
 

 

 

あきる野市総合計画 

「ヒューマン・グリーンあきる野」 
 

 

 

実 施 計 画 
平成２９年度～平成３１年度 

（２０１７年度～２０１９年度） 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度（２０１７年度）版 

あきる野市



 

 

目  次 

 

第１部 総 論                             

 

１ 策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

２ 計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

３ 対象事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

４ 留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

５ 財政見通し（一般会計）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

６ 実施計画事業費の集計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

７ テーマ別重点施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

 

第２部 施策分野別計画                         

 

第１章 自然と都市機能の調和した暮らしやすい都市をめざして（都市整備分野） 

第１節 快適でゆとりある都市づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

第２節 緑豊かで良好な都市景観の形成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

第３節 安全で利便性の高い都市基盤の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 

第２章 市民の暮らしをリードする産業都市をめざして（産業振興分野） 

第１節 地域特性を活かした産業誘致の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

第２節 活力ある商業の振興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８ 

第３節 あるきたくなる街あきる野をめざした観光業の振興 ・・・・・・・・・１９ 

第４節 消費志向に合わせた都市型農業の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

第５節 自然と調和した林業の育成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 

第３章 暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある生活環境都市をめざして

（生活環境分野） 

第１節 安全な暮らしを守る地域づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

第２節 連帯・交流に支えられた豊かな地域社会の形成 ・・・・・・・・・・・２９ 

第３節 清潔で快適な資源循環型社会システムの構築 ・・・・・・・・・・・・３０ 

第４節 水と緑に恵まれた生活環境づくりの推進 ・・・・・・・・・・・・・・３１ 

 

 

 

 



 

 

 

 

第４章 笑顔あふれる安心して暮らせる保健福祉都市をめざして（保健福祉分野） 

第１節 高齢者が安心して生活できる福祉の充実 ・・・・・・・・・・・・・・３３ 

第２節 障がい者が一般社会で安心して生活できる福祉の充実 ・・・・・・・・３６ 

第３節 市民が生涯を通じて健康で安心して暮らせる保健・医療の充実 ・・・・３９ 

第４節 子どもを安心して産み育てられる環境の整備 ・・・・・・・・・・・・４１ 

第５節 総合的な地域福祉の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４７ 

 

第５章 生涯健やかな体と心を培う人権尊重を基調とした教育文化都市をめざして 

（教育・文化分野） 

第１節 人権尊重教育の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

第２節 生涯学習社会の振興 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

第３節 青少年の健全育成の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５１ 

第４節 個性を生かす学校教育の充実 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５３ 

第５節 社会教育推進体制の整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８ 

第６節 文化・スポーツ・レクリエーションの振興 ・・・・・・・・・・・・・６０ 

 

第６章 柔軟で健全な行財政運営をめざして～計画推進のために～（行財政分野） 

第１節 財政運営の健全化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６２ 

第２節 行政体制の効率化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６４ 

第３節 組織・人事体制の活性化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６６ 

第４節 市民参加の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６７ 

第５節 広域行政の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

第１部 総 論 

 
１ 策定の趣旨 

２ 計画期間 

３ 対象事業 

４ 留意事項 

５ 財政見通し（一般会計） 

６ 実施計画事業費の集計 

７ テーマ別重点施策 
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１ 策定の趣旨 

実施計画は、「人と緑の新創造都市」を将来都市像とする、あきる野市総合計画基本構

想「ヒューマン・グリーンあきる野」（計画期間：平成１３年度～平成３２年度）に基づ

く、後期基本計画（計画期間：平成２６年度～平成３２年度）の施策を推進するため、

施策体系ごとに具体的な事業を定めるものです。 

２ 計画期間 

計画期間は、平成２９年度から平成３１年度までの３年間とします。 

なお、実施計画は、後期基本計画における施策の着実な実現に向けた計画とすること

はもとより、国の動向や市民要望、また、社会経済情勢の変化や事業の進捗に適切かつ

柔軟に対応し、限られた財源の中で事業成果の最大化を図るための計画とする必要があ

ることから、財政計画を踏まえ毎年度策定します。 

 

基本構想 20年間（平成 13～32年度） 

前期基本計画 10年間 
（平成 13～22年度） 

後期基本計画 10年間 
（平成 23～32年度） 

3年間 
（平成 23～ 

25年度） 

7年間 
（平成 26～32年度） 

実施計画 
26年度版 

  

毎年度 

策定 27年度版 

28年度版  

29年度版  

３ 対象事業 

財政計画との整合を重視した実施計画とすることから、計画期間（平成２９年度～平成

３１年度）に実施する次の事業を対象としています。 

（１）新規事業（新たな目的を設定し、その目的を達成するため実施するもの） 

（２）普通建設事業（工事、用地買収、物件補償のほか、基本設計、地質・測量調査委託

などの建設事業に関連する経費を含む。） 

（３）既存事業のうち、制度改正、改革改善、社会的状況の変化などにより、事業内容、

事業費に大きな変動が見込まれる事業や、政策的に実施計画への位置付けを要する事業 

４ 留意事項 

実施計画策定段階における財政見通しにおいて、財源確保が可能と判断できる事業に

ついて掲載していますが、市民ニーズ等に対応した新たな事業が生じることなどにより、

掲載事業が実施できない場合もあります。 

平成２９年度の事業費及び事業内容は、当初予算を掲載しています。また、平成３０、

３１年度の事業内容は、実施計画策定段階における予定事業を掲載しており、財政状況

の変化や事業の進捗等に伴い、今後変更することがあります。 
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５ 財政見通し（一般会計） 

現行の財政制度による計画期間中の一般会計の財政見通しは、次表のとおりです。財

政見通しは、今後の社会経済情勢の変化等に対応した見直しを行っていきます。 

【歳入】                               （単位：千円） 

区 分 平成 29年度 
平成 30年度 平成 31年度 

金額 伸率 金額 伸率 

自
主
財
源 

市税 10,676,772 10,592,903 △0.8％ 10,618,478 0.2％ 

分担金及び負担金 

使用料及び手数料 
827,914 843,398 1.9％ 847,203 0.5％ 

財産収入 

寄附金 

繰入金 

繰越金 

諸収入 

2,062,436 1,573,096 △23.7％ 1,860,980 18.3％ 

計 13,567,122 13,009,397 △4.1％ 13,326,661 2.4％ 

依
存
財
源 

国庫支出金 

都支出金 
9,584,435 9,284,322 △3.1％ 9,377,506 1.0％ 

地方譲与税 

地方交付税 

その他交付金 

6,021,305 6,164,503 2.4％ 6,073,564 △1.5％ 

市債 1,684,363 1,736,263 3.1％ 1,612,886 △7.1％ 

計 17,290,103 17,185,088 △0.6％ 17,063,956 △0.7％ 

合 計 30,857,225 30,194,485 △2.1％ 30,390,617 0.6％ 

  

【歳出】                               （単位：千円） 

区 分 平成 29 年度 
平成 30 年度 平成 31 年度 

金額 伸率 金額 伸率 

義
務
的
経
費 

人件費 4,194,857 4,184,983 △0.2％ 4,208,759 0.6％ 

扶助費 8,205,774 8,294,119 1.1％ 8,359,752 0.8％ 

公債費 2,863,567 2,686,201 △6.2％ 2,543,751 △5.3％ 

計 15,264,198 15,165,303 △0.6％ 15,112,262 △0.3％ 

そ
の
他
の
経
費 

物件費 4,730,804 4,583,164 △3.1％ 4,638,781 1.2％ 

維持補修費 78,924 79,713 1.0％ 80,510 1.0％ 

補助費等 4,182,774 3,839,855 △8.2％ 3,789,630 △1.3％ 

積立金 41,263 41,256 0.0％ 41,256 0.0％ 

貸付金等 27,700 27,700 0.0％ 27,700 0.0％ 

繰出金 4,449,241 4,517,166 1.5％ 4,643,150 2.8％ 

計 13,510,706 13,088,854 △3.1％ 13,221,027 1.0％ 

投資的経費 2,082,321 1,940,328 △6.8％ 2,057,328 6.0％ 

合 計 30,857,225 30,194,485 △2.1％ 30,390,617 0.6％ 
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６ 実施計画事業費の集計 

本実施計画に掲載している事業費を基本方針と目標ごとに集計し、その財源内訳を示

したものです。なお、東京都市町村総合交付金は、都支出金に含めていません。 

（単位：千円） 

第１章 自然と都市機能の調和した暮らしやすい都市をめざして（都市整備分野） 

目 標 平成２９年度 

第１節 快適でゆとりある都市づくりの推進 ２５９，０６３ 

第２節 緑豊かで良好な都市景観の形成 ４６，６００ 

第３節 安全で利便性の高い都市基盤の充実 ２，２６７，１９８ 

計 ２，５７２，８６１ 

財源内訳 

国庫支出金 ４６，４４６ 

都 支 出 金 ５７，５５０ 

地 方 債 １９８，８００ 

そ の 他 ２８５，０９３ 

一 般 財 源 １，９８４，９７２ 

（単位：千円） 

第２章 市民の暮らしをリードする産業都市をめざして（産業振興分野） 

目 標 平成２９年度 

第１節 地域特性を活かした産業誘致の促進 ３５，４１０ 

第２節 活力ある商業の振興 ２２，４００ 

第３節 あるきたくなる街あきる野をめざした観光業の振興 ７５，５８５ 

第４節 消費志向に合わせた都市型農業の推進 １２３，２９５ 

第５節 自然と調和した林業の育成 １１１，２３５ 

計 ３６７，９２５ 

財源内訳 

国庫支出金 ０ 

都 支 出 金 １９９，３３２ 

地 方 債 １７，５００ 

そ の 他 ２７，５１６ 

一 般 財 源 １２３，５７７ 

（単位：千円） 

第３章 
暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある生活環境都市をめざして

（生活環境分野） 

目 標 平成２９年度 

第１節 安全な暮らしを守る地域づくりの推進 ９７，７１４ 

第２節 連帯・交流に支えられた豊かな地域社会の形成 １２，８３２ 

第３節 清潔で快適な資源循環型社会システムの構築 ８６３，２８４ 

第４節 水と緑に恵まれた生活環境づくりの推進 ６４，０１５ 

計 １，０３７，８４５ 

財源内訳 

国庫支出金 ４，７８０ 

都 支 出 金 １２，７８２ 

地 方 債 ５０，３００ 

そ の 他 １５，９５０ 

一 般 財 源 ９５４，０３３ 
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（単位：千円） 

第４章 笑顔あふれる安心して暮らせる保健福祉都市をめざして（保健福祉分野） 

目 標 平成２９年度 

第１節 高齢者が安心して生活できる福祉の充実 ７３９，９９３ 

第２節 障がい者が一般社会で安心して生活できる福祉の充実 １，２６３，７９２ 

第３節 市民が生涯を通じて健康で安心して暮らせる保健・医療の充実 １，１４９，３５７ 

第４節 子どもを安心して産み育てられる環境の整備 ５，４７６，４６７ 

第５節 総合的な地域福祉の推進 １，７７２，９８７ 

計 １０，４０２，５９６ 

財源内訳 

国庫支出金 ３，８９８，４５０ 

都 支 出 金 １，９９５，７７１ 

地 方 債 ８８，０００ 

そ の 他 ３６６，３５２ 

一 般 財 源 ４，０５４，０２３ 

（単位：千円） 

第５章 
生涯健やかな体と心を培う人権尊重を基調とした教育文化都市をめざして 
（教育・文化分野） 

目 標 平成２９年度 

第１節 人権尊重教育の推進 ２，２７９ 

第２節 生涯学習社会の振興 ６，５１７ 

第３節 青少年の健全育成の推進 ３６，２０２ 

第４節 個性を生かす学校教育の充実 ３０７，８９９ 

第５節 社会教育推進体制の整備 ８，３０７ 

第６節 文化・スポーツ・レクリエーションの振興 ４３，２４５ 

計 ４０４，４４９ 

財源内訳 

国庫支出金 １１，６４８ 

都 支 出 金 ２４，８１１ 

地 方 債 １３３，８００ 

そ の 他 １２，８２８ 

一 般 財 源 ２２１，３６２ 

（単位：千円） 

第６章 柔軟で健全な行財政運営をめざして～計画推進のために～（行財政分野） 

目 標 平成２９年度 

第１節 財政運営の健全化 １６，９４４ 

第２節 行政体制の効率化 １２０，６１９ 

第３節 組織・人事体制の活性化 ２７，０３０ 

第４節 市民参加の推進 ０ 

第５節 広域行政の推進 １，８１４ 

計 １６６，４０７ 

財源内訳 

国庫支出金 ９，１２３ 

都 支 出 金 ０ 

地 方 債 ０ 

そ の 他 ４，０９１ 

一 般 財 源 １５３，１９３  
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７ テーマ別重点施策 

後期基本計画（平成２６年度～平成３２年度）において、テーマ設定により重点化した

施策の平成２８年度の進捗状況等は、次のとおりです。 

（１）テーマ１ 安全・安心なまち 

重点施策（後期基本計画） 

【防災対策】 

 ・ 災害時要援護者の情報把握及び支援体制づくりの推進 

・ 防災・安心地域委員会等の活動への支援 

・ 地域防災リーダーの育成 

・ 防災意識の普及・啓発及び向上 

・ 安全に避難できる場のネットワーク形成 

【社会資本の整備】 

 ・ 道路・橋りょうの維持管理・更新の推進 

・ 公共施設の総合的管理の推進 

進捗状況 

○ 市の防災対策の推進において、平成２８年度は、新たに１３５人を地域防災リーダー

に認定するとともに、地域防災リーダーの資質の更なる向上を図るため、既認定者を対

象とした講習会の実施など、認定後のフォローアップに取り組みました。また、消防団

の活動が社会貢献として広く認められると同時に、地域防災体制のより一層の充実が図

られることを目的とし、市内事業所の協力を得て「消防団協力事業所表示制度」を導入

しました。引き続き、防災・安心地域委員会や各種関係機関と連携し、自助・共助の意

識の普及・啓発及び向上に向けた取組を進めていきます。 

○ 老朽化する社会資本への対応については、長期的な視点で適正かつ総合的な管理を推

進するため、平成２７年度に策定した「あきる野市公共施設等総合管理計画」に基づき、

個別管理計画の策定に向けて、各施設の施設カルテを作成しました。 

 

関連する主な実施計画（平成２９年度～平成３１年度） 

  自主防災組織育成事業（Ｐ２７） 

  防災リーダー育成事業（Ｐ２７） 

  道路維持補修事業（Ｐ１５） 

  道路新設改良事業（Ｐ１５） 

  橋梁維持事業（Ｐ１５） 
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（２）テーマ２ みんなが快適でいきいき暮らせるまち 

重点施策（後期基本計画） 

【子育て支援の充実】 

 ・ 保育の待機児童の解消 

・ 放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の充実 

【高齢者支援の充実】 

 ・ 介護予防・健康づくり事業の推進 

・ 高齢者を支え合う地域づくりの推進 

【地域内交通対策】 

 ・ 地域内交通対策の検討・整備 

【学校教育の充実】 

 ・ 小中一貫教育の推進 

【生涯学習の充実】 

 ・ スポーツ活動の機会の充実 

進捗状況 

○ 子育ての悩みや不安を軽減し、子どもの健やかな育ちを促進するため、あきる野ルピ

ア２階に「子ども家庭支援センター」「子ども家庭支援センター研修室・会議室」「フ

ァミリー・サポート・センター」「子育て支援総合窓口（利用者支援事業（基本型））」

を整備し、サービスの充実を図りました。 

  放課後児童健全育成事業の充実については、平成２９年度の西秋留小学校における「放

課後子ども教室」の新設に向けて、関係各所との調整を進めました。今後も、国の「放

課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童健全育成事業における学校の空き教室の

活用の検討など、教育委員会と連携して、児童の放課後対策の更なる充実に努めていき

ます。 

○ 地域における高齢者の見守り事業については、市民の方や関係機関の協力を得ながら

取組を進めてきましたが、高齢化率が上昇する中、引き続き取り組む必要があることか

ら、生活関連事業者などと連携し、社会全体で高齢者を見守る仕組みづくりを進めまし

た。また、介護予防・健康づくり事業の推進については、関係機関等の参画、協力を得

ながら、在宅医療と介護の連携事業に取り組むとともに、認知症に対する理解促進のた

めの認知症サポーター養成講座や、介護予防に関する各種講座を実施しました。 

○ 専門的な見地からあきる野市の公共交通の現状、課題及び住民ニーズを分析するとと

もに、将来にわたって持続可能な市の公共交通のあり方を協議するため、学識経験者、

交通事業者、道路管理者、警察等から選出された委員で組織する「あきる野市公共交通

のあり方検討会議」を設置するとともに、地域の方々を対象にワークショップを開催し、

地域公共交通の現状把握に取り組みました。今後は、前述の検討会議から提出された「あ

きる野市公共交通のあり方に関する提言書」の内容を踏まえ、公共交通空白地域対策等

について具体的な検討を進めていきます。 

○ あきる野市教育基本計画（第２次計画）の前期実施計画の計画期間が、平成２８年度

をもって満了となることから、これまでの取組の成果、課題及び社会動向を踏まえ、平
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成２９年度から平成３２年度までの４年間を計画期間とした「後期実施計画」を策定し

