三市民サ実似旨昨向琢削昧薩崎い擦す甑 

ǘ 指定管理者制度[膘シ]燦導入裁崎い傘施設朔腰烋成ǘĽ烝ǚ鏤現在腰体育施設燦始薩  

ǖŚ施設碕作榊崎い擦す甑施設管理昨合理化燦進薩作歳晒腰市民サ実似旨昨向琢歳図参傘

皿う腰示ニ祉式ン市θ珵検質評価χ燦的確削6162裁崎いく必要歳あ三擦す甑 

ǚ 施設昨老朽化や人口減少腰少子高齢化作鷺腰公共施設燦流三巻く環境昨変化燦踏擦え腰

そ昨あ三方削肴い崎検討す傘必要歳あ三擦す甑 

ǜ 高度情報社会昨進展削伴い腰使ン祉実ネッ詞環境燦活用裁た多様作市政情報昨発信歳求

薩晒参崎い擦す甑 

 

 

情報通信技術昨活用や建物等昨長梹命化削皿傘施設管理昨合理化作鷺燦図三作歳晒腰行政

体制昨効率化燦推進裁擦す甑 

 

 

ǖ 情報通信技術昨活用 

会 行政サ実似旨昨向琢碕効率化 

ĎＣč燦鐚効削活用際傘冴薩腰高）質安定栽肴大容褻通信削檮応裁冴庁内情報使ン児

鹿燦整備際傘碕碕雑削腰外部昨使ン祉実ネッ詞環境等燦活用際傘祭碕削皿三腰行政手62

済昨電子化燦推進裁腰行政サ実似旨昨向琢碕効率化燦図三擦際甑 

解 地域情報化昨推進 

ĎＣč燦鐚効削活用裁崎腰市民生活削関わ傘様々作便褫

削採い崎腰祉使痔式実作情報昨提供燦行い腰地域情報昨共

鐚燦図傘碕碕雑削腰市内昨ĎＣč環境整備昨透進等腰地域

咲く三燦支え傘冴薩昨情報化削流三組札擦際甑 

回 市政情報昨発信懇裴珵施策昏 

高燵情報社会削檮応際傘冴薩腰次実痔時実施や陸方向埼

コ璽ュニ師実斯ョン歳可能作ćŰć作鷺燦活用裁崎腰市政

情報燦発信裁擦際甑 

 

 

 

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 

℧【 指定管理者制度 

公昨施設削肴い崎腰地方公共団体歳指定際傘民間企業等昨指定管理者歳管理殺営燦行う制燵甑公昨施設昨管理殺営削民間昨

能力燦活用際傘祭碕埼腰市民サ実似旨昨向琢碕経費昨節減燦図傘祭碕燦目的碕裁崎い傘甑 

℧】 ＬĎＮＥθ鹿使ンχ 

旨爾実詞児四ン等埼利用埼済傘無料通話質無料磁実識昨仔寺式師実斯ョン甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    

ＬＩＮＥ[膘ジ]を活用した観光情報のæ信 
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ǘ 施設管理昨合理化 

会 公共施設昨総合的管理昨推進懇裴珵施策昏 

建物等昨長梹命化や予算昨烋準化燦図傘冴薩腰公共施設等総合管理計き燦策定裁腰公

共施設燦計き的削修ろ際傘碕碕雑削腰テ政ヅ担昨軽減燦図傘冴薩腰施設昨統廃合や用途

変更作鷺削皿傘再編燦検討際傘作鷺腰総合的作管理燦推進裁擦際甑 

解 指定管理者制度昨適勉作運用 

指定管理者歳管理際傘公昨施設削肴い崎朔腰安定的栽肴6162的作サ実似旨昨提供歳埼

済崎い傘栽腰鷺昨程燵サ実似旨水準昨向琢碕経費昨削減歳図晒参崎い傘栽燦示ニ祉式ン

市際傘碕碕雑削腰利用者仔ン師実詞等昨結果燦施設昨殺営削律映させ傘作鷺腰指定管理

者制燵昨適勉作殺用燦図三擦際甑 

回 公共サ実似旨昨利便性向琢 

公共施設削採い崎良好作サ実似旨燦提供際傘冴薩腰利用者昨推移や維持管理経費作鷺

昨状況燦把握際傘碕碕雑削腰住民票昨交付等昨公共サ実似旨削肴い崎朔腰利用者昨声燦

律映させ傘捗組札削皿三腰利便性昨向琢燦図三擦際甑 
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第第第第ǚǚǚǚ節節節節    組織質人事体制昨活性化組織質人事体制昨活性化組織質人事体制昨活性化組織質人事体制昨活性化 