ました。本実施計画に基づき、いじめ不登校０への挑戦、学力向上対策、特別教育の推

進、小中一貫教育の推進などの取組を進めていきます。 

○ スポーツ活動について、世界選手権等の出場選手を指導者に招いた陸上競技教室の実

施、秋川流域子ども体験塾小中学生駅伝大会へのプロランナー（ゲストコーチ）の招へ

いなど、市内の小中学生を対象に、プロスポーツ選手の貴重な経験を生かした体験事業

を実施し、スポーツ活動の活性化及び魅力発信並びに子どもたちの運動能力の向上を図

りました。 

  今後も、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を見据え、その機運醸

成のためにも、市民がスポーツ選手等と触れ合う機会や、様々なスポーツを楽しむこと

ができる場と機会の充実を図っていきます。 

 

関連する主な実施計画（平成２９年度～平成３１年度） 

  私立保育所整備事業（Ｐ４３） 

  保育従事職員宿舎借上支援事業（Ｐ４３） 

  介護予防把握事業（Ｐ３３） 

  介護予防普及啓発事業（Ｐ３４） 

  高齢者見守り事業（Ｐ３４） 

  在宅医療・介護連携事業（Ｐ３５） 

  生活支援体制整備事業（Ｐ３５） 

  認知症高齢者見守り事業（Ｐ３５） 

  循環バス関係事業（Ｐ１６） 

  盆掘地域交通対策事業（Ｐ１６） 

  小中一貫教育推進事業（Ｐ５４） 

  多摩・島しょスポーツ振興事業（Ｐ６０） 

  秋川流域子ども体験塾事業（Ｐ６１） 
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（３）テーマ３ あきる野らしさを活かした活気あるまち 

重点施策（後期基本計画） 

【地域資源のブランド化】 

 ・ 秋川渓谷・郷土資源を活用した観光まちづくりの推進 

・ 秋川流域ジオパークの推進 

・ 農産物のブランド化の推進 

【環境施策の充実】 

 ・ 郷土の恵みの森構想の推進 

・ 生物多様性保全の推進 

【農業振興】 

 ・ 遊休農地の利用集積等による農業生産の拡大と農地の有効利用の促進 

・ 農業経営者の支援と確保・育成 

・ 農産物の販売施設の拡充 

【伝統・文化の保存・継承】 

 ・ 伝統・文化理解教育の推進 

・ 伝統芸能保存活動の支援 

【情報発信】 

 ・ 観光と地域文化関連情報の総合的・多角的なＰＲの推進 

・ 市政情報の発信 

進捗状況 

○ 市は、恵まれた自然環境や地域に息づく歴史・文化など様々な市の地域資源を有して

おり、特に「秋川渓谷」については、そのブランド化に向けて、民間事業者との連携に

より、横浜赤レンガ倉庫や越谷レイクタウンといった多方面からの観光客が多く集まる

人気スポットに出向いて観光プロモーションイベントを実施し、「秋川渓谷」の知名度

向上及び魅力発信に取り組みました。 

  平成２８年４月９日に「秋川渓谷戸倉体験研修センター」を開設し、滞在型観光拠点

として、自然・歴史・文化などの地域資源を生かした「体験」「宿泊」「飲食」「展示」

の４つの機能を提供し、体験学習や研修を通じて、将来を担う子どもから大人までの多

様な人材の育成に取り組みました。 

  新たな観光資源としてのジオパークの魅力発信をしていくため、秋川渓谷戸倉体験研

修センターの３階に開設している「秋川流域ジオ情報室」を秋川流域におけるジオパー

ク活動の拠点施設として、ジオパークの魅力を来訪者にＰＲするとともに、ジオツアー

の企画運営やガイドの育成に取り組みました。 

○ 郷土の恵みの森構想に基づく森づくりなど、森林レンジャーあきる野や森林サポート

レンジャーあきる野、森の子コレンジャー等により継続した活動を進めるとともに、あ

きる野市内に生息する希少な生きものを守るため、「（仮称）生物多様性保全条例」の

制定や「あきる野版レッドリスト」の作成、外来種対策などに取り組みました。平成 

 ２９年度は、「（仮称）生物多様性保全条例」を制定及び施行し、保護すべき生きもの

や場所の選定と「希少野生動植物種」や「希少野生動植物種保護区域」への指定に取り
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組んでいきます。 

（※レッドリスト…生息・生育する野生動植物を絶滅のおそれの程度によりランク付けし

たもの） 

○ 市内の新規就農者に対して、農業経営を行うために必要な施設、機械等の購入に要す

る経費の一部について補助を行い、２戸の新規就農者の営農を支援しました。今後も、

引き続き、農業の担い手の確保とともに、市内３か所の直売所を拠点とする地産地消型

農業を進めるなど、農業振興に取り組んでいきます。 

○ あきる野市郷土芸能連合会主催「設立２０周年記念事業郷土芸能まつり」や秋川歌舞

伎保存会による東秋留小学校でのワークショップなどの伝統芸能保存活動に対し、指導、

助言、音響設備貸出し等の支援を行いました。引き続き、関係団体の活動を支援すると

ともに、地域の伝統・文化に対する理解教育及び伝統芸能の保存に携わる次世代の育成

に取り組んでいきます。 

○ 動画投稿サイト youtubeを活用した PR動画の配信や、市制施行２０周年記念映画「あき

る野物語 空色の旅人」を始めとする、あきる野フィルムコミッション制作の映像作品を「あ

きる野フィルムコミッション無料上映会」において上映し、市内外にあきる野市の魅力及

び情報を発信することができました。引き続き、ホームページやＳＮＳ、映像などの様々

な媒体を活用しながら、より分かりやすい、市政情報や市の魅力の発信に取り組んでいき

ます。 

 

関連する主な実施計画（平成２９年度～平成３１年度） 

  あきる野の匠たち事業（Ｐ１９） 

  秋川流域ジオパーク推進事業（Ｐ１９） 

  郷土の恵みの森づくり事業（Ｐ３２） 

  郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業（Ｐ３２） 

  生物多様性保全事業（Ｐ３２） 

  新規就農者提案型支援事業（Ｐ２３） 

  担い手総合支援事業（Ｐ２３） 

  フィルムコミッション事業（Ｐ２０） 

  ふるさと工房運営事業（Ｐ２１） 

  秋川渓谷観光プロモーション事業（Ｐ２１） 

  外国人旅行者等受入環境整備事業（Ｐ２１） 

  あきる野歌碑巡り事業（Ｐ２１） 

  メール配信サービス事業（Ｐ６５） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部 施策分野別計画 
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第１章 自然と都市機能の調和した暮らしやすい都市をめざして（都市整備分野） 

■第１節 快適でゆとりある都市づくりの推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 市営住宅ストック総合改善事業 主管課 都市計画課 

事業概要 
あきる野市営住宅ストック総合活用計画に基づき、市営住宅入居者の居住性確保及び福祉

向上とストックの長寿命化に資するため、既存住宅ストックの住戸改善を行う。 

平成２９年度事業費 ９，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

改善工事 改善工事 
改善工事設計委託 

改善工事 

 

事業名 市営住宅建替事業 主管課 都市計画課 

事業概要 
老朽化した木造市営住宅の非現地集約型の建て替えを行う。平成 29年度は、市営住宅跡地

内の市道拡幅工事と給水管付替工事を行う。 

平成２９年度事業費 ２８，２１２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 
市道拡幅工事設計委託 

市道拡幅工事 

給水管付替工事 

－ － 

 

事業名 武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計繰出金 主管課 区画整理推進室 

事業概要 一般会計から武蔵引田駅北口土地区画整理事業特別会計への繰出金 

平成２９年度事業費 １９１，４０８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

武蔵引田駅北口土地区画整理

事業特別会計繰出金 

武蔵引田駅北口土地区画整理

事業特別会計繰出金 

武蔵引田駅北口土地区画整理

事業特別会計繰出金 

  

•都市計画マスタープランに基づく土地利用の推進 

•市街化区域及び市街化調整区域の適正な土地利用の推進 

•圏央道インターチェンジ周辺地区の土地利用転換の推進 

計画的な土地利用の推進 

•宅地開発事業等への指導 

•地区計画による修復型まちづくりの推進 

•市営住宅ストック総合活用計画の推進 

居住環境の整備 

•土地区画整理事業による新市街地の形成 

•新市街地の形成 

•地籍調査事業の推進 

市街地の整備 
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事業名 地籍調査事業 主管課 建設課 

事業概要 
土地の戸籍とも言われる地籍（所有者、地積、地目、境界等）を明確にするため、土地の

一筆地ごとの調査・測量を行い、その成果を登記に反映させるとともに、地図（公図）を作

成する。 

平成２９年度事業費 ３０，４４３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

地籍調査事業委託 地籍調査事業委託 地籍調査事業委託 

  



13 

■第２節 緑豊かで良好な都市景観の形成 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 アダプト制度事業 主管課 管理課 

事業概要 
市民と協働でまちづくりを進めていく一環として、市で管理する道路、水路、公園の公共

施設において、市民等が自発的に緑化、美化、清掃等を行う活動に対して支援を行う。 

平成２９年度事業費 ４３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

集積ごみ等処理運搬委託 

消耗品 

集積ごみ等処理運搬委託 

消耗品 

集積ごみ等処理運搬委託 

消耗品 

 

事業名 都市公園維持管理事業 主管課 管理課 

事業概要 
都市公園利用者の安全と利便性を確保するため、公園内にある樹木、遊具及び設備の維持

管理を行う。 

平成２９年度事業費 ４１，９９５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

施設等維持管理委託 

公園樹木剪定等委託 

公園遊具、公園灯等修繕 等 

施設等維持管理委託 

公園樹木剪定等委託 

公園遊具、公園灯等修繕 等 

施設等維持管理委託 

公園樹木剪定等委託 

公園遊具、公園灯等修繕 等 

 

事業名 都市公園以外の公園維持管理事業 主管課 管理課 

事業概要 
都市公園以外の公園利用者の安全と利便性を確保するため、公園内にある樹木、遊具及び

設備の維持管理を行う。 

平成２９年度事業費 ４，５６２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

施設等維持管理委託 

公園草刈、樹木剪定等委託 

公園遊具等修繕 等 

施設等維持管理委託 

公園草刈、樹木剪定等委託 

公園遊具等修繕 等 

施設等維持管理委託 

公園草刈、樹木剪定等委託 

公園遊具等修繕 等 

  

•緑確保の総合的な方針の策定 

•魅力ある景観づくりの推進 

•アダプト制度による市民参加の推進 

 緑豊かな環境づくりへの 

 総合的な取組 

•公園・緑地の計画的な整備 

•崖線の緑地の保全 

•各都立自然公園の遊歩道や休憩施設などの整備の促進 

公園・緑地の整備保全 
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■第３節 安全で利便性の高い都市基盤の充実 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                             

事業名 市道Ⅰ-9 号線道路拡幅整備事業 主管課 建設課 

事業概要 地域住民の生活の利便性向上のため、市道Ⅰ-9号線の道路拡幅整備を行う。 

平成２９年度事業費 ５６，７００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

道路改修舗装工事 

不動産鑑定 

用地買収 

物件補償 

道路改修舗装工事 道路改修舗装工事 

 

事業名 都道伊奈福生線道路整備事業 主管課 建設課 

事業概要 
東京都からの受託事業として、一般都道伊奈福生線（第 165号線）の既成整備区間の引田

地内西端から秋川消防署区間及び関連事業（影響区間）として、一般都道山田平井線（第 185

号線）の日の出町境から南へ 250ｍの区間の道路整備に伴う用地買収を行う。 

平成２９年度事業費 ２１６，１７７千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

用地買収、物件補償 等 用地買収、物件補償 等 － 

  

•都市計画道路の整備の推進 

•地域の幹線道路の整備の推進 

•広域幹線道路の電線類地中化の促進 

•道路・橋りょうの維持管理・更新の推進【重点施策】 

•道路の緑化の推進 

•道路のバリアフリー化の推進 

•生活道路の拡幅整備の推進 

道路の整備 

•地域内交通対策の検討・整備【重点施策】 交通体系の整備 

•下水道整備事業の推進 

•下水道施設の維持管理及び緊急対応の充実 

•雨水排水幹線の整備 

•下水道整備区域における下水道利用の促進 

•定期的な水質調査や指導等の実施 

下水道の整備 
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事業名 秋 3・5・15 二宮東西線整備事業 主管課 建設課 

事業概要 
東京都からの受託事業として、主要地方道第７号杉並あきる野線（二宮地内）の清水外科

前交差点から西へ、市民体育館前交差点までの一般部を含む秋多都市計画道路 3・5・15号線

の拡幅整備に伴う用地買収を行う。 

平成２９年度事業費 ５７，２８７千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

用地買収、物件補償 等 用地買収、物件補償 等 － 

 

事業名 道路維持補修事業 主管課 建設課 

事業概要 市道の利用者が安全で快適に使用できるよう修繕・維持管理を行う。 

平成２９年度事業費 ２６１，５００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

道路応急補修工事 

道路側溝清掃委託 

街路樹剪定委託 

地質調査委託 

道路舗装補修工事 

・市道Ⅰ-23、Ⅰ-20号線 

法面補修工事 

・市道Ⅰ-5、Ⅰ-11号線 

道路応急補修工事 

道路側溝清掃委託 

街路樹剪定委託 

道路応急補修工事 

道路側溝清掃委託 

街路樹剪定委託 

 

事業名 道路新設改良事業 主管課 建設課 

事業概要 
地域住民の生活の利便性向上のため、市が管理する幅員４ｍ未満の狭あいな道路等の拡幅

整備を行う。 

平成２９年度事業費 ６３，８００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

道路改修舗装工事 

・市道増戸 213号線 

生活道路舗装工事 

不動産鑑定 

補償物件調査委託 

用地買収 

共通経費 

測量委託 

設計委託 

道路改修舗装工事 

生活道路舗装工事 

補償物件調査委託 

用地買収 

共通経費 

設計委託 

道路改修舗装工事 

生活道路舗装工事 

用地買収 

共通経費 

 

事業名 橋梁維持事業 主管課 建設課 

事業概要 
市道に架かる橋梁の適正な維持管理を行うため、点検、補修設計、測量及び補修工事を行

う。 

平成２９年度事業費 １００，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

橋梁点検調査委託 

橋梁補修設計委託 

橋梁補修工事 

橋梁点検調査委託 

橋梁補修設計委託 

橋梁補修工事 

橋梁点検調査委託 

橋梁補修設計委託 

橋梁補修工事 
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事業名 秋川駅自由通路整備事業 主管課 建設課 

事業概要 
秋川駅周辺地区は、商業施設や音楽ホールなど市民の交流の場となっており、高齢者や障

がい者などを含む多くの市民が安心・安全に円滑な移動や活動ができるようにするため、秋

川駅自由通路にエレベーターを整備する。平成 29年度は、詳細設計を行う。 

平成２９年度事業費 １６，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

エレベーター詳細設計委託 
エレベーター測量委託 

エレベーター設置工事 
エレベーター設置工事 

 

事業名 循環バス関係事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
循環バス「るのバス」の運行に対する補助等を行い、市内の交通不便地域の解消及び市民

の公共施設等への交通手段の確保を図る。 

平成２９年度事業費 １２，１３７千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

循環バス運営費補助金 等 循環バス運営費補助金 等 循環バス運営費補助金 等 

 

事業名 盆堀地域交通対策事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
交通空白地域として位置付けられた盆堀地域において、交通弱者対策事業を実施している。

五日市小学校へ通学する盆堀地域在住の児童も利用する。 

平成２９年度事業費 １，６４３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

車両借上 

燃料費・修繕費 

非常勤職員賃金（運転手） 

車両借上 

燃料費・修繕費 

非常勤職員賃金（運転手） 

車両借上 

燃料費・修繕費 

非常勤職員賃金（運転手） 

 

事業名 下水道整備事業特別会計繰出金 主管課 管理課 

事業概要 一般会計から下水道事業特別会計への繰出金 

平成２９年度事業費 １，４７３，９７４千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 下水道事業特別会計繰出金 

 

事業名 菅生交流会館下水道接続事業 主管課 生活福祉課 

事業概要 
菅生交流会館の下水道接続工事を行うとともに、不要となる浄化槽設備の撤去を行い、衛

生的な利用環境を提供する。 

平成２９年度事業費 ３，２２０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

下水道接続工事 

水道料 等 
水道料 水道料 
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第２章 市民の暮らしをリードする産業都市をめざして（産業振興分野） 

■第１節 地域特性を活かした産業誘致の促進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                             

事業名 中小企業支援事業 主管課 商工振興課 

事業概要 
市内の中小企業者に対し、事業に要する資金を円滑かつ効率的な融資及び利子補給をする

ことにより、中小企業者の健全な育成と経営改善を図る。 

平成２９年度事業費 ３５，４１０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

中小企業振興資金融資利子補

給 

小規模事業者経営改善資金利

子補給 

中小企業振興資金融資預託金 

中小企業振興資金融資利子補

給 

小規模事業者経営改善資金利

子補給 

中小企業振興資金融資預託金 

中小企業振興資金融資利子補

給 

小規模事業者経営改善資金利

子補給 

中小企業振興資金融資預託金 

  

•産業振興の推進 産業振興の推進 

•計画的な産業立地の誘導 

•新産業誘致の推進 
産業誘致の促進 

•中小企業の育成 中小企業支援の推進 
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■第２節 活力ある商業の振興 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                             

事業名 住宅改修交付金事業（あきる野活力みなぎる交付金） 主管課 商工振興課 

事業概要 
あきる野商工会が実施する住宅改修補助事業を支援することにより、市内の建築関連事業

者の受注機会を増やし、地域経済力を高める。 

平成２９年度事業費 ８，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

住宅改修交付金 住宅改修交付金 住宅改修交付金 

 

事業名 創業就労支援事業 主管課 商工振興課 

事業概要 

平成 28年８月にあきる野創業・就労・事業承継支援ステーション「Bi@Sta」を開設し、市

内創業希望者に対し、事業計画策定、金融・財務等に関する総合的なサポートを行い、既存

事業者の事業承継へのアドバイスを実施する。また、就労希望者に情報提供を行うことで地

域経済の活性化を図る。 

平成２９年度事業費 １４，４００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

創業就労支援事業補助金 

非常勤職員賃金 

創業就労支援事業補助金 

非常勤職員賃金 

創業就労支援事業補助金 

非常勤職員賃金 

  

•駐車場のあり方の検討 

•適正な商業立地の誘導 

•空き店舗の活用の促進 

商業環境の整備 

•商工業者の支援 

•特色ある店舗づくりの支援 
経営安定化の支援 

•商店街振興プランの推進 

•地域特性を活かした事業展開の支援 

•店舗共同事業の支援 

•るのかーどの活用による顧客の確保・拡大の支援 

商店街活性化の促進 

•商業団体の支援・育成 

•高度化する情報技術を活かした商工業活動の支援 
商工業者の基盤づくり 
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■第３節 あるきたくなる街あきる野をめざした観光業の振興  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                             

事業名 あきる野の匠たち事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 
「味・技・心」を継承する匠の人々にスポットを当て、あきる野にしかない、人がもたら

す様々な文化を市内外に幅広く発信し、観光客の誘致と地域の活性化を図る。平成 29年度は、

匠たちを集めた体験販売イベントを開催する。 

平成２９年度事業費 ０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

イベント開催 
リーフレット作成委託 

イベント開催 

リーフレット作成委託 

イベント開催 

 

事業名 秋川流域ジオパーク推進事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 
戸倉しろやまテラスの３階に開設している秋川流域におけるジオパーク活動の拠点施設に

おいて、自然遺産の保全と活用を図るジオパークの魅力を来訪者にＰＲする。また、ジオツ

アーの企画、運営を行うとともに、ガイドの育成に取り組む。 

平成２９年度事業費 ４，９６７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤職員賃金 

看板等作成委託 

秋川流域ジオパーク推進事業

負担金 等 

非常勤職員賃金 

看板等作成委託 

秋川流域ジオパーク推進事業

負担金 等 

非常勤職員賃金 

看板等作成委託 

秋川流域ジオパーク推進事業

負担金 等 

  

•観光推進プランの推進 

•秋川渓谷・郷土資源を活用した観光まちづくりの        
推進【重点施策】 

•秋川流域ジオパークの推進【重点施策】 

•旧戸倉小学校及び武蔵五日市駅前市有地の有効活用に  
向けた取組の推進 

総合的な観光関連事業の推進 

•関係自治体との連携による観光ルートや観光スポットの
開発 

•観光ルートの整備の推進 

•駐車場及び公衆トイレ対策の検討 

•交流のかけはし周辺の整備の推進 

楽しく歩けるまちづくりの推進 

•集客性の高いイベントの支援 

•秋川の魅力ある川づくりの推進 

•観光と地域文化関連情報の総合的・多角的なＰＲの  
推進【重点施策】 

イメージアップ作戦の推進 
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事業名 秋川渓谷戸倉体験研修センター運営管理事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 

地域の自然、歴史、文化などの観光資源を最大限に生かした体験の場、企業、学校等の研

修の場を提供することで、子どもたちを中心に多様な人材の育成及び地域の活性化を図り、

滞在型観光の拠点とすることを目的とする秋川渓谷戸倉体験研修センターの管理運営を行

う。 

平成２９年度事業費 ２４，１５８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

指定管理委託 

土地借上 等 

指定管理委託 

土地借上 等 

指定管理委託 

土地借上 等 

 

事業名 観光トイレ整備事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 
観光都市あきる野を推進する中で、快適で衛生的なトイレを整備することは、観光地とし

ての印象を良くしリピーターの確保につなげる大きな要素となるため、観光トイレの整備を

行う。 

平成２９年度事業費 ２０，５８２千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

工事費補助 － － 

 

事業名 観光ルート整備事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 

総合的な観光ルート整備事業計画に基づき、視認性が高く、多言語に対応した歩行者誘導

標識を設置することで、観光ルートの利便性の向上を図るとともに、ＡＥＤを管理し、来訪

者の安心・安全を確保する。また、定期的な下草刈り等を実施し、森林観光ルートの景観整

備を行う。 

平成２９年度事業費 １，３８６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

歩行者用誘導標識作成委託 

ＡＥＤ借上 

森林資源整備委託 

歩行者用誘導標識作成委託 

ＡＥＤ借上 

森林資源整備委託 

歩行者用誘導標識作成委託 

ＡＥＤ借上 

森林資源整備委託 

 

事業名 魚道維持管理事業 主管課 農林課 

事業概要 
秋川の堰にある魚道は、アユ等の魚が遡上を行うために重要な役割を果たしており、魚道

の維持管理を委託することにより、良好な河川環境を保つ。 

平成２９年度事業費 １，５００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

魚道維持管理委託 魚道維持管理委託 魚道維持管理委託 

 

事業名 フィルムコミッション事業 主管課 市長公室 

事業概要 

専用ホームページの作成や動画サイトへの独自映像の公開等により、映画やテレビ等の撮

影を誘致するとともに撮影支援を行うことで、市の認知度向上やイメージアップを図る。 

また、市の紹介やＰＲを目的とした映像作品の製作を独自に行うとともに、市のイベント

等の映像を記録し保存する。 

平成２９年度事業費 １，７９１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

映像制作委託 

映像制作機器借上 等 
フィルムコミッション事業 フィルムコミッション事業 
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事業名 ふるさと工房運営事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 
小学校の社会科授業や一般の紙すき体験の受入れ、製品の開発・販売や伝統文化の保存伝

承事業を軍道紙保存会に委託して実施する。市民向けの講習会や人材育成の講座などを実施

し、軍道紙の普及促進を図っていく。 

平成２９年度事業費 ９，０６７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

伝承技術継承事業委託 伝承技術継承事業委託 伝承技術継承事業委託 

 

事業名 秋川渓谷観光プロモーション事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 

「秋川渓谷」の知名度の向上や集客力を高めるため、様々な施策を展開し、積極的な情報

発信を行う。フォトコンテストを開催するとともに秋川渓谷季刊誌の発行などを行う。また、

市外の駅頭におけるＰＲ活動やプロモーションイベントを通じて、市の魅力を伝え、誘客活

動を行う。 

平成２９年度事業費 ７，８４２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

フォトコンテスト開催 

秋川渓谷季刊誌印刷 

観光キャラバン 

観光プロモーションイベント

開催 

デジタルサイネージ借上 等 

フォトコンテスト開催 

秋川渓谷季刊誌印刷 

観光キャラバン 

観光プロモーションイベント

開催 

デジタルサイネージ借上 等 

フォトコンテスト開催 

秋川渓谷季刊誌印刷 

観光キャラバン 

観光プロモーションイベント

開催 

デジタルサイネージ借上 等 

 

事業名 外国人旅行者等受入環境整備事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 
外国人旅行者及び国内旅行者の安全かつ快適な滞在を提供するため、多言語対応として英

語版チラシ等の作成、決済環境の利便性の向上等を図るなど受入環境を整備する。 

平成２９年度事業費 ４，２９２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

武蔵五日市駅情報コーナー借

上 

英語版チラシ・リーフレッ

ト・ポスター作成委託 

クレジットカード導入促進交

付金 等 

武蔵五日市駅情報コーナー借

上 

英語版チラシ・リーフレッ

ト・ポスター作成委託 

クレジットカード導入促進交

付金 等 

武蔵五日市駅情報コーナー借

上 

英語版チラシ・リーフレッ

ト・ポスター作成委託 

クレジットカード導入促進交

付金 等 

 

事業名 あきる野歌碑巡り事業 主管課 観光まちづくり推進課 

事業概要 
市民や観光客に歌碑及び周辺の施設や観光スポットに多く訪れていただき、滞在時間を増

やし地域の活性化に結び付けるため、観光資源、観光スポットとして歌碑を巡るコースを設

定し、歌碑巡りイベントを開催する。 

平成２９年度事業費 ０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

イベント開催 イベント開催 イベント開催 
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■第４節 消費志向に合わせた都市型農業の推進■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  

 

【事業計画】                             

事業名 雨間東郷前地区農地防災事業 主管課 農林課 

事業概要 
崩落した法面の改修を行い、法面に隣接する農地の保全及び農業用水の安定的な供給を図

る。 

平成２９年度事業費 ５０，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

改修設計委託 

改修工事 

改修設計委託 

改修工事 

改修設計委託 

改修工事 

 

事業名 獣害防止対策事業 主管課 農林課 

事業概要 

農作物の被害を防ぐため、野生鳥獣の捕獲を行うとともに、野生生物の侵入を防止するた

めの電気柵や捕獲檻の設置、サルの追い払い、イノシシの捕獲の委託などを行うことにより、

安心して農業生産ができる環境を作り、遊休農地化を抑制するとともに、生産性の向上など、

農業経営の安定を図る。 

平成２９年度事業費 １４，１７４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

電気柵更新・新規 

獣害防止警戒システム委託 

有害鳥獣捕獲委託 

あきる野の農と生態系を守り

隊補助金 等 

電気柵更新・新規 

獣害防止警戒システム委託 

有害鳥獣捕獲委託 

あきる野の農と生態系を守り

隊補助金 等 

電気柵更新 

獣害防止警戒システム委託 

有害鳥獣捕獲委託 

あきる野の農と生態系を守り

隊補助金 等 

  

•農業振興計画の推進 

•優良農地の保全 

•遊休農地の利用集積等による農業生産の拡大と農地の 
有効利用の促進【重点施策】 

•農作物への被害防止対策の推進 

生産環境の整備 

•農業経営者の支援と確保・育成【重点施策】 多様な農業者の育成・確保 

•農産物の販売施設の拡充【重点施策】 

•安全・安心な農産物の供給 

•農産物のブランド化の推進【重点施策】 

•市民農園の充実 

•農業・農業者とのふれあいの場の創出 

魅力ある農業経営の確立 
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事業名 獣害防止対策共同研究事業 主管課 農林課 

事業概要 
中山間地域を中心に里山の荒廃、耕作放棄地の増加に伴い、野生鳥獣の生息域が拡大して

いるため、ドローン、赤外線カメラ等を利用した野生鳥獣の生息状況把握を行う手法の開発

及び並びに超音波センサーを利用した被害防止方策の実証研究の開発に向けた研究を行う。 

平成２９年度事業費 ２，４９６千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤嘱託員報酬 等 非常勤嘱託員報酬 等 非常勤嘱託員報酬 等 

 

事業名 新規就農者提案型支援事業 主管課 農林課 

事業概要 
新規就農者に対する就農支援として提案型支援制度を実施する。 

新たな担い手に魅力ある農業経営の支援をすることにより、担い手不足の解消と農作物の

安定供給を図る。 

平成２９年度事業費 １，０００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

新規就農者提案型補助金 新規就農者提案型補助金 新規就農者提案型補助金 

 

事業名 担い手総合支援事業 主管課 農林課 

事業概要 
農業者の高齢化や後継者不足により、農業の担い手が不足しているため、新規就農相談セ

ンターでのきめ細かい支援と 45歳未満で就農意欲のある一定条件を満たした者を対象とし

て、青年就農給付金を給付し就農後の定着を図る。 

平成２９年度事業費 ７，４５５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤嘱託員報酬 

青年就農給付金 等 

非常勤嘱託員報酬 

青年就農給付金 等 

非常勤嘱託員報酬 

青年就農給付金 等 

 

事業名 都市農業活性化支援事業 主管課 農林課 

事業概要 
意欲ある農業者に対して都市の有利性を生かした農業経営を強化するため、施設の導入を

支援し、地域農畜産物の生産性、品質向上、付加価値化を実現する。また、市民等に新鮮で

安全な農畜産物を１年を通して供給することで、地産地消型農業を推進する。 

平成２９年度事業費 ４８，１７０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

都市農業活性化支援事業補助

金 

都市農業活性化支援事業補助

金 

都市農業活性化支援事業補助

金 
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■第５節 自然と調和した林業の育成 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 市有林境界作業事業 主管課 農林課 

事業概要 
森林計測管理システムにより、市有林管理境界確定済箇所をＧＰＳ等により詳細に図面化

し、情報管理・計画策定の効率化を図る。 

平成２９年度事業費 １，４７４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

システム保守整備委託 

非常勤嘱託員報酬 

システム保守整備委託 

非常勤嘱託員報酬 

システム保守整備委託 

非常勤嘱託員報酬 

 

事業名 林道維持補修事業 主管課 農林課 

事業概要 
森林資源の高度利用を促進し、林業経営の安定及び適切な森林の維持管理を行うため、林

道の危険箇所の維持補修を行い通行車両の安全を図る。 

平成２９年度事業費 ４，８００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

林道維持補修工事 林道維持補修工事 林道維持補修工事 

 

事業名 林道整備事業 主管課 農林課 

事業概要 
森林資源の高度利用を促進し、林業経営の安定及び適切な森林の維持管理を行うため、道

路の開設・改良工事を実施する。 

平成２９年度事業費 ８９，７９７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

鍾乳洞沢林道開設事業 

南沢林道改良事業 

林道開設事業 

林道改良事業 
－ 

 

事業名 林道施設災害復旧事業 主管課 農林課 

事業概要 
平成 28年の台風がもたらした降雨の影響により路肩及び車道が崩落した南沢林道の復旧

を行う。 

平成２９年度事業費 １５，１６４千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

南沢林道災害復旧工事 等 － － 

  

•森林整備計画の推進 森林の整備 

•公益的機能の発揮を重視した森林施業の推進 

•市民や企業などとの協働による森づくりの推進 
公益的機能の維持強化 

•東京都森林組合との連携強化 

•生産基盤の整備の推進 

•多摩産材（秋川産材）の利用拡大の推進 

林業経営基盤の整備 
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第３章 
暮らしよい豊かな地域社会と清らかな水と緑のある生活環境都市をめざして

（生活環境分野） 

■第１節 安全な暮らしを守る地域づくりの推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 
【事業計画】                              

事業名 ドローン総合活用推進事業 主管課 地域防災課 

事業概要 

防災、環境、農林業、観光、建設等の各部門におけるドローンの安全かつ有効な活用を推

進する。平成 29年度は、ドローンの活用に必要な基礎知識と技術の習得を目的とした飛行訓

練研修を実施するとともに、より専門的な知識と技術の習得及びＤＪＩ認定スペシャリスト

資格を取得させることで、後進指導のほか、ドローン活用の主導的な役割を担うことのでき

る人材を育成していく。 

平成２９年度事業費 ３８５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ドローン飛行訓練研修委託 

DJI CAMP受講費 等 

ドローン飛行訓練研修委託 

DJI CAMP受講費 等 

ドローン飛行訓練研修委託 

DJI CAMP受講費 等 

  

•地域防災計画の推進 

•災害時要援護者の情報把握及び支援体制づくりの   
推進【重点施策】 

•防災・安心地域委員会等の活動への支援【重点施策】 

•地域防災リーダーの育成【重点施策】 

•防災意識の普及・啓発及び向上【重点施策】 

•消防団体制の充実 

•災害時の備蓄食糧等の充実と住民個々の備蓄の推奨 

•消防水利の整備・充実 

•応急給水体制の整備推進 

•住宅の耐震化の推進 

•安全に避難できる場のネットワーク形成（一部再掲）
【重点施策】 

防災・消防対策の推進 

•防犯対策の推進 

•交通安全運動等の推進 

•駅周辺の自転車駐輪場の整備 

交通安全・防犯対策の推進 

•公害知識の普及と啓発の推進 

•公害の未然防止・早期対応の推進 

•市役所で使用する車両への次世代自動車等の導入 

公害防止の推進 

•空き家の適正管理の促進 

•総合的な空き家対策の検討 
空き家対策の促進 
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事業名 地震・台風等災害対策事業（ライブカメラ設置） 主管課 地域防災課 