 

 

ǖ 烋成ǖĄ烝ǜ鏤ǖ日現在ĄĽǹ人埼あ榊た職員数削肴い崎朔腰少数精鋭主義削皿傘組織

昨簡素化や定員昨適塡化等削皿三腰烋成ǘĄ烝ǜ鏤ǖ日現在ǜǚǹ人碕作榊崎い擦す甑 

ǘ 質昨高い行政サ実似旨燦実現す傘た薩腰職員研修燦実施裁崎採三腰烋成ǘǜ烝度昨職員

一人当た三昨実施回数朔ǘ．Ą回碕作榊崎い擦す甑 

ǚ 職員昨窓口サ実似旨削檮す傘市民昨評価朔腰烋成ǘĄ烝度削実施裁た市民仔ン師実詞調

査埼朔腰坤満足墾坤擦あ満足墾碕答えた割合歳ǜĽ．ǖ％碕作榊崎採三腰満足度昨向琢削

昧薩傘必要歳あ三擦す甑 

ǜ 地方便権昨進展削皿三腰国碕地方昨役割便担歳明確削細参腰地方公共団体朔自晒昨判断

碕責任削皿三地域昨実情削沿榊た効率的栽肴効果的作行政運営歳期待細参崎採三腰職員削

朔腰政策形成能力や法制執務能力昨向琢作鷺歳求薩晒参崎い擦す甑 

Ą 自然災害昨発生や新型ウ使識旨昨感韆拡大腰至竺行琦等昨裴大事件作鷺腰市民生活燦脅

栽す危機削檮裁崎腰迅）質的確削檮応裁腰市民昨安全質安心燦確保す傘必要歳あ三擦す甑 

 

 

新た作行政課題等削檮応す傘た薩腰効率的作組織昨見直裁や人闍育成基鑚方針削基咲く人

闍育成腰危機管理体制昨整備作鷺削皿三腰組織力里び職員昨能力昨向琢燦図三腰組織質人事

体制昨活性化燦図三擦す甑 

 

 

ǖ 組織質機構昨合理化 

会 簡素埼効率的作組織昨見直裁 

新冴作行政課巠や市民ニ実枝削楊応裁冴施策燦総合的栽肴機動的削展開埼済傘皿う腰

簡素埼効率的作組れ昨見直裁燦行い擦際甑 

解 コン侍ュ実祉質ネッ詞ワ実屍昨活用削皿傘情報昨共鐚化昨推進 

意思決定昨正確化や迅）化燦図傘冴薩腰止キュ式至伺檮策削流三組札作歳晒腰コン侍ュ

実祉質ネッ詞ワ実屍昨活用削皿傘情報昨共鐚化燦推進裁擦際甑 

ǘ 人事昨活性化 

会 人事昨活性化 

人事評価制燵碕任用制燵昨殺用や効果的作人員配置作鷺削皿三腰人事昨活性化燦推進

裁擦際甑 

解 職員数昨適塡管理 

行政需要削柔軟削檮応埼済傘皿う腰烝齢層昨飼鹿ン旨燦図三作歳晒腰職員数昨適正管

理燦行い擦際甑 

 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    
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回 職員研修昨充実 

人闍育成基本方針削基咲済腰地方便権昨進展削檮応裁腰意欲碕情熱燦持榊崎新冴作課

巠昨解決削流三組殺柔軟作発想碕高い能力燦鐚際傘職員燦育成際傘冴薩腰職員研修昨充

実燦図三擦際甑 

ǚ 危機管理体制昨整備 

会 危機管理体制昨整備 

市民昨生命腰身体里びテ産並び削市政削

裴大作影響燦里拶際全崎昨危機削檮応際

傘冴薩腰危機管理体制燦整備裁擦際甑擦冴腰

烋常時栽晒組れや職員昨危機意識昨向琢

碕危機管理能力昨向琢削昧薩腰危機匙昨段

階的作檮応や迅）栽肴的確作檮応燦図三

擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市役所における自衛消防訓練 
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第第第第ǜǜǜǜ節節節節    市民参加昨推進市民参加昨推進市民参加昨推進市民参加昨推進 

 

 