事業概要 
近年、台風や集中豪雨などの被害が増加しており、河川の増水、氾濫による避難勧告等の

発令については、現地の様子を的確に把握し、情報を伝える必要があることから、河川の水

位等をリアルタイムで監視できるライブカメラを設置する。 

平成２９年度事業費 ４，１６７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ライブカメラ設置工事 

回線使用料 等 
回線使用料 等 回線使用料 等 

 

事業名 地震・台風等災害対策事業（り災証明書発行システム） 主管課 地域防災課 

事業概要 
災害が発生した場合、被災した市民の生活支援がよりスムーズに行えるよう、市民からの

申請により遅滞なくり災証明書を発行するため、り災証明書発行システムを導入する。 

平成２９年度事業費 ４，１５５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

システムデータ変換委託 

基幹システム変更作業委託 

システム利用料 

スキャナー購入 等 

システム利用料 等 システム利用料 等 

 

事業名 地震・台風等災害対策事業（ソーラー外灯設置） 主管課 地域防災課 

事業概要 

災害が発生した場合又は災害が発生するおそれがある場合、避難所を開設し、被災者や帰

宅困難者を受け入れなければならない。 

夜間に災害が発生し、電気の供給が停止した場合に、避難場所や避難所における安全性の

向上を図るため、太陽光発電を利用したソーラー外灯を整備する。平成 29年度は、中学校６

校に設置する。 

平成２９年度事業費 ６，０５３千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ソーラー外灯設置工事 ソーラー外灯設置工事 ソーラー外灯設置工事 

 

事業名 防災行政無線更新事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
市民の生命及び財産を災害から守ることを主な目的とする防災行政無線の機器の機能を保

つため、修繕及び交換を行う。また、無線通信規則の改正に伴い、固定系・移動系のアナロ

グ式防災行政無線をデジタル式に移行する。 

平成２９年度事業費 １９，０２５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

固定系蓄電池交換修繕 

デジタル化工事実施設計委託 

固定系再免許申請委託 等 

固定系デジタル化工事 固定系デジタル化工事 

  



27 

 

事業名 自主防災組織育成事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
自主防災組織を結成した町内会・自治会に防災倉庫及び防災資機材を貸与し、災害時の初

動体制の確保と地域コミュニティの活性化を図り、災害に強いまちづくりを推進する。 

平成２９年度事業費 ５，０３８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

防災倉庫設置工事 

消耗品 

防災資機材購入 等 

防災倉庫設置工事 

消耗品 

防災資機材購入 等 

－ 

 

事業名 防災リーダー育成事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
地域防災力の更なる向上と地域コミュニティの活性化を図るため、防災・安心地域委員会

とともに、防災等に関する技術や専門的知識を有する防災リーダーを育成する。 

平成２９年度事業費 ９４３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

認定登録者装備品購入 

講習会会場使用料 

認定登録者装備品購入 

講習会会場使用料 

認定登録者装備品購入 

講習会会場使用料 

 

事業名 消防団協力事業所制度事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
事業所の消防団への協力が社会貢献として広く認められるとともに、事業所の協力を通じ

て、地域の防災体制がより一層充実・強化されることを目的に、消防団協力事業所として認

められた事業所に表示証を交付する。 

平成２９年度事業費 ０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

消防団協力事業所表示証交付 
消防団協力事業所表示証購入 

消防団協力事業所表示証交付 
消防団協力事業所表示証交付 

 

事業名 消防団サポート制度事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
商工会や市内商店など各店舗ごとに定めた団員限定サービスが受けられる制度により、サ

ポート事業協賛店は社会貢献や地域貢献の認知効果、消防団員は団員としてのメリットと福

利厚生の面から団員確保を図る。 

平成２９年度事業費 ０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

－ 消耗品 － 
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事業名 地震・台風等災害対策事業（備蓄） 主管課 地域防災課 

事業概要 

首都直下地震等による東京の被害想定の見直しに伴い、平成 26年度から 30年度までの５

年間で総備蓄量が２倍となるよう、年間整備量を増やすとともにアレルギー対応食や副食の

みそ汁の整備を進める。また、災害発生時に防災拠点（避難所）となる小中学校に炊き出し

機器を配備する。 

平成２９年度事業費 １０，３４０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

アルファ化米、クラッカー 

アルファ化米（アレルギー対

応食）、みそ汁等購入（4年目） 

炊き出しステーション 

アルファ化米、クラッカー 

アルファ化米（アレルギー対

応食）、みそ汁等購入（5年目） 

炊き出しステーション 

アルファ化米、クラッカー 

アルファ化米（アレルギー対

応食）、みそ汁等購入 

炊き出しステーション 

 

事業名 消防水利整備事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
火災の消火活動に不可欠な施設である防火水槽が、市営住宅跡地の売却に伴って移設をす

る必要が生じたため、既設の防火水槽を撤去し、別の場所に防火水槽を移設する。 

平成２９年度事業費 ３６，００５千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

既設防火水槽撤去工事 

防火水槽移設工事 
－ － 

 

事業名 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 主管課 都市計画課 

事業概要 
東京都が指定する特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広

域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震改修に係る費用を補助する。 

平成２９年度事業費 ９，５６０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

耐震設計補助 

耐震改修補助 
－ － 

 

事業名 防犯対策自動通話録音機導入事業 主管課 地域防災課 

事業概要 

自動通話録音機を設置している世帯で振り込め詐欺の被害報告が挙がっていないことや、

市内での振り込み詐欺被害が引き続き報告されていることから、自動通話録音機を購入し、

市民へ貸与して、高齢者への悪質な電話による消費者被害及び詐欺被害を防止する。平成 29

年度は、150台の自動通話録音機を購入する。 

平成２９年度事業費 １，０５０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

自動通話録音機購入 自動通話録音機購入 自動通話録音機購入 

 

事業名 交通安全教育事業 主管課 地域防災課 

事業概要 

道路交通法の改正に伴い、危険なルール違反を繰り返した者に自転車運転者講習の受講が

義務付けられ、自転車利用者のルール・マナーに対する教育を充実させる必要があるため、

中学生が３年間の在学中に１度体験できるよう年間２校ずつスタントマンによる交通安全教

育を実施する。 

平成２９年度事業費 ５６２千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

交通安全教育実施委託 交通安全教育実施委託 交通安全教育実施委託 
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■第２節 連帯・交流に支えられた豊かな地域社会の形成 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【事業計画】                              

事業名 コミュニティ会館施設整備事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
市民のコミュニティ活動の支援のためのコミュニティ会館について、老朽化した設備等の

改修を進める。 

平成２９年度事業費 １，０１７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

トイレ洋式化等工事 － － 

 

事業名 町内会・自治会運営支援事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
町内会・自治会が円滑かつ自立した活動を行えるように地域活動の拠点である町内会館・

自治会館の改修、新築工事等の建築補助などの支援を行う。 

平成２９年度事業費 ４，３１５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

町内会館・自治会館建設費等

補助金 

町内会館・自治会館建設費等

補助金 

町内会館・自治会館建設費等

補助金 

 

事業名 協働のまちづくり推進事業 主管課 地域防災課 

事業概要 
町内会・自治会が、生活環境の維持等の活動、高齢者の見守り、子どもの安全対策等の取

組など、地域の課題を解決し、住みよいまちづくりを進める事業に必要な経費の一部を支援

する。 

平成２９年度事業費 ７，５００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

コミュニティ事業交付金 

町内会・自治会活動支援資金

貸付金 

コミュニティ事業交付金 

町内会・自治会活動支援資金

貸付金 

コミュニティ事業交付金 

町内会・自治会活動支援資金

貸付金 

  

•町内会・自治会への加入の促進 

•町内会・自治会の適正規模化の支援 
コミュニティづくりの支援 

•町内会・自治会活動の支援 

•花いっぱい運動の支援 

•町内会・自治会間の交流の支援 

コミュニティ活動の推進 
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■第３節 清潔で快適な資源循環型社会システムの構築 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 ごみ収集カレンダー配布事業 主管課 生活環境課 

事業概要 
資源とごみの出し方カレンダーの改定版を製作して配布し、市民へのごみの出し方等の周

知・理解を図る。 

平成２９年度事業費 ５，３５１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

印刷製本（改訂版） 

配付手数料 
印刷製本（増版） 

印刷製本（増版） 

配付手数料 

 

事業名 西秋川衛生組合負担金 主管課 生活環境課 

事業概要 
西秋川衛生組合の運営に要する経費のうち市町村が負担すべき経費について、関係市町村

で分担することにより、ごみ及びし尿の適正な処理を行う。 

平成２９年度事業費 ８５７，９３３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

西秋川衛生組合負担金 西秋川衛生組合負担金 西秋川衛生組合負担金 

  

•一般廃棄物（ごみ）処理基本計画の推進 

•ごみ減量化の推進 

•新ごみ処理施設の適正な運営・管理の推進 

•第二御前石最終処分場の延命化の推進 

•環境美化活動の推進 

ごみの減量と適正処理の推進 

•リサイクルシステムの充実 

•資源回収の推進 

•ごみの堆肥化の促進 

•放置自転車のリサイクルの推進 

リサイクル活動の推進 

•し尿や浄化槽汚泥の処理方式等の見直し し尿処理の推進 
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■第４節 水と緑に恵まれた生活環境づくりの推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 新エネルギー機器設置費補助事業 主管課 環境政策課 

事業概要 
太陽光発電システム等の新エネルギー・省エネルギー機器設置に対する補助事業を実施し、

地球温暖化対策の更なる推進を図る。 

平成２９年度事業費 １，９００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

太陽光発電機器等設置費補助 － － 

 

事業名 交通安全施設維持管理事業 主管課 管理課 

事業概要 
通行の安全を図るとともに、「環境都市あきる野」の実現、ひいては低炭素社会づくりに貢

献するＬＥＤ街路灯の維持管理を行う。 

平成２９年度事業費 ３３，９９５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ＬＥＤ街路灯借上 ＬＥＤ街路灯借上 ＬＥＤ街路灯借上 

  

•環境基本計画に基づく施策の展開 

•地球温暖化対策地域推進計画の推進 

•新規の墓地造成・採石の規制・指導 

•新たな開発行為・残土の処理行為の抑制 

•エコ活動の推進 

総合的な環境関連施策の推進 

•清流保全条例に基づく事業の推進 

•地下水脈の保全 

•貴重な湧水池の保全・活用の推進 

•ホタルの里づくり推進事業の充実 

•家庭用雑排水対策の推進 

水環境の充実 

•郷土の恵みの森構想の推進【重点施策】 

•産学官が連携した自然環境保全活動等の推進 

•生物多様性保全の推進【重点施策】 

•保存緑地の指定の推進 

•公開緑地の指定の推進 

•公共公益施設の緑化の推進 

•民間施設の緑化の推進 

緑環境の充実 
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事業名 郷土の恵みの森づくり事業 主管課 環境政策課 

事業概要 
地元住民による昔道・尾根道補修等事業や景観整備・維持管理事業、清流保全対策のため

のホタルの里づくり推進事業に対する支援を行い、郷土の恵みの森づくりを推進する。 

平成２９年度事業費 ５，１３９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

昔道・尾根道補修、景観整備・

維持管理交付金 等 

昔道・尾根道補修、景観整備・

維持管理交付金 等 

昔道・尾根道補修、景観整備・

維持管理交付金 等 

 

事業名 郷土の恵みの森づくり森林レンジャー事業 主管課 環境政策課 

事業概要 

「森林レンジャーあきる野」により、動植物の生息・生育状況などをきめ細かに調査・把

握するとともに、滝や沢、巨木といった地域活性化につながる地域資源の掘り起こしや活用

方法の検討、森林の利用マナーの啓発等を実施する。また、小宮ふるさと自然体験学校など

を活用しつつ、地域の森づくりに関連した自然環境体験イベントの開催など、森とその周辺

にある地域資源の持つ魅力を市内外に向けて発信する。 

平成２９年度事業費 １５，５９６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

森林レンジャー報酬 

無線機借上 

消耗品費 等 

森林レンジャー報酬 

無線機借上 

消耗品費 等 

森林レンジャー報酬 

無線機借上 

消耗品費 等 

 

事業名 産学官連携森づくり事業 主管課 環境政策課 

事業概要 
菅生地区をモデル地区に、産学官が連携した里地里山の活性化事業に取り組むため、実施

団体である「あきる野菅生の森づくり協議会」を支援し、事業を推進する。 

平成２９年度事業費 ２，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

あきる野菅生の森づくり協議

会負担金 

あきる野菅生の森づくり協議

会負担金 

あきる野菅生の森づくり協議

会負担金 

 

事業名 生物多様性保全事業 主管課 環境政策課 

事業概要 

あきる野の貴重な自然を守り活用するため、「生物多様性あきる野戦略」に基づき、保全条

例の制定やあきる野市版レッドリストの作成、市民等によるあきる野市生きもの会議の開催

など、協働による取組を推進する。 

また、外来種対策事業を継続し、希少動物を始めとする生物多様性の保全に努める。 

平成２９年度事業費 ５，３８５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤職員賃金 

生きもの会議委員報償 

外来生物捕獲協力者謝礼 

外来植物対策チラシ印刷 

外来生物駆除委託 等 

非常勤職員賃金 

生きもの会議委員報償 

外来生物捕獲協力者謝礼 

外来植物対策チラシ印刷 

外来生物駆除委託 等 

非常勤職員賃金 

生きもの会議委員報償 

外来生物捕獲協力者謝礼 

外来植物対策チラシ印刷 

外来生物駆除委託 等 
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第４章 笑顔あふれる安心して暮らせる保健福祉都市をめざして（保健福祉分野） 

■第１節 高齢者が安心して生活できる福祉の充実 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 
高齢者を取り巻く状況や課題に対応するため、高齢者施策の基本的な考え方や目指すべき

取組を総合的かつ体系的に整え、高齢者保健福祉及び介護保険事業の方向性を示す、第７期

のあきる野市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を平成 28年度から２か年で策定する。 

平成２９年度事業費 ２，２５３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

計画策定委託（第 7期） 

計画策定委員会委員報償 
－ － 

 

事業名 介護予防把握事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 

介護保険被保険者のうち、要介護・要支援認定者を除いた 75歳以上の第１号被保険者を対

象に「基本チェックリスト」の配布・回収を行い、要介護状態となるおそれの高い虚弱な状

態になると認められる者を早期に把握する。また、高齢者が地域で自立して生活できるよう、

個人結果票等を送付し、介護予防に関する普及啓発を行う。 

平成２９年度事業費 ４，２６４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

介護予防把握事業委託 

通信運搬費 

介護予防把握事業委託 

通信運搬費 

介護予防把握事業委託 

通信運搬費 

  

•高齢者保健福祉計画の推進 

•介護予防・健康づくり事業の推進【重点施策】 

•健康診査の推進 

介護予防と健康づくり 

•就業の促進 

•社会参加の促進 
多様な社会参加の促進 

•介護サービスの適正な提供 

•ケアマネジメントの充実 

•介護サービス事業者に対する指導等の推進 

•在宅支援の充実 

•介護者への支援 

高齢者の地域生活への支援 

•総合的な相談・支援体制の充実 

•高齢者を支え合う地域づくりの推進【重点施策】 

•高齢者虐待の早期発見と迅速・的確な対応 

•認知症対策の推進 

連携と支え合いの仕組みづくり 

•円滑な移動・活動への支援 

•住宅・施設への入居支援 

  安心して住み続けられる 

  生活環境の整備  



34 

 

事業名 介護予防普及啓発事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 
要介護状態となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる者に対して、介護予防に資

する基本的な知識の普及啓発を図るため、介護予防教室や認知症予防教室等を実施する。 

平成２９年度事業費 ９，２３４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

通所介護予防教室委託 

サロン型介護予防事業委託 

認知症予防事業委託 

運動器機能向上事業委託 等 

通所介護予防教室委託 

サロン型介護予防事業委託 

認知症予防事業委託 

運動器機能向上事業委託 等 

通所介護予防教室委託 

サロン型介護予防事業委託 

認知症予防事業委託 

運動器機能向上事業委託 等 

 