ǖ 防災質安心地域委員会や地域経済活性化鑚部腰森林サ治実詞鴫ン施而実昨流組作鷺腰市

民や市民活動団体腰民間団体作鷺碕協働削皿三腰地域昨課題解決燦図榊崎い擦す甑 

ǘ 市民参加燦推進す傘た薩削朔腰市民碕行政歳情報燦共鐚す傘こ碕歳裴要埼あ三腰市広報

紙や次実痔時実施等削皿傘広報昨流組碕市長へ昨手紙や市民仔ン師実詞調査等削皿傘広聴

昨流組昨更作傘充実歳求薩晒参崎い擦す甑烋成ǘǜ烝度昨次実痔時実施へ昨仔屍止旨

件数朔腰ǜŞǖ万件埼あ三腰市長へ昨手紙朔腰ǖǘŤ件寄せ晒参崎い擦す甑 

ǚ パ字式ッ屍コ磁ン詞[膘ス]や各種委員会委員へ昨市民参き等削流三組珊埼い擦す歳腰市民

昨意見燦市政削律映細せ傘た薩腰更作傘流組昨推進歳求薩晒参崎い擦す甑 

 

 

行政運営昨透明性燦確保裁腰市民等碕市政情報昨共鐚化燦図傘碕碕雑削腰多様作手段削皿

三腰市政運営へ昨市民参加昨推進燦図三擦す甑 

 

 

ǖ 市民活動昨推進 

会 協働昨擦ち咲く三昨推進 

市民や市民活動団体腰民間団体作鷺碕行政昨役割質責務燦明晒栽削裁作歳晒腰共通昨

目的昨託削檮等作立場埼相互削補完裁合い地域昨課巠解決燦図傘作鷺腰市民碕協働昨擦

阪咲く三燦推進裁擦際甑 

解 か不会質自治会活動昨支援θ再掲χ 

地域力昨向琢碕地域組れ昨充実燦図傘冴薩腰か内会質自治会連合会昨会報燦市昨次実

痔時実施削掲載際傘碕碕雑削腰か内会質自治会歳地域昨課巠燦解決際傘冴薩削自主的質

自発的削行う流組作鷺燦支援裁擦際甑 

回 市民組織碕昨連携質協働 

活気あ傘擦阪咲く三燦推進際傘冴薩腰ŰŕŢ作鷺昨地域埼活動際傘組れ燦支援際傘碕

碕雑削腰防災質安心地域委員会燦始薩碕際傘様々作市民組れや公的機関腰民間団体作鷺

碕昨連携質協働燦図三擦際甑 

塊 市民組織質滋鹿ン至伺仔組織昨活動環境昨整備 

各種市民講燼昨充実燦図傘碕碕雑削腰市民活動昨場燦確保裁腰市民組れ質滋鹿ン至伺

仔組れ昨活動環境燦整備裁擦際甑 

 

 

 

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 

℧8 パ字式ッ屍コ磁ン詞 

基本的作政策燦策定際傘過程等削採い崎腰そ昨趣踪腰目的腰内容そ昨直必要作事項燦公表裁腰広く市民等栽晒意見燦求薩腰

提出さ参冴意見燦考慮裁崎意思決定燦行う碕碕雑削腰意見削檮際傘市昨考え方燦公表際傘一連昨手62済甑 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    
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ゴ,ゲスザ 

ズ,ゴスゲ 

ゲゲ,ケコゴ 

ゲケ,ザザゲ 

ケ

コ,ケケケ

サ,ケケケ

シ,ケケケ

ス,ケケケ

ゲケ,ケケケ

ゲコ,ケケケ

ゲサ,ケケケ

烋成コゲ
ココ コゴ

コサ烝度

膅件䐢 あきる野安心メ籞䈎配信対象ア穵箵䅈ɔ録件数

壊 仔私寺詞制度削皿傘市民参加昨推進θ再掲χ 

暑路や水路腰公園作鷺昨公共施設削採い崎腰市民等歳自発的削緑化や美化腰清掃作鷺

昨活動燦行う祭碕削皿三腰環境美化削檮際傘市民意識昨高揚里び地域コ璽ュニ至伺昨活

性化燦図傘冴薩腰仔私寺詞制燵削皿傘市民参加燦推進裁擦際甑 

ǘ 透明性昨向琢 

会 市政情報昨共鐚化 

協働昨擦阪咲く三燦推進際傘冴薩腰市民歳知三冴い情報燦積極的削提供裁腰市政情報

昨共鐚化燦図傘碕碕雑削腰士実寺ン視実祉[膘ズ]昨活用燦透進裁擦際甑 

解 広報昨充実 

市広報紙昨内容燦充実させ傘碕碕

雑削腰次実痔時実施や携帯サ使詞作

鷺削皿三腰市民ニ実枝削檮応裁冴情

報提供燦進薩傘作鷺腰広報昨充実燦

図三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

回 広聴昨充実 

市長匙昨手紙制燵昨活用や地域懇談会腰

歯字式ッ屍コ磁ン詞昨実施削皿三腰直接市

民昨意見燦聴く場昨充実燦図傘碕碕雑削腰

市民仔ン師実詞調査作鷺昨実施削皿三腰広

聴昨充実燦図三擦際甑 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 オ実寺ン視実祉 

広く開栽参冴利用歳許可さ参崎い傘視実祉甑行政機関歳保鐚際傘地理空間情報や防災質減災情報腰調署情報腰統計情報作鷺

昨公共視実祉歳利用裁や際い形埼公開さ参腰民間企業や個人歳活用際傘祭碕削皿榊崎腰行政改革や経済昨活性化削肴作歳傘祭

碕歳期待さ参崎い傘甑 

膅資料：事務報告書䐢 

市内６地区𤹪開催し瘳いる地域懇談会 
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栗原市への支援物資の搬入 

第第第第ĄĄĄĄ節節節節    広域行政昨推進広域行政昨推進広域行政昨推進広域行政昨推進 

 

 

ǖ 様々作社会経済情勢昨変化削皿三腰自然環境昨保全や防災檮策腰都市基盤昨一体的作整

備作鷺腰市域燦越え傘広域的作流組燦必要碕す傘政策課題歳増え崎い擦す甑 

ǘ 広域的作課題削肴い崎腰韈軟栽肴効率的削檮応埼済傘皿う腰西多摩地域昨全市か闌埼設

置裁た坤西多摩地域広域行政圏協議会墾削皿三課題解決燦図榊崎い擦す甑 

ǚ 広域的作行政ニ実枝削檮応す傘た薩腰坤秋川衛生組合墾坤西秋川衛生組合墾坤阿伎留病院企

業団墾坤秋川流域斎場組合墾坤東京市か闌総合事務組合墾坤東京都濯市率益事業組合墾作鷺昨

一部事務組合削皿三腰事業昨効率的作実施削流三組珊埼い擦す甑 

 

 

広域的作事業展開削皿三撤民サ実似旨昨向琢燦図傘た薩腰周辺市か闌碕昨連携強化燦図三腰

広域行政燦推進裁擦す甑 

 

 

ǖ 広域行政昨強化 

会 西多摩地域広域行政圏協議会等広域的組織昨連携昨強化 

広域的作行政ニ実枝削柔軟栽肴効率的削檮応際傘冴薩腰西多摩地域広域行政圏協議会

や秋川流域開発振興協議会作鷺昨広域的組れ燦通載崎腰自治体間昨連携燦強化裁擦際甑 

解 広域的作防災檮策昨推進 

災害発生削備え腰周辺市か闌等碕昨協力体制

昨強化燦図傘碕碕雑削腰宮城県栗原市碕昨離好

姉妹都市災害時相互応援協定削基咲く相互応

援体制燦充実際傘作鷺腰広域的作防災檮策燦推

進裁擦際甑 

 

 

ǘ 関係自治体碕昨連携 

会 ŃＲ五日市線沿線自治体等碕昨連携 

Ńĺ五日市線昨利便性昨向琢や輸送力昨強化作鷺燦透進際傘冴薩腰Ńĺ五日市線沿線

自治体等碕連携燦図三擦際甑 

解 西多摩諭療圏昨公立病院関係自治体碕昨連携 

西多摩諭療圏昨公立病院昨連携燦強化裁腰阿伎留諭療止ン祉実昨役割燦充実際傘冴薩腰

関逃自治体碕昨連携燦図三擦際甑 

 

 

現状碕課題現状碕課題現状碕課題現状碕課題    

基鑚方針基鑚方針基鑚方針基鑚方針    

基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容基鑚的流組昨不容    
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瓖新宿の森籗あきる野瓘の植樹をサポ籞穪した森の子コ箵ン秖ャ籞 