事業名 地域介護予防活動支援事業（介護予防リーダー育成） 主管課 高齢者支援課 

事業概要 

住民運営の通いの場の充実をさせ、人と人とのつながりを通じて、継続して拡大していく

ような地域づくりを推進し、要介護状態となることの予防を目的に中高年齢層を対象として

介護予防リーダーを養成するとともに、介護予防リーダーの活動を支援し、地域の中で介護

予防の普及啓発や生きがいづくり、健康づくりの推進を図る。また、地域において介護予防

に資する自発的な活動が広く実施されるよう、介護支援ポイント事業を実施する。 

平成２９年度事業費 ２，９８３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

介護予防リーダー育成事業委託 

介護予防リーダー活動支援補助 

介護支援ポイント事業委託 

介護予防リーダー育成事業委託 

介護予防リーダー活動支援補助 

介護支援ポイント事業委託 

介護予防リーダー育成事業委託 

介護予防リーダー活動支援補助 

介護支援ポイント事業委託 

 

事業名 高齢者自立支援日常生活用具等給付事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 
市内に住所を有する 65歳以上の高齢者で、日常生活を営む上で生活用具及び住宅改修が必

要なものに対し、安心して在宅生活が送れるよう給付を行う。 

平成２９年度事業費 ２，４８７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

日常生活用具給付費 

住宅改修給付費 

日常生活用具給付費 

住宅改修給付費 

日常生活用具給付費 

住宅改修給付費 

 

事業名 高齢者見守り事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 
高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう、週１回乳酸菌飲料

配達時に見守りを行うほか、防災安心地域委員会が月２回程度高齢者宅を訪問し見守りを行

う。 

平成２９年度事業費 １，０９７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

乳酸菌飲料配達による見守り

事業委託 

地域による見守り事業補助 

乳酸菌飲料配達による見守り

事業委託 

地域による見守り事業補助 

乳酸菌飲料配達による見守り

事業委託 

地域による見守り事業補助 
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事業名 在宅医療・介護連携事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 

75歳以上の高齢者は、複数の疾病にかかりやすく、要介護の発生率が高いなど医療と介護

の両方を必要としていることから、医療と介護の連携を図るため、医師会や病院等に在宅医

療・介護連携の拠点を整備し、地域医療機関等の分布や連携に有用な情報の把握、在宅医療

連携の合意形成等の協議及び在宅医療・介護連携に関する研修等を実施する。 

平成２９年度事業費 ３，５３９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

在宅医療・介護連携支援セン

ター運営委託 

在宅医療・介護連携支援セン

ター運営委託 

在宅医療・介護連携支援セン

ター運営委託 

 

事業名 生活支援体制整備事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 

高齢者が住み慣れた地域で自立した日常生活が送れるよう、生活支援サービスを担う事業

主体と連携しながら、日常生活上の多様な支援体制の充実・強化を図るため、生活支援コー

ディネーターの配置や、生活支援コーディネーターを支えながら一体となって地域の体制整

備について検討していく協議体を設置する。 

平成２９年度事業費 ４，２４８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

生活支援コーディネーター委託 

協議体委員報償 等 

生活支援コーディネーター委託 

協議体委員報償 等 

生活支援コーディネーター委託 

協議体委員報償 等 

 

事業名 認知症高齢者見守り事業 主管課 高齢者支援課 

事業概要 

認知症等の疾病を抱える高齢者が、地域の中で安心して在宅生活を送れるように、認知症

サポーター養成講座を実施するなど、認知症に関する啓発活動を行う。また、認知症による

徘徊の対応に苦慮している家族を支援するため、ＧＰＳ端末を利用するなど、現在位置を検

索できる位置情報検索サービス等を実施する。認知機能の低下がみられる本人と家族が気軽

に交流し、介護者の介護に関する負担感の緩和を図り、認知症を発症しても安心して生活す

ることができることを目的に、高齢者の見守りを兼ねて、認知症に関する様々な相談等を行

う場を身近な地域に設置するため、認知症カフェを開催する団体を支援する。 

平成２９年度事業費 １，４８７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

認知症サポーターステップア

ップ講座講師謝礼 

位置情報探索システム委託 

認知症カフェ運営補助 

消耗品費 等 

認知症サポーターステップア

ップ講座講師謝礼 

位置情報探索システム委託 

認知症カフェ運営補助 

消耗品費 等 

認知症サポーターステップア

ップ講座講師謝礼 

位置情報探索システム委託 

認知症カフェ運営補助 

消耗品費 等 

 

事業名 介護保険特別会計繰出金 主管課 高齢者支援課 

事業概要 
高齢者とその家族が住み慣れた地域で継続して住み続けることができるよう、介護保険制

度を継続して安定的に運営し、また、介護保険事業を効果的・効率的に運営する。 

平成２９年度事業費 ７０８，４０１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

介護給付費繰出金 

保険料軽減事業繰出金 

介護給付費繰出金 

保険料軽減事業繰出金 

介護給付費繰出金 

保険料軽減事業繰出金 
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■第２節 障がい者が一般社会で安心して生活できる福祉の充実 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 障害者緊急通報システム事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
ひとり暮らしの重度身体障がい者や難病患者の方の日常生活における急病等への不安感解

消のために、緊急通報システムを設置し、緊急時の速やかな救助活動に結び付ける。 

平成２９年度事業費 ３６３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

緊急通報システム事業委託 

通報機器購入 

保守点検委託 

緊急通報システム事業委託 

通報機器購入 

保守点検委託 

緊急通報システム事業委託 

通報機器購入 

保守点検委託 

 

事業名 障害福祉計画策定事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 

「あきる野市障がい者福祉計画」は、障害者基本法に基づく「障害者計画」と障害者総合

支援法に基づく「障害福祉計画」を一体的に作成したものであり、後者の「第４期あきる野

市障害福祉計画」が平成 29年度をもって完了するため、第５期計画（平成 30年度から平成

32年度まで）の策定に向け、策定委員会による検討・策定を行う。 

平成２９年度事業費 ３，２３９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

策定委員会委員報償 

計画策定業務委託 
推進委員会委員報償 推進委員会委員報償 

  

•障害福祉計画の推進 

•理解・啓発活動の推進 

•障がい者への虐待防止 

障がい者福祉の推進 

•地域における自立生活への支援 

•情報提供の充実 

•在宅支援サービスの充実 

•支援機関との連携 

•コミュニケーション支援の充実 

•地域生活への移行促進 

自立生活の支援 

•特別支援教育の推進 

•日中活動の場の確保 

•移動・コミュニケーション支援サービスの推進 

生活行動の支援 

•就労の支援 

•社会復帰の促進 

•障がい者雇用の促進 

•スポーツ・文化活動の充実と参加の支援 

•障がい者団体の運営支援 

•障害福祉の拠点施設の提供 

社会参加の支援 
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事業名 難病患者支援事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 

難病患者が安心して生活できるよう、難病総合相談窓口において、サービス等の利用促進

のため周知・啓発を行う。 

また、就労・生活支援センター「あすく」において、難病患者就労・生活支援コーディネ

ーターを配置し、難病患者の就労に向けた適切な支援を行う。 

平成２９年度事業費 ５，６７２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤嘱託員報酬 

印刷製本 

就労・生活支援事業委託 等 

非常勤嘱託員報酬 

印刷製本 

就労・生活支援事業委託 等 

非常勤嘱託員報酬 

印刷製本 

就労・生活支援事業委託 等 

 

事業名 中等度難聴児発達支援事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
中等度の難聴児に対し、学習や対人コミュニケーションに支障を来すことのないよう、適

切に補聴器の装着がされるよう購入費の助成を行う。 

平成２９年度事業費 ２４７千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

補聴器購入費助成 補聴器購入費助成 補聴器購入費助成 

 

事業名 自立支援給付事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
日常生活を営むことが困難な障がい者（児）に対し、ホームヘルパーの派遣などの居宅介

護や生活訓練など必要なサービスを提供することにより、自立と社会参加の促進を図る。 

平成２９年度事業費 １，２２７，６０６千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

障害福祉サービス費 障害福祉サービス費 障害福祉サービス費 

 

事業名 高次脳機能障害者支援事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 

重い意識障害に陥るような状態から外見上は回復したが失語・失行・失認など日常生活や

社会復帰に支障となっている高次脳機能障がい者及びその家族等からの個別の相談に応じ、

適切な指導、助言、情報提供等の相談支援を行うとともに、高次脳機能障害についての普及

啓発を図り、理解の促進を図る。 

平成２９年度事業費 ２９８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

講師謝礼 

消耗品 

印刷製本 

講師謝礼 

消耗品 

講師謝礼 

消耗品 
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事業名 地域生活支援充実事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
成年後見制度による後見人が無報酬となる状況を改善するため成年後見人に対する費用の

助成を行う。また、聴覚障がい者の意思疎通に欠かせない手話奉仕員を養成するため養成講

座を実施するとともに、市が主催で実施する各行事への手話通訳者の派遣を行う。 

平成２９年度事業費 ２，０３６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

成年後見人等費用助成 

手話奉仕員養成講座講師謝礼 

行事等手話通訳者謝礼 

成年後見人等費用助成 

手話奉仕員養成講座講師謝礼 

行事等手話通訳者謝礼 

成年後見人等費用助成 

手話奉仕員養成講座講師謝礼 

行事等手話通訳者謝礼 

 

事業名 重度心身障害者（児）等入浴サービス事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
在宅で自力又は家族等の介助のみでは入浴が困難な重度身体障がい者等の方に、契約施設

での入浴サービスを提供する。また、自宅の浴槽や外部施設では入浴が困難な方に、委託事

業者が移動入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行う訪問入浴サービスを提供する。 

平成２９年度事業費 ６，６３８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

施設入浴サービス委託 

訪問入浴サービス委託 

施設入浴サービス委託 

訪問入浴サービス委託 

施設入浴サービス委託 

訪問入浴サービス委託 

 

事業名 障害者ふれあいスポーツ交流事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
東京 2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、障がい者の方がスポーツに関わ

る機会を作るとともに、災害弱者である障がい者が防災体験等をする機会を得るため、スポ

ーツ体験と防災体験を兼ね合わせた「障がい者防災・スポーツフェア」を開催する。 

平成２９年度事業費 ２，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

実行委員会補助 実行委員会補助 実行委員会補助 

 

事業名 障がい者就労・生活支援センター運営事業 主管課 障がい者支援課 

事業概要 
障がい者就労・生活支援センターでは、障がい者の一般就労の機会の拡大を図るとともに、

地域における生活の支援を行い、障がい者の自立と社会参加の促進を図る。 

平成２９年度事業費 １５，６９３千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

運営事業委託 等 運営事業委託 等 運営事業委託 等 
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■第３節 市民が生涯を通じて健康で安心して暮らせる保健・医療の充実 ■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 めざせ健康あきる野２１計画策定事業 主管課 健康課 

事業概要 
あきる野市の健康増進計画である「めざせ健康あきる野２１」の第２次計画を平成 30年度

から開始するため、市民の健康の状態を把握し目標数値を設定するため、基礎となる市民ア

ンケート調査を実施し、策定委員会の検討を経て、計画を策定する。 

平成２９年度事業費 ２，２３８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤職員賃金 

策定委員会報償 

通信運搬費 等 
－ － 

 

事業名 データヘルス計画策定事業 主管課 保険年金課 

事業概要 
特定健康診査の情報やレセプト等のデータを活用・分析し、被保険者の健康保持・増進や

生活習慣病の重症化予防等の保健事業を検討するとともに、医療費の適正化につながるデー

タヘルス計画を策定する。 

平成２９年度事業費 ８，２９５千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

計画策定委託 － － 

  

•めざせ健康あきる野２１（健康増進計画）の推進 

•健康教育の推進 

•各種健康診査・検診の充実 

•歯科保健の充実 

•地域における健康づくりの推進 

•ボランティアの育成 

•食育の推進 

•心の健康づくりの充実 

健康づくりの充実 

•予防接種の充実 

•高齢者の予防接種の促進と普及・啓発 

•感染症対策の充実 

•薬物乱用防止対策の推進 

予防体制の充実 

•保健・医療と福祉の連携強化 

•ホームドクターの必要性の啓発 

•連携強化による医療体制の充実 

•救急医療体制の整備 

保健・医療提供体制の充実 
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事業名 口腔がん検診事業 主管課 健康課 

事業概要 
健康づくりの基本となる「栄養」の摂取を高齢期まで維持させるため、口腔に関する健康

づくりとして口腔がん検診を実施する。 

平成２９年度事業費 ９９８千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

口腔がん検診委託 等 口腔がん検診委託 等 口腔がん検診委託 等 

 

事業名 がん検診事業 主管課 健康課 

事業概要 がんの早期発見と正しい健康意識の啓発のため、がん検診を実施する。 

平成２９年度事業費 ９４，９７１千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

健康診査委託 健康診査委託 健康診査委託 

 

事業名 若年層ピロリ菌検診事業 主管課 健康課 

事業概要 
胃がんの原因の８割を占めると言われるピロリ菌の感染を早期に発見し、除菌治療につな

げることで、将来的な胃がん発症リスクの軽減を図るため、ピロリ菌検査を実施する。 

平成２９年度事業費 ３，８７５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

若年層ピロリ菌検診委託 

二次検査費用助成 等 

若年層ピロリ菌検診委託 

二次検査費用助成 等 

若年層ピロリ菌検診委託 

二次検査費用助成 等 

 

事業名 予防接種事業 主管課 健康課 

事業概要 

予防接種法等の規定に基づき定められた疾病及び対象者に対して、感染予防、発病予防、

重症化予防、感染症のまん延予防を目的とし定期予防接種を実施する。また、先天性風しん

症候群の発生を予防し、妊婦の健康の保持を目的とした任意予防接種を実施する。 

加えて、予防接種のスケジュール管理を携帯電話等を活用して適切に行うことにより、接

種率の向上と接種事故を防止し、安心して子育てができることを目的とした予防接種の情報

提供システムを導入する。 

平成２９年度事業費 １８２，８５３千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

予防接種委託 等 予防接種委託 等 予防接種委託 等 

 

事業名 阿伎留病院企業団負担金 主管課 健康課 

事業概要 
公立阿伎留医療センターの運営に要する経費のうち市町村が負担すべき経費について、関

係市町村で分担することにより適正な病院経営に努める。 

平成２９年度事業費 ８５６，１２７千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

阿伎留病院企業団負担金 阿伎留病院企業団負担金 阿伎留病院企業団負担金 
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■第４節 子どもを安心して産み育てられる環境の整備 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 地域子ども育成リーダー事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 

地域の絆を深めるとともに、郷土愛を持った「あきる野っ子」を育てるため、大人たちの

知識、経験などを生かして、それぞれの地域における子どもの安心・安全の確保と健全な育

成を担うとともに子ども・子育てを支える地域づくりを推進するため、地域子ども育成リー

ダーを養成する。 

また、地域子ども育成リーダーが自由な発想で主体となって実施する子どもの育成や子育

て支援などの提案事業に対し補助金を交付し、地域で子どもを育成する環境を整える。 

平成２９年度事業費 ２，０１０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

教育支援人材育成事業委託 

地域子ども育成リーダー提案

事業補助 

消耗品 等 

教育支援人材育成事業委託 

地域子ども育成リーダー提案

事業補助 

消耗品 等 

教育支援人材育成事業委託 

地域子ども育成リーダー提案

事業補助 

消耗品 等 

 

事業名 児童手当給付事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ち

に資することを目的として、中学校修了前までの児童を養育している方に対して手当を支給

する。 

平成２９年度事業費 １，２７９，５００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

児童手当 児童手当 児童手当 

  

•子ども・子育て支援事業計画の推進 

•教育・保育の総合的な提供 

•保育の待機児童の解消【重点施策】 

•保育所における延長保育、低年齢児保育、子育て   
相談等の充実 

•子育て支援の推進 

•児童の一時預かり事業等の推進 

•市立保育所の民営化 

•放課後児童健全育成事業（学童クラブ）の     
充実【重点施策】 

•児童館施設の有効活用 

保育サービスの充実、地域・
家庭における子育ての支援 

•児童虐待防止等支援機関との連携強化 

•ひとり親家庭への支援 

•障害の早期発見・適切な療育の推進 

•障がい児保育の充実 

要保護児童等への対応の充実 

•防犯活動の推進 
 子育てを支援する生活環境の 

 整備 
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事業名 児童扶養手当給付事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 
離婚等により、父や母と生計を異にする児童を養育する母子家庭や父子家庭等の生活の安

定と自立を促進し、児童の福祉を増進するため、手当を支給する。 

平成２９年度事業費 ３０４，０４１千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

児童扶養手当 児童扶養手当 児童扶養手当 

 

事業名 児童育成手当給付事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 
離婚等により、父や母と生計を同じくしていない児童を養育している母子家庭や父子家庭

等の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るため、育成手当を支給する。 

また、20歳未満の障害児を養育している方に対し、障害手当を支給する。 

平成２９年度事業費 ２４１，８５１千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

児童育成手当 児童育成手当 児童育成手当 

 

事業名 義務教育就学児医療費助成事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 
子育て世代に係る負担の軽減を図るため、義務教育就学期にある児童生徒に係る医療費の

自己負担に対する助成を行う。 

平成２９年度事業費 １５７，６８０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

医療費助成費 医療費助成費 医療費助成費 

 

事業名 特定不妊治療費助成事業 主管課 健康課 

事業概要 
東京都の助成に上乗せする形で特定不妊治療費助成事業を実施する。市民サービスの向上

を図り、子どもを安心して産み育てられる環境の整備を目指すとともに、少子化対策として、

特定不妊治療費の助成を行い、患者の経済的負担を軽減する。 

平成２９年度事業費 ３，２５０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

特定不妊治療費助成 特定不妊治療費助成 特定不妊治療費助成 

 

事業名 小規模保育所運営事業 主管課 保育課 

事業概要 
平成 27年度からスタートした「子ども・子育て支援新制度」に合わせ、幼児期の教育・保

育の充実を図るため、小規模保育所を設置した４園に地域型保育事業の運営を委託する。 

平成２９年度事業費 １１６，０７９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

小規模保育所運営委託 

保育士等キャリアアップ補助 

保育サービス推進事業補助 

小規模保育所運営委託 

保育士等キャリアアップ補助 

保育サービス推進事業補助 

小規模保育所運営委託 

保育士等キャリアアップ補助 

保育サービス推進事業補助 
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事業名 私立保育所運営事業 主管課 保育課 

事業概要 

生後３か月から小学校就学前の児童の保護者が、就労や病気などの理由により家庭におい

て十分保育することができない場合に保護者に代わり保育を行う民間保育所に対し、保育の

委託及び運営経費の一部の支援を行う。また、就学前までの児童を、保護者が疾病、出産及

び親族の看護、その他育児疲れなどでリフレッシュしたいときなどに市内の私立保育園で通

常保育の利用定員の空き等を活用して児童を預かる一時預かり事業（余裕活用型・都単独型）

で、子育てに伴う養育者の身体的、精神的負担を軽減する。 

平成２９年度事業費 ２，５０４，１２３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

私立保育所運営委託 

施設運営費補助 

一時預かり事業委託 

私立保育所運営委託 

施設運営費補助 

一時預かり事業委託 

私立保育所運営委託 

施設運営費補助 

一時預かり事業委託 

 

事業名 認定こども園運営事業 主管課 保育課 

事業概要 
乳・幼児期の教育・保育の充実や待機児童の削減を図るとともに、地域の子育て支援を行

うため、０歳児から５歳児までを対象に、教育と保育を一体的に行う認定こども園に対し、

施設型給付費を支給する。平成 29年４月から、１園が認定こども園への移行を予定している。 

平成２９年度事業費 ４９，７７３千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

認定こども園運営委託 認定こども園運営委託 認定こども園運営委託 

 

事業名 認定こども園整備事業 主管課 保育課 

事業概要 
子ども・子育て支援新制度を推進し、より良好な子育て環境を整備するため、認定こども

園への移行を支援し、施設整備費の一部を補助する。 

平成２９年度事業費 ７２，６２５千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

認定こども園施設整備費補助 － － 

 

事業名 私立保育所整備事業 主管課 保育課 

事業概要 待機児童の解消を図るため、私立保育園の施設整備を支援する。 

平成２９年度事業費 ４３０，７９４千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

民間保育所施設整備費補助 民間保育所施設整備費補助 － 

 

事業名 保育従事職員宿舎借上支援事業 主管課 保育課 

事業概要 
待機児童解消のための保育士確保策の一つとして、地方出身の職員のための職員宿舎を借

り上げた法人に対して支援を行う。 

平成２９年度事業費 １６，３５９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

保育従事職員宿舎借上支援事

業補助 

保育従事職員宿舎借上支援事

業補助 

保育従事職員宿舎借上支援事

業補助 
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事業名 新生児誕生お祝い事業 主管課 市民課 

事業概要 
新生児が誕生したときに地域の特産品と交換できるクーポン券を希望者に手渡しし、子ど

もの誕生を共に祝い、子育てを支援する。 

平成２９年度事業費 １，８５０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

地域特産クーポン券 等 地域特産クーポン券 等 地域特産クーポン券 等 

 

事業名 母と子の健康教育事業 主管課 健康課 

事業概要 

妊娠期からの支援として、全ての妊婦を対象として専門職が面接を行い、心身の状態や家

庭の状況を把握するよう取り組んでいる中で、社会で子育てを支援するというメッセージを

込め、育児パッケージ（子育て用品等）を配布する。また、平成 29年度から、あきる野ルピ

アで利用者支援事業（母子保健型）を実施し、更に子育て支援の推進を図るため、専任の保

健師を配置するとともに、栄養士を増員する。 

平成２９年度事業費 １７，０５２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

出産子育て応援育児パッケージ 

保健師・栄養士報酬 等 

出産子育て応援育児パッケージ 

保健師・栄養士報酬 等 

出産子育て応援育児パッケージ 

保健師・栄養士報酬 等 

 

事業名 子育て支援アプリ運営事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 
妊娠、出産、子育て支援や子育て世代の就労支援などの情報をまとめたネット上の総合窓

口となるアプリ及びウェブサイトにより、子育て世代の保護者等に子ども・子育て支援など

の情報やイベント情報などを提供する。 

平成２９年度事業費 １，０７６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

子育て支援アプリサーバ等使

用料 

子育て支援アプリサーバ等使

用料 
子育て支援アプリサーバ等使

用料 

 

事業名 子育て支援拠点整備事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 
子育ての悩みや不安を軽減し、子どもの健やかな育ちを促進するため、子育て支援拠点を

整備し、サービスの充実を図る。平成 29年度は、子育てひろばや一時預かり施設等を整備す

る。 

平成２９年度事業費 ６９，９１５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

子育て支援拠点施設工事 

備品購入 等 
－ － 
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事業名 子どもの学習支援事業 主管課 子ども政策課 

事業概要 

授業がよく分からない、みんなについていくのが難しい、家庭での勉強のやり方が分から

ないなど、学習に不安のある児童・生徒の基礎学力の向上や家庭学習の習慣付けを図るため、

平成 28年９月から小学校５、６年生及び中学校１年生を対象に学習支援事業を実施した。平

成 29年度は、対象者を中学校２年生まで拡大し実施する。 

平成２９年度事業費 ８，０９８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤職員賃金 

消耗品 等 

非常勤職員賃金 

消耗品 等 

非常勤職員賃金 

消耗品 等 

 

事業名 子育てひろば事業 主管課 子ども家庭支援センター 

事業概要 

公共施設や保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子

育ての不安や悩みを相談できる場、子育てに関する情報収集等ができる場として、市内に子

育てひろばを４か所（子育てひろばいつかいち、子育てひろばるぴああきる野っ子、子育て

ひろば秋川あすなろ、子育てひろばにしあきる）を開設している。平成 29年度は、あきる野

ルピア２階に新たな子育てひろばを開設し、楽しく・安心して子育てができる環境を整え、

更なる事業の充実を図る。 

平成２９年度事業費 ３１，５２８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

子育てひろば事業委託 子育てひろば事業委託 子育てひろば事業委託 

 

事業名 利用者支援事業 主管課 子ども家庭支援センター 

事業概要 

教育・保育施設や地域の子育て支援事業等の利用情報を集約し、保護者からの相談に応じ、

必要な情報提供・助言を行うとともに関係機関との連絡調整を行う利用者支援事業（基本型）

により、教育・保育事業や地域子育て支援事業の中から適切なものを選択し、円滑に利用で

きるよう、専任の職員等が子育てひろば等で支援する。また、個別に支援が必要な方への支

援や地域連携（関係機関との連携）を行う。 

平成２９年度事業費 １１，６５６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

利用者支援事業委託 等 利用者支援事業委託 等 利用者支援事業委託 等 

 

事業名 ファミリー・サポート・センター事業 主管課 子ども家庭支援センター 

事業概要 

地域において市民が相互に行う一時保育等の育児に関する援助活動を支援するため、ファ

ミリー・サポート・センターを設置し、センター会員の募集や登録、講習会や交流会の実施、

援助活動の調整などを行い、仕事と育児の両立できる環境を整備し、子育て支援及び児童の

福祉の向上を図る。事業の充実を図るため、事務所をルピアに移転するとともに、平成 29年

度から、乳幼児の預かり等に関しノウハウがあり、効率的に事業運営が行える事業者に委託

を行う。 

平成２９年度事業費 １３，０５２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

事業委託 等 事業委託 等 事業委託 等 
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事業名 子ども家庭支援センター事業 主管課 子ども家庭支援センター 

事業概要 

子ども家庭支援センターでは、ケースマネジメントの手法により、子ども及び家庭に関す

るあらゆる相談に応じ、虐待対策ワーカー、子ども家庭支援ワーカー、地域活動ワーカー、

専門相談員を配備し、関係機関と連携しながら子どもと家庭を支援しているが、児童虐待や

養育困難への対応など相談件数は増加し、ケースの内容も専門的で複雑化しており、きめ細

かな対応が求められるとともに、早急な対応が必要とされる。このため、平成 29年度からは、

各種事業を市民の身近な場所であるあきる野ルピアで展開する。職員を増員するとともに、

開設時間の延長、開設日の拡大をし、事業の充実を図る。 

平成２９年度事業費 ２１，２２５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤嘱託員報酬 

通信運搬費 等 

非常勤嘱託員報酬 

通信運搬費 等 
非常勤嘱託員報酬 

通信運搬費 等 

 

事業名 病児・病後児保育室整備事業 主管課 子ども家庭支援センター 

事業概要 
病気又は病気回復期にあり集団保育が困難な児童を保護する「病児・病後児保育事業」を

実施するに当たり、医療機関に併設された施設の整備を行う。 

平成２９年度事業費 １１９，１９２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

病児・病後児保育室整備工事 

備品購入 等 
事業委託 等 事業委託 等 

 

事業名 母子・父子自立支援員・女性相談員事業 主管課 子ども家庭支援センター 

事業概要 

母子・父子自立支援員及び女性相談員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び売春防止法

に基づき設置され、母子家庭・父子家庭や保護が必要な女性に対して情報提供、施設入所な

どの援助を行っている。近年は、ＤＶ被害の母子・父子と女性に対しても援助、支援等を行

っている。平成 28年度からは、専門的な知識を持つ支援員を配置し、様々な生活環境、精神

状態、悩みなどを抱えた相談者に寄り添った継続的な支援をしている。 

平成２９年度事業費 ３，７３８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

支援員及び相談員報酬 

非常勤嘱託員社会保険料 等 

支援員及び相談員報酬 

非常勤嘱託員社会保険料 等 

支援員及び相談員報酬 

非常勤嘱託員社会保険料 等 

  



47 

■第５節 総合的な地域福祉の推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 生活困窮者自立支援事業 主管課 生活福祉課 

事業概要 
生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階での自立支援策を強化するため、自立相談支

援事業の実施や住居確保給付金の支給などの自立支援事業を行う。 

平成２９年度事業費 ５，３４６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

支援員報酬 

非常勤職員賃金 

印刷製本 

住居確保給付金 等 

支援員報酬 

非常勤職員賃金 

印刷製本 

住居確保給付金 等 

支援員報酬 

非常勤職員賃金 

印刷製本 

住居確保給付金 等 

 

事業名 臨時福祉給付金給付事業 主管課 生活福祉課 

事業概要 
低所得者に対し、消費税率引上げによる影響を緩和するため、臨時福祉給付金の給付を引

き続き実施する。 

平成２９年度事業費 １９６，９３６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

臨時福祉給付金 

非常勤職員賃金 

申請受付等業務委託 等 

－ － 

 

事業名 生活保護受給世帯援護事業 主管課 生活福祉課 

事業概要 
生活保護法により、被保護世帯に対して、最低限度の生活を保障するとともにその自立を

助長するため、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助等の扶助費を支給する。 

平成２９年度事業費 １，５７０，７０５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

生活保護法内援護措置費 生活保護法内援護措置費 生活保護法内援護措置費 

  

•地域保健福祉計画の推進 

•保健福祉相談内容の総合的な解決体制の推進 

•生活困窮者に対する相談・支援等の充実 

•町内会・自治会、民生委員・児童委員 、ふれあい福祉
委員等の活動支援 

•成年後見制度の利用の支援 

•ボランティア活動の支援 

•ユニバーサルデザインの推進 

•心のバリアフリーの醸成 

総合的な地域福祉の推進 
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第５章 
生涯健やかな体と心を培う人権尊重を基調とした教育文化都市をめざして 

（教育・文化分野） 

■第１節 人権尊重教育の推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 児童・生徒心理テスト調査事業 主管課 指導室 

事業概要 
小学校３年生、５年生及び中学校１年生を対象にした児童・生徒心理テストを実施し、そ

の結果を学級経営に生かすとともに、いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に活用する。 

平成２９年度事業費 １，０８８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

児童・生徒心理テスト調査委

託 

児童・生徒心理テスト調査委

託 

児童・生徒心理テスト調査委

託 

 

事業名 スクールソーシャルワーカー活用事業 主管課 指導室 

事業概要 
いじめや不登校等、児童・生徒の問題行動等の未然防止、改善及び解決を図るため、関係

機関等と連携を図り、福祉面から児童・生徒等の支援を行うことができるようにするため、

スクールソーシャルワーカーを配置する。 

平成２９年度事業費 １，０８８千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

指導員報酬 指導員報酬 指導員報酬 

 

事業名 男女共同参画計画推進事業 主管課 企画政策課 

事業概要 

男女共同参画社会の実現を目指して、あきる野市男女共同参画計画「あきる野男女共同参

画プラン」を市民との協働で推進する。男女共同参画推進市民会議を設置し、市民委員と行

政との協働により、男女共同参画社会に向けた意識の啓発及び意識の醸成を円滑に推進する。

平成 29年度は、平成 30年度からの「第４次あきる野男女共同参画プラン」の策定に向け、

プランの改定を議題とした市民会議を開催するとともに、改定の内容等についての助言やチ

ェックをするアドバイザーを活用する。 

平成２９年度事業費 ３４７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

市民会議委員報償 

男女共同参画計画アドバイザ

ー報償 等 

指導員報酬 指導員報酬 

  

•人権尊重教育の推進 

•教職員の人権尊重意識の向上 

•いじめの防止対策の充実 

人権尊重の推進 

•男女共同参画プランの推進 

•配偶者等からの暴力の防止と被害者保護 

•ワーク・ライフ・バランスの推進 

男女共同参画社会の実現 
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事業名 男女共同参画啓発事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 
男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発事業として、市民実行委員による実行委員会で

企画運営するフォーラムを開催する。 

平成２９年度事業費 ３４４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

講師謝礼 

会場使用料 等 

講師謝礼 

会場使用料 等 

講師謝礼 

会場使用料 等 

 

事業名 ワーク・ライフ・バランス推進事業所認定事業 主管課 企画政策課 

事業概要 

市民一人一人がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家

庭や地域生活などにおいても、人生の各段階に応じて多様な生き方が選択でき、実現できる

よう、仕事と生活の調和を図るワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、ワーク・ライ

フ・バランスに取り組む事業所を推進事業として認定し、推進事業所及びその取組内容を広

く紹介する。 

平成２９年度事業費 ０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

推進事業所認定 推進事業所認定 推進事業所認定 
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■第２節 生涯学習社会の振興 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 国際化推進事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 

国際姉妹都市であるアメリカ合衆国マールボロウ市へ市立中学校の生徒を派遣し、ホーム

ステイを通じて相互理解を深めるなど交流活動を行い、国際的視野を持つ人材の育成を図る。 

また、マールボロウ市ウィットコムスクールの生徒を市立中学校へ受け入れることによっ

て、異文化交流を通し、幅広く中学生の国際理解を深める。 

平成２９年度事業費 ５，５５１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

中学生海外派遣事業委託 

派遣事業引率者負担金 

派遣事業補助金 

会場等使用料 等 

中学生海外派遣事業委託 

派遣事業引率者負担金 

派遣事業補助金 

会場等使用料 等 

中学生海外派遣事業委託 

派遣事業引率者負担金 

派遣事業補助金 

会場等使用料 等 

 

事業名 生涯学習推進事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 
市民の生涯にわたる学習活動の支援と豊かな生涯学習社会を実現するため、市民解説員活

動、ＩＴボランティア活動等の各種事業を実施する。 

平成２９年度事業費 ８１５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

講師等謝礼 

通信運搬費 

消耗品 等 

講師等謝礼 

通信運搬費 

消耗品 等 

講師等謝礼 

通信運搬費 

消耗品 等 

 

事業名 生涯学習推進体制整備・理解啓発事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 
市民団体との協働により生涯学習シンポジウムを開催し、市民が主体的に生涯学習活動を

行っていくことの重要性を啓発するとともに、学習活動の成果を生かす機会を提供する。 

平成２９年度事業費 １５１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

シンポジウム開催委託 

消耗品 

シンポジウム開催委託 

消耗品 

シンポジウム開催委託 

消耗品 

  