回 圏央道質幹線道路昨早期整備削檮す傘関係自治体碕昨連携 

広域的作交通ネッ詞ワ実屍燦構築裁腰地域間交流や業務機能昨誘導作鷺燦透進際傘冴

薩腰圏央暑碕幹線暑路昨蹣期整備削肴い崎腰関連自治体碕連携燦図三擦際甑 

塊 関係自治体碕昨連携削皿傘観光識実詞や観光旨治ッ詞昨開発θ再掲χ 

あ済傘褫市腰日昨出か里び檜原闌昨ǚ市か闌昨連携削皿三腰新冴作観光識実詞や観光

旨治ッ詞昨開発燦進薩擦際甑 

壊 秩父多摩甲斐国立公園碕都立自然公園昨整備削係傘関係自治体碕昨共同要請θ一部再掲χ 

市内外昨観光鴫屍式嗣実斯ョン昨振興燦図傘冴薩腰秩父多摩っ斐国立公園碕都立自然

公園昨穀歩暑や詞使鴫作鷺昨整備削肴い崎腰関連自治体碕共輪埼要請裁擦際甑 

廻 河川環境昨整備質保全削係傘関係自治体碕昨連携θ一部再掲χ 

親水性昨高い秋川流域昨河川昨維持管理腰水質保全燦効果的削行う冴薩腰関逃自治体

碕連携裁崎河川環境昨整備質保全燦透進裁擦際甑 

快 姉妹都市腰離好都市碕昨交流昨充実θ一部再掲χ 

離好姉妹都市栗原市里び離好都市大島か[膘ゲケ]碕昨教育便褫や産業便褫埼昨交流昨充

実燦図三擦際甑擦冴腰国際姉妹都市爾実識滋竺ウ市碕昨中学生昨相互派遣や市民鴫持識

埼昨交流燦透進裁擦際甑 

怪 癒部昨自治体碕昨連携強化 

坤札作碕癒民昨森[膘ゲゲ]墾や坤新宿昨森質

あ済傘褫[膘ゲコ]墾昨流組燦行榊崎い傘癒部

昨自治体等碕昨更作傘連携燦図三擦際甑 

悔 水道水昨安定供給昨確保 

東京都水暑局碕昨連携燦図三腰水暑施

設昨整備昨充実碕水暑水昨安定供給昨確

保燦透進裁擦際甑 

 

 

 

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 

℧10 大島か 

東京栽晒ǖǘǹｋｍ削位置裁腰面積Ťǖ．ǹĽｋ㎡昨伊豆諸島中最大昨島甑人口朔約Ş,ǚǹǹ人腰濯原山質椿質仔ンコ作

鷺埼鐚隣甑 

℧11 札作碕癒民昨森 

地球温暖化檮策昨一環碕裁崎腰本市歳所鐚際傘ǘǹしa昨森林θ戸倉地内χ削採い崎腰烋成ǖŤ烝ǜ鏤栽晒本市碕港癒碕昨

交流事業坤札作碕癒民昨森咲く三墾削皿三整備歳進薩晒参崎い傘甑森林整備昨実施や自然環境質環境学習昨茹点碕作傘直腰

間伐闍朔癒施設昨内装闍や環境学習昨闍料作鷺削利用さ参崎い傘甑 

℧1「 新宿昨森質あ済傘褫 

烋成ǘǘ烝ǚ鏤削新宿癒碕結珊坂協定坤地球環境保全昨連携削関際傘協定墾碕テ団法人東京農林水産振興テ団燦交え冴協

定坤新宿昨森質あ済傘褫θ企業昨森χ墾削基咲済腰本市歳所鐚際傘ǚ．Śǚしa昨森林θ戸倉地内χ削採い崎腰濯者歳協力裁崎

整備燦進薩崎い傘甑植林や託娩三等昨森林整備昨直腰自然体験学習作鷺雑行わ参崎い傘甑 

 

お参考Ź離好都市提携昨経緯が  

昭和ĄŞ烝ǖǹ鏤削開催さ参冴テ団法人東京都農林水産業後61者育成テ団設立協議会昨席琢腰大島か長栽晒当時昨五日市か長

削檮裁腰坤両か朔腰観光面栽晒共削輪様昨環境削あ傘昨埼腰今後碕雑産業経済昨交流燦深薩傘冴薩腰離好都市昨提携燦行い冴い墾

踪昨あ裁入参歳あ三腰昭和Ľǹ烝ǜ鏤ǖǜ日腰五日市か合併ǚǹ周烝記念式典昨席琢埼腰共削東京都昨観光昨か碕裁崎昨発展燦

願い腰離好都市昨盟約書燦流三交わ裁冴甑烋成Ś烝Ť鏤ǖ日腰合併削皿三あ済傘褫市歳誕生裁冴祭碕削伴い腰烋成Ş烝ǖ鏤ǘŞ

日削離好都市昨盟約書燦新冴削流三交わ裁冴甑 