•国際化推進体制の充実と関係団体への支援 

•外国人にもやさしいまちづくりの推進 

•国際姉妹都市マールボロウ市との交流推進 

国際化の推進 

•生涯学習推進計画の推進 

•学習機会提供の拡充 

•生涯学習推進体制の整備 

•学習情報の提供と相談体制の整備 

•生涯学習関連施設の整備と充実 

•人材育成の充実 

生涯学習の推進 
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■第３節 青少年の健全育成の推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

【事業計画】                              

事業名 適応指導教室事業 主管課 指導室 

事業概要 

心理的要因により、通常の様々な学校生活に不適応感を抱いている児童・生徒や不登校児

童・生徒に対し、適応指導教室「せせらぎ教室」において専任指導員や指導員による適切な

指導及び助言を行い、改善及び在学校への復帰を目指す。年々、入級者が増えているため、

平成 29年度は、指導者の負担を軽減するとともに児童・生徒一人一人に、より適切な指導を

行えるよう増員を図る。 

平成２９年度事業費 ７，４８０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

主任専任指導員報酬 

指導員報酬 

主任専任指導員報酬 

指導員報酬 

主任専任指導員報酬 

指導員報酬 

 

事業名 教育相談所事業 主管課 指導室 

事業概要 
子ども、保護者の家庭や学校に関する悩みや相談事について、臨床心理士や専任相談員が

相談に応じ、助言や必要な情報の提供を行うとともに、教職員を対象とした相談にも対応す

る。平成 29年度は、市費負担の主任専任相談員を１人増員する。 

平成２９年度事業費 １１，１５２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

主任専任相談員報酬 

臨床心理士報酬 

主任専任相談員報酬 

臨床心理士報酬 

主任専任相談員報酬 

臨床心理士報酬 

  

•適応指導教室の充実 

•学校教育相談等の充実 
学校での健全育成 

•地域リーダーの育成 

•青少年健全育成団体等の支援 

•子ども読書活動の推進 

•青少年の野外活動の推進 

•放課後子どもプランの推進 

地域や家庭での健全育成 
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事業名 大島子ども体験塾事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 

地域間・異年齢間の交流や大自然を舞台とした様々な活動及び体験を通じて、心身を鍛え、

自らの力で積極的に社会に貢献できる人材を育成することを目的に、羽村市と共同で事業を

実施する。平成 29年度から東京都市長会の助成金が市に入金されてから実行委員会へ補助す

る仕組みになったことから、補助金を計上する。 

平成２９年度事業費 ４，３７８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 
多摩・島しょ広域連携活動補

助 

大島子ども体験塾実行委員会

補助 等 

多摩・島しょ広域連携活動補

助 

大島子ども体験塾実行委員会

補助 等 

多摩・島しょ広域連携活動補

助 

大島子ども体験塾実行委員会

補助 等 

 

事業名 放課後子ども教室推進事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 
放課後等に子どもたちの安全で健やかな活動場所を確保するため、小学校の体育館や校庭

等を利用し、地域の方などの参画を得て、放課後子ども教室を実施する。平成 29年度は、実

施校を１校新設し、コーディネーター１人と安全管理員６人を増員する。 

平成２９年度事業費 ９，４９２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

嘱託員報酬 

運営事業講師等謝礼 

保険料 

備品購入 等 

嘱託員報酬 

運営事業講師等謝礼 

保険料 等 

嘱託員報酬 

運営事業講師等謝礼 

保険料 

備品購入 等 

 

事業名 学校支援地域本部事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 

地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進するため、学校支援本部を小学校区に設

置し、学習支援、環境整備や見守り活動などの学校支援を実施し、教員や地域の大人が子ど

もと向き合う時間の拡大や住民等の学習成果の活用機会の拡充、地域の教育力の活性化を図

る。 

平成２９年度事業費 ３，７００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

学校支援地域本部事業委託 

委員報償 

学校支援地域本部事業委託 

委員報償 

学校支援地域本部事業委託 

委員報償 

  



53 

■第４節 個性を生かす学校教育の充実 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 小学校就学援助費支給拡大事業 主管課 教育総務課 

事業概要 
児童が安心して学校生活を送る環境を整えるとともに保護者の負担軽減を図るため、経済

的理由により就学が困難な児童の保護者に学用品等を支給する就学援助費について、支給時

期を拡大し、小学校入学予定の児童の保護者に入学前に学用品費を支給する。 

平成２９年度事業費 ３，８０７千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

就学援助システム改修委託 

就学援助費（入学前新入学児

童学用品費） 

就学援助費（入学前新入学児

童学用品費） 

就学援助費（入学前新入学児

童学用品費） 

 

事業名 中学校就学援助費支給拡大事業 主管課 教育総務課 

事業概要 
生徒が安心して学校生活を送る環境を整えるとともに保護者の負担軽減を図るため、経済

的理由により就学が困難な生徒の保護者に学用品等を支給する就学援助費について、支給時

期を拡大し、中学校入学予定の生徒の保護者に入学前に学用品費を支給する。 

平成２９年度事業費 ２，１４３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

就学援助費（入学前新入学生

徒学用品費） 

就学援助費（入学前新入学生

徒学用品費） 

就学援助費（入学前新入学生

徒学用品費） 

  

•教育基本計画の推進 

•特別支援教育の推進 

•小中一貫教育の推進【重点施策】 

•学力向上対策の推進 

•環境教育の推進 

•スポーツ教育の推進 

•国際理解教育の推進 

•特色ある学校づくりの推進 

•教員の資質・能力の向上 

•伝統・文化理解教育の推進【重点施策】 

•幼児教育の振興の支援 

•学校図書館の機能の充実 

•友好姉妹都市栗原市の中学生との相互交流の充実 

教育内容の充実 

•情報化社会に対応した教育環境の整備 

•学校施設の非構造部材の耐震化の推進 

•老朽化した学校施設の改修・改善の推進 

•学校保健の充実 

•遠距離通学に対する支援 

•子どもの安全確保の推進 

•学校施設の計画的整備 

•学校給食センター整備計画の推進 

教育環境の整備 
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事業名 特別支援教育推進事業 主管課 指導室 

事業概要 

通常の学級等に在籍し、特別な支援を要する児童・生徒へ適切な支援を行うため、臨床心

理士による巡回相談を実施するとともに、特別支援学級に在籍する児童・生徒への関わり方

について検討するために専門医の学校訪問指導を実施する。さらに、特別な支援を要すると

思われる児童・生徒への適切な就学先を提供するため就学相談を実施する。 

平成 29年度は、小学校全校で特別支援教室を設置する。 

平成２９年度事業費 ７，５１２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤嘱託員報酬 

委員報償 

協力者謝礼 等 

非常勤嘱託員報酬 

委員報償 

協力者謝礼 等 

非常勤嘱託員報酬 

委員報償 

協力者謝礼 等 

 

事業名 小中一貫教育推進事業 主管課 指導室 

事業概要 
全ての市立学校において実施している市の主要な教育施策である小中一貫教育の充実を目

的に、六つの中学校区ごとに推進計画を立て、それを基に委託により事業を実施する。 

平成２９年度事業費 ６００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

小中一貫教育推進委託 小中一貫教育推進委託 小中一貫教育推進委託 

 

事業名 小・中学校教科書指導書購入事業 主管課 指導室 

事業概要 新たに使用する教科書の選定採択を行い、購入する。 

平成２９年度事業費 ４，３９０千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

教科書指導書購入 教科書指導書購入 教科書指導書購入 

 

事業名 学力ジャンプアップ事業 主管課 指導室 

事業概要 
児童・生徒の学力向上を目的に、市内小・中学校の 16校全校が目標値を設定し、その達成

に向けて外部人材を活用した一人一人への手厚い支援、補習の充実等の取組を推進する学力

ジャンプアップ事業を実施する。 

平成２９年度事業費 １６，０００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

講師等謝礼 講師等謝礼 講師等謝礼 

 

事業名 小宮ふるさと自然体験学校運営事業 主管課 環境政策課 

事業概要 
自然環境教育を推進するため、自然環境の素晴らしさや大切さ、生命の不思議や感動を多

くの子どもたちに伝え、地域の森を次世代に引き継ぐため、自然体験事業や自然環境教育活

動を実施する。 

平成２９年度事業費 １５，０３３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

学校長報酬 

非常勤職員賃金 

森林ガイド等謝礼 

備品購入 等 

学校長報酬 

非常勤職員賃金 

森林ガイド等謝礼 

備品購入 等 

学校長報酬 

非常勤職員賃金 

森林ガイド等謝礼 

備品購入 等 
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事業名 教職員人材育成事業 主管課 指導室 

事業概要 

児童・生徒の学力向上に向け、若手教員の指導力を始めとした資質・能力の向上を図るた

め、教職員研修センター指導員を各学校に派遣し、専門的な見地から授業観察等実践指導を

実施する。平成 29年度は、市費雇用者の指導員を１人増員するとともに、初任者宿泊研修を

実施する。 

平成２９年度事業費 ３，４００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

教職員研修センター指導員報酬 

初任者宿泊研修用消耗品 等 

教職員研修センター指導員報酬 

初任者宿泊研修用消耗品 等 

教職員研修センター指導員報酬 

初任者宿泊研修用消耗品 等 

 

事業名 小学校非構造部材耐震化事業 主管課 教育総務課 

事業概要 
校舎窓ガラスの飛散防止フィルムの老朽化に伴い張替工事を実施するとともに、校舎非構

造部材の耐震化工事に向け設計を行う。 

平成２９度事業費 ８５，６７３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

校舎非構造部材耐震化設計委託 

校舎窓ガラスフィルム張替工事 

校舎・体育館非構造部材耐震

化工事 

校舎・体育館非構造部材耐震

化工事 

 

事業名 中学校非構造部材耐震化事業 主管課 教育総務課 

事業概要 校舎非構造部材の耐震化工事に向け調査を行う。 

平成２９年度事業費 １，０００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

校舎非構造部材耐震化調査委託 

校舎非構造部材耐震化調査委託 

校舎・体育館非構造部材耐震化

工事 

校舎・体育館非構造部材耐震

化工事 

 
 

事業名 小学校施設維持管理事業 主管課 教育総務課 

事業概要 小学校が安全で衛生的な施設として利用できるよう維持管理する。 

平成２９年度事業費 １０，８００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

各種設備補修等修繕 各種設備補修等修繕 各種設備補修等修繕 

 

事業名 中学校施設維持管理事業 主管課 教育総務課 

事業概要 中学校が安全で衛生的な施設として利用できるよう維持管理する。 

平成２９年度事業費 ７，４００千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

各種設備補修等修繕 各種設備補修等修繕 各種設備補修等修繕 
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事業名 小学校施設整備事業 主管課 教育総務課 

事業概要 小学校が安全で衛生的かつ利便性のある施設として利用できるよう整備する。 

平成２９年度事業費 １９，４００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

校庭整備等委託 

高圧気中開閉器工事 

特別支援学級改修工事 

その他整備工事 

校庭整備等委託 

高圧気中開閉器工事 

その他整備工事 

校庭整備等委託 

その他整備工事 

 

事業名 中学校施設整備事業 主管課 教育総務課 

事業概要 中学校が安全で衛生的かつ利便性のある施設として利用できるよう整備する。 

平成２９年度事業費 ２９，４０４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

校庭整備等委託 

プール本体塗装工事 

校舎床改修工事 

高圧気中開閉器工事 

その他整備工事 

校庭整備等委託 

校舎床改修工事 

高圧気中開閉器工事 

その他整備工事 

校庭整備等委託 

校舎床改修工事 

その他整備工事 

 

事業名 小学校施設改善事業 主管課 教育総務課 

事業概要 小学校で安心しておいしい水道水が飲めるように水飲栓直結給水化工事を実施する。 

平成２９年度事業費 ３２，５９２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

水飲栓直結給水化工事 

工事監理委託 

水飲栓直結給水化工事 

工事監理委託 

水飲栓直結給水化工事 

工事監理委託 

 

事業名 中学校施設改善事業 主管課 教育総務課 

事業概要 
中学校で安心しておいしい水道水が飲めるように水飲栓直結給水化工事を実施する。また、

教室数の不足が予測される学校の増築に向け、設計を行う。 

平成２９年度事業費 ３９，１４９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

水飲栓直結給水化工事 

工事監理委託 

校舎増築設計委託 

水飲栓直結給水化工事 

工事監理委託 

校舎増築工事 

水飲栓直結給水化工事 

工事監理委託 
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事業名 学校防災備蓄整備事業 主管課 教育総務課 

事業概要 
災害時において、児童・生徒の無理な帰宅を抑制し、保護者へ引き渡すまで学校が安全に

保護する間に必要となる食糧等を備蓄する。 

平成２９年度事業費 １，７８９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

災害用備蓄品購入 

(水・食糧・毛布) 

災害用備蓄品購入 

(水・食糧・毛布) 

災害用備蓄品購入 

(水・食糧・毛布) 

 

事業名 学校安全体制整備推進事業 主管課 教育総務課 

事業概要 
学校、スクールガードリーダー、学校安全ボランティア等で学校安全推進会議を開催し、

学校安全対策の現状と課題等の共通理解を図る。平成 29年度は、老朽化が進み見えにくくな

っている通学路看板に張る表示シートを購入し、看板部分をリニューアルする。 

平成２９年度事業費 ８０９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

スクールガード・リーダー謝礼 

通学路看板表示シート購入 等 

スクールガード・リーダー謝礼 

傷害保険料 等 

スクールガード・リーダー謝礼 

傷害保険料 等 

 

事業名 通学路防犯カメラ設置事業 主管課 教育総務課 

事業概要 児童の登下校時の更なる安全確保を図るため、通学路に防犯カメラを設置する。 

平成２９年度事業費 ６，７０４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

防犯カメラ設置工事 

保守点検 

記録用ＳＤ取出委託 等 

保守点検 

記録用ＳＤ取出委託 

電気料 等 

保守点検 

記録用ＳＤ取出委託 

電気料 等 

 

事業名 学校給食センター調理員派遣事業 主管課 学校給食課 

事業概要 
新給食センター稼働までに兆厘の人数は退職に伴い減少していく中で、非常勤職員で対応

することとなっているが、人材確保が難しい状況であることから、民間兆厘の派遣業務委託

により対応する。 

平成２９年度事業費 ５，０５５千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

民間調理員派遣業務委託 民間調理員派遣業務委託 民間調理員派遣業務委託 

 

事業名 学校給食センター整備事業 主管課 学校給食課 

事業概要 
新たな学校給食センターは、ＰＦＩ方式により武蔵引田駅北口土地区画整理事業地内に整

備する。平成 29年度は、建設用地の地盤調査（ボーリング予備調査）を行う。 

平成２９年度事業費 ３，２４９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ＰＦＩ業務支援員謝礼 

地盤調査委託 等 
消耗品 等 

ＰＦＩアドバイザリー業務委託 

事業者選定委員会委員報償 
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【事業計画】                              

事業名 中央図書館設備整備事業 主管課 図書館 

事業概要 
中央図書館の利用者に対し安全・快適な環境を提供するため、施設の適正な維持管理を行

う。平成 29年度は、耐久回数を超えた自動ドアと経年劣化により陥没した外構を補修し、施

設の適正な整備を行う。 

平成２９年度事業費 ７９５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

自動ドア駆動装置補修 

外構補修 
外構補修 － 

 

事業名 東部図書館設備整備事業 主管課 図書館 

事業概要 

東部図書館の利用者に対し安全・快適な環境を提供するため、施設の適正な維持管理を行

う。平成 29年度は、経年劣化により誤作動等が発生し利用者に不便をかけている冷温水発生

機の改修を行うとともに、経年劣化でササクレができているウッドデッキの洗浄及び保護塗

料を塗布し、施設の適正な整備を行う。 

平成２９年度事業費 ３，６７８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

空調設備改修工事 

ウッドデッキ保護塗料塗布修繕 
－ － 

 

事業名 五日市図書館設備整備事業 主管課 図書館 

事業概要 

五日市図書館の利用者に対し安全・快適な環境を提供するため、施設の適正な維持管理を

行う。平成 29年度は、閉架書庫内の故障している簡易リフトの交換工事と、老朽化によりは

め込みガラスがはすれて倒れる事故が発生するおそれのある自動ドアの修繕を行い、施設の

適正な整備を行う。 

平成２９年度事業費 ２，７９１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

簡易リフト交換工事 

正面玄関自動ドア修繕 
－ － 

  

•図書館施設、設備の整備・充実 

•図書館の広域的連携の推進 

•図書館の電子情報提供の推進 

•障がい者等への図書館サービスの向上 

•図書館ボランティアの育成 

•地域・行政資料の収集と情報提供の充実 

社会教育の拠点整備 

•文化財保護の推進 

•文化財の活用の推進 

•文化財の啓発 

•伝統芸能保存活動の支援【重点施策】 

文化財の保護・活用の推進 
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事業名 五日市図書館所蔵資料ＣＤセキュリティケース導入事業 主管課 図書館 

事業概要 
図書館資料の適正管理、利便性の向上や効果的・効率的な図書館運営を図るため、五日市

図書館所蔵のＣＤに使用するＣＤセキュリティケース及びＩＣタグを購入する。 

平成２９年度事業費 １６２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ＣＤセキュリティケース購入 

ＩＣタグ購入 

ＣＤセキュリティケース購入 

ＩＣタグ購入 
－ 

 

事業名 図書館障がい者サービス機器保守事業 主管課 図書館 

事業概要 
情報のバリアフリー化を推進し、「いつでも・どこでも・だれもが学び、情報が活用できる

図書館」を実現するため、寄贈された障がい者サービス機器の保守委託を行う。 

平成２９年度事業費 １６２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

障がい者サービス機器保守委

託 

障がい者サービス機器保守委

託 

障がい者サービス機器保守委

託 

 

事業名 五日市郷土館設備整備事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 

五日市郷土館は、民具、文献等の各種文化財関係資料を収集し、清掃、修理、登録等を行

い、収蔵して保管している。五日市郷土館の防火シャッターには閉鎖作動時の危害防止機構

等がないため、避難者が挟まれてしまう可能性があることから修理し、非常時に来館者及び

職員が安全に避難できるようにする。 

平成２９年度事業費 ７１９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

防火シャッター修理 － － 
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■第６節 文化・スポーツ・レクリエーションの振興 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 秋川キララホール設備整備事業 主管課 生涯学習推進課 

事業概要 
市民が安心・安全に施設を利用できるよう維持管理を行う。平成 29年度は、音響調整卓や

ワイヤレスマイク設備など音響設備の改修を行うとともに、開閉式のベビーシートをトイレ

に設置する。 

平成２９年度事業費 １６，１１３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

音響設備改修工事 

ベビーシート設置工事 
－ － 

 

事業名 スポーツ推進計画推進事業 主管課 スポーツ推進課 

事業概要 

あきる野市スポーツ推進計画は、平成 25年度から平成 32年度までの８年の計画であり、

「成人の週１回以上のスポーツ実施率 70％」の数値目標を掲げており、計画期間の中間時点

である平成 29年度に、計画の進捗状況を検証し、社会情勢に合わせ必要に応じて見直しを行

うため、市民を対象にしたスポーツに関するアンケート調査を実施する。 

平成２９年度事業費 ５４６千円 

事業内容 
平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

アンケート調査票郵券代 － － 

 

事業名 多摩・島しょスポーツ振興事業 主管課 スポーツ推進課 

事業概要 
東京都市長会助成事業を活用し、スポーツ教室等を開催することで、地域の子どもの体力・

運動能力の向上や住民の健康増進及びスポーツ人口の拡大を図り、地域の活性化及び魅力を

高める。 

平成２９年度事業費 １，３００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

小中学生ハンドボール教室実

行委員会、ラジオ体操普及推

進実行委員会補助 

スポーツ教室実行委員会補助 スポーツ教室実行委員会補助 

  

•文化、レクリエーション活動の拠点施設の充実 

•公民館事業の充実 

•秋川キララホールの利用促進 

•アートスタジオ五日市の活用 

芸術文化の振興 

•郷土学習の支援 郷土学習の振興 

•スポーツ推進計画の推進 

•スポーツ活動の機会の充実【重点施策】 

•スポーツ施設の整備・充実 

•スポーツ活動を支援する環境の整備 

•市の特性を活かしたスポーツ推進 

スポーツの推進 
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事業名 秋川流域子ども体験塾事業 主管課 スポーツ推進課 

事業概要 

東京都市長会助成事業を活用し、秋川流域の市町村(あきる野市、日の出町、檜原村)が西

多摩の魅力の発信、多摩のスポーツ振興及び子どもの体力向上を目的として、全国で活躍し

た選手を招いての秋川流域小・中学校駅伝大会を開催し、技術の向上、連携活動の活性化、

市町村職員の交流及び人材育成を図るとともに多摩・島しょの魅力を高める。 

平成２９年度事業費 ４，６６６千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

駅伝大会負担金 

実行委員会補助 

駅伝大会負担金 

実行委員会補助 

駅伝大会負担金 

実行委員会補助 

 

事業名 運動場等維持管理事業（ＡＥＤ借上） 主管課 スポーツ推進課 

事業概要 

利用者が安全で利用しやすい施設環境を作るため、屋外体育施設の点検及び器具の充実を

図っている。平成 29年度は、耐用期間が満了するＡＥＤ本体を交換し引き続き救命措置を要

する事態に備えるとともに、２か所の体育施設に新規にＡＥＤを配備して救命措置を要する

事態に備える。 

平成２９年度事業費 ３９４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

借上 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

借上 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）

借上 

 

事業名 市民プール設備整備事業 主管課 スポーツ推進課 

事業概要 
屋外プール開設後 30年以上経過しており、遊具及び稼働設備機器等について、経年劣化等

により利用者に安全かつ快適な施設利用が提供できない状況が生じてしまうことから、屋外

プールスライダーの補修とろ過装置切換え弁を交換する。 

平成２９年度事業費 ３９４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

プールスライダー補修工事 

ろ過装置切替弁交換工事 
－ － 

 

事業名 いきいきセンター施設管理保守事業 主管課 スポーツ推進課 

事業概要 

施設を快適・安全に使用できるよう維持管理を行っている。平成 29年度は、小浴場の管理

業務を追加し、利用者の安全に配慮した良好な水質の維持管理を行う。また、機械設備保守

業務の仕様を見直し、水着リフレッシュゾーンに係る機械設備についてプール管理業者に委

託するとともに、日常点検及びろ過器の点検項目を増やし、良好な水質を維持するための日

常的な設備管理を行う。 

平成２９年度事業費 １３，５９４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

施設管理委託 

機械設備保守委託 

施設管理委託 

機械設備保守委託 

施設管理委託 

機械設備保守委託 
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第６章 柔軟で健全な行財政運営をめざして～計画推進のために～（行財政分野） 

■第１節 財政運営の健全化 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 財務会計システム運営事業 主管課 財政課 

事業概要 
平成 28年度に切り替えた新たな財務会計システムは、統一的な基準による地方公会計の導

入やデータ抽出に対応するもので、予算編成、執行管理、契約管理に加え資料作成等の事務

処理の効率化を図る。 

平成２９年度事業費 ８，３０４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

システム借上料 

システム使用料 

保守委託 

システム借上料 

システム使用料 

保守委託 

システム借上料 

システム使用料 

保守委託 

 

事業名 あきる野ふるさと寄附事業 主管課 契約管財課 

事業概要 
ふるさとまちづくり応援のための寄附を推進するとともに、市の知名度の向上及び産業の

活性化を図るため、寄附者に特産品を贈呈する。 

平成２９年度事業費 ３，７４３千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

寄附者記念品 

クレジットカード決済費用 

記念品発送 等 

寄附者記念品 

クレジットカード決済費用 

記念品発送 等 

寄附者記念品 

クレジットカード決済費用 

記念品発送 等 

  

•財政健全化の推進 計画的な財政運営 

•自主財源の確保に向けた取組 

•課税客体の適正な把握と徴収率の向上 

•計画的な産業立地の誘導（再掲） 

財源の確保 

•事務事業の見直し 

•民間委託化の推進 

•学校給食センターの整備計画の推進（再掲） 

•受益者負担の適正化 

•補助金・負担金の適正化 

事務経費の合理化 

•未利用地等の利活用の推進 

•企業会計的手法の活用 

•土地開発公社の経営健全化 

•第三セクターの適正運営 

適正な資産管理 
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事業名 市営住宅跡地及び土地開発公社保有地売払事業 主管課 契約管財課 

事業概要 
市営住宅「草花公園タウン」の整備に伴い、用途廃止となった市営住宅跡地及び旧土地開

発公社保有地を売却するため、不動産鑑定評価及び売払広告を行う。 

平成２９年度事業費 ２，９２２千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

不動産鑑定 

市有地売払広告委託 

不動産鑑定 

市有地売払広告委託 
－ 

 

事業名 公有財産台帳整備事業 主管課 契約管財課 

事業概要 
公有財産（普通財産・行政財産のうち公衆用道路及び山林を除く。）を電子データ化するこ

とで、台帳管理やデータ更新、未利用財産の活用・売却の計画策定等を円滑に行うことがで

きる公有財産統合管理システムを構築する。 

平成２９年度事業費 ９２５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

管理システム機器保守委託 

データ補正作業委託 

管理システム機器保守委託 

データ補正作業委託 

管理システム機器保守委託 

データ補正作業委託 

 

事業名 地方公会計整備事業 主管課 財政課 

事業概要 
地方公会計の整備に向け、国が無償提供する標準ソフトウェアを活用し、統一的な基準に

よる財務書類の作成を行うため、ソフトウェアの使用に必要な機器の借上げを行う。 

平成２９年度事業費 １，０５０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

公会計ミドルウェア借上 公会計ミドルウェア借上 公会計ミドルウェア借上 
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■第２節 行政体制の効率化 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 マイナンバー制度実施事業 主管課 情報システム課 

事業概要 

マイナンバー制度は、個人番号を利用することにより、複数の行政機関に存在している個

人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障･税制度

の効率性･透明性を高め、市民にとって利便性の高い公平･公正な社会を実現する。平成 27年

10月に個人番号が付番・通知され、平成 28年１月に個人番号の利用が開始され、必要なシ

ステム改修、機器借上げ等を行う。また、住民票などの各種証明書のコンビニエンスストア

での交付について、市民の利便性向上、市役所窓口の効率化とともに個人番号カードの取得

拡大を図るため、証明書発行システムを構築する。 

平成２９年度事業費 １６，５２１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

システム改修等委託 

機器借上、システム使用料 

中間サーバ負担金 

機器借上 

システム使用料 

中間サーバ負担金 

機器借上 

システム使用料 

中間サーバ負担金 

 

事業名 基幹システム更新事業 主管課 情報システム課 

事業概要 
現行の基幹システムの契約期間の満了に伴い、現在、導入を進める社会保障税番号制度へ

の影響を最小限に止め、情報セキュリティやサーバの管理、将来にわたるＩＴ技術の高度化

を見据え、次期の基幹システムに更新する。 

平成２９年度事業費 ９０，４２５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

システム構築委託 

運用サポート委託 

機器使用料 

プログラム・クラウド使用料 

運用サポート委託 

機器使用料 

プログラム・クラウド使用料 

運用サポート委託 

機器使用料 

プログラム・クラウド使用料 

  

•行政サービスの向上と効率化 

•地域情報化の推進 

•市政情報の発信【重点施策】 

情報通信技術の活用 

•公共施設の総合的管理の推進【重点施策】 

•指定管理者制度の適切な運用 

•公共サービスの利便性向上 

施設管理の合理化 
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事業名 メール配信サービス事業 主管課 市長公室 

事業概要 

緊急・重要・即時的な行政情報などを周知するメール配信サービスを平成 21年９月から行

っている。利用を希望する市民が登録し、その利用者向けにジャンルを分けてメールを配信

しているが、平成 29年度は、現在、運用しているあきる野安心メール、サンちゃんメールな

どを見直し、市民に分かりやすく情報を提供するため、機能を追加し、仕組みを再構築して

質の向上を図る。 

平成２９年度事業費 ２，１３８千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

安心メール配信システム使用料 

メール配信システム機能追加

経費 

安心メール配信システム使用料 安心メール配信システム使用料 

 

事業名 個人番号カード発行事業 主管課 市民課 

事業概要 
平成 27年 10月に個人番号が付番・通知され、平成 28年 1月に個人番号の利用が開始され

たため、通知カード及び個人番号カードの発行を行う。 

平成２９年度事業費 １１，５３５千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

非常勤職員賃金 

地方公共団体情報システム機

構交付金 等 

非常勤職員賃金 

地方公共団体情報システム機

構交付金 等 

非常勤職員賃金 

地方公共団体情報システム機

構交付金 等 
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■第３節 組織・人事体制の活性化 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 情報セキュリティ対策事業 主管課 情報システム課 

事業概要 

年々高度化するサイバー攻撃から個人情報などの情報資産を守るため、情報セキュリティ

の強化を図る。総務省が示す自治体情報強靭化モデルに合致する既存システム、ネットワー

クの改修等を行うとともに、東京都全体で取り組むインターネット接続口の集約化、一括監

視を行う東京都セキュリティクラウドへの参加、近隣市で構成する５市情報システム連絡会

での情報セキュリティ相互外部監査を実施する。 

平成２９年度事業費 １９，５４９千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

通信運搬費 

システム変更委託 

セキュリティ対策委託 

サーバ・端末借上 

クラウド使用料 

負担金 

通信運搬費 

セキュリティ対策委託 

サーバ・端末借上 

クラウド使用料 

負担金 

通信運搬費 

セキュリティ対策委託 

サーバ・端末借上 

クラウド使用料 

負担金 

 

事業名 人材育成基本方針の推進 主管課 職員課 

事業概要 

地方分権の進展に対応し、行政運営の一員としての意欲を持った職員を育成するため、職

員研修を充実させ行政力の強化を図る。また、あきる野市人材育成基本方針に基づき、職員

の果たすべき役割に合った業務遂行能力に加え、政策形成能力の向上や専門能力の開発等、

職員に求められるスキルを向上させる研修を実施する。 

平成２９年度事業費 ７，４８１千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

研修事業 研修事業 研修事業 

  

•簡素で効率的な組織の見直し 

•コンピュータ・ネットワークの活用による情報の共有化
の推進 

組織・機構の合理化 

•人事の活性化 

•職員数の適正管理 

•職員研修の充実 

人事の活性化 

•危機管理体制の整備 危機管理体制の整備 
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■第４節 市民参加の推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 協働のまちづくり推進事業（再掲） 主管課 地域防災課 

事業概要 
町内会・自治会が、生活環境の維持等の活動、高齢者の見守り、子どもの安全対策等の取

組など、地域の課題を解決し、住みよいまちづくりを進める事業に必要な経費の一部を支援

する。 

平成２９年度事業費 ７，５００千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

コミュニティ事業交付金 

町内会・自治会活動支援資金

貸付金 

コミュニティ事業交付金 

町内会・自治会活動支援資金

貸付金 

コミュニティ事業交付金 

町内会・自治会活動支援資金

貸付金 

 

事業名 市民アンケート調査事業 主管課 企画政策課 

事業概要 
市の施策に対する市民の満足度や重要度を把握するとともに、行政ニーズなど市民の意識

を調査するため、隔年で市民アンケート調査を実施する。 

平成２９年度事業費 ０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

－ 
非常勤職員賃金 

郵券代 
－ 

  

•協働のまちづくりの推進 

•町内会・自治会活動の支援（再掲） 

•市民組織との連携・協働 

•市民組織・ボランティア組織の活動環境の整備 

•アダプト制度による市民参加の推進（再掲） 

市民活動の推進 

•市政情報の共有化 

•広報の充実 

•広聴の充実 

透明性の向上 
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■第５節 広域行政の推進 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

 

【事業計画】                              

事業名 西多摩地域広域行政圏協議会事業 主管課 企画政策課 

事業概要 
西多摩地域広域行政圏協議会参画事業を通して、広域的に連携している圏域の市町村と効

率的・効果的なサービス提供に取り組むとともに、広域的課題の調整機能の強化に努める。 

この協議会の運営に要する経費として、事務費負担金等を支出する。 

平成２９年度事業費 １，７６４千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

西多摩地域広域行政圏協議会

事務費負担金 等 

西多摩地域広域行政圏協議会

事務費負担金 等 

西多摩地域広域行政圏協議会

事務費負担金 等 

 

事業名 みなと森と水ネットワーク会議への参加  主管課 農林課 

事業概要 
都市と山間部が共同で低炭素社会の実現を目指す「みなと森と水ネットワーク会議」へ参

加する。 

平成２９年度事業費 ５０千円 

事業内容 

平成 29年度 平成 30年度 平成 31年度 

みなと森と水ネットワーク 

会議負担金 

みなと森と水ネットワーク会

議負担金 

みなと森と水ネットワーク会

議負担金 

 

•西多摩地域広域行政圏協議会等広域的組織の連携の強化 

•広域的な防災対策の推進 
広域行政の強化 

•ＪＲ五日市線沿線自治体等との連携 

•西多摩医療圏の公立病院関係自治体との連携 

•圏央道・幹線道路の早期整備に対する関係自治体との
連携 

•関係自治体との連携による観光ルートや観光スポット
の開発（再掲） 

•秩父多摩甲斐国立公園と都立自然公園の整備に係る関
係自治体との共同要請（一部再掲） 

•河川環境の整備・保全に係る関係自治体との連携   
（一部再掲） 

•姉妹都市、友好都市との交流の充実（一部再掲） 

•区部の自治体との連携強化 

•水道水の安定供給の確保 

関係自治体との連携 
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