
 平成３１年２月１９日 

 あきる野市 記者会見資料  

【問合せ】 企画政策課 課長：鈴木将裕 担当：来住野千賀子 Tel 042-558-1111（内線 2210）  

プレスリリース 

 資料４ 

あきる野市HP 

 

男女がともに生き生きと 

活躍できるまちづくりを目指して 
～第３号！「あきる野市ワーク・ライフ・バランス推進事業所」を認定～ 

 
 ワーク・ライフ・バランスの推進を図ることは、全国的な課題である少子高齢化の是

正、持続可能な社会の実現にもつながります。市では、市内におけるワーク・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、あきる野

市ワーク・ライフ・バランス推進事業所（以下「推進事業所」という。）として認定し

ています。 

この度、松村ダスト有限会社（代表者 松村博文氏）が３社目の推進事業所に認定さ

れました。松村ダスト有限会社では、時間単位での有給休暇の取得制度の導入やノー残

業デーを週２日設けるなどの取組を推進しています。 

認定された推進事業所については、広報紙や市ホームページによりその取組内容を広

く市民等に紹介するとともに、森っこサンちゃんをかたどった認定マーク（データ）を

贈呈しますので、パンフレットやWEBサイトなどに掲載し、推進事業所のイメージア

ップにご活用いただけます。 
 

 【 認定式 】 

１ 日時 2月 20 日(水) 午後 4時から 

２ 場所 あきる野市役所 5階 市長応接室 

３ 内容 あきる野市長（澤井敏和）から認定事業所代表（松村ダスト有限会社・松村

博文氏）への認定証贈呈と懇談 

４ 市長のコメント 

「今後も、ワーク・ライフ・バラン

ス推進事業所の取組を広く周知して

気運醸成を図り、仕事と子育てのバ

ランスの取れたまちづくりに取り組

みます。」 

 

参考 

 １社目 税理士岡野哲史事務所 

 ２社目 (有)サニーシステム 
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 平成３１年２月１９日 

 あきる野市 記者会見資料  

【問合せ】  保険年金課 課長 薄 丈廣 担当：国民健康保険係 Tel 042-558-1664 

プレスリリース 

 資料５ 

あきる野市HP 

 

 

子育て世帯への国民健康保険税の減免制度を開始 
 

 

子育て世帯の負担軽減対策として、１８歳以下のあきる野市国民健康保険に加入して

いる被保険者が２人以上いる世帯を対象に、国民健康保険税を減免します。 

  

１ 開始時期 平成３１年度分の国民健康保険税から適用 

２ 対象世帯 １８歳以下（高校生以下）のあきる野市国民健康保険被保険者が２人以

上の世帯 

３ 減免割合 第２子目以降の均等割額を法定軽減後に５０％減免 

４ 所得制限 なし 

５ 対象者数 ６１５世帯 １，４７６人（平成３０年１２月末） 

６ 減免額 約１，０４０万円 
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平成３１年２月１９日 

あきる野市 記者会見資料 

【問合せ】 徴税課 課長:渡邊智志 担当：徴税係 鈴木徹朗 ℡042-558-1111（内線 2440、2441） 

プレスリリース 

資料６ 

あきる野市 HP 

【東京都内初】 

公金収納におけるスマートフォン「LINE」アプリの

「LINE Pay 請求書支払い」の導入 

 納税などの収納方法としては、現在、金融機関での窓口納付のほか、口座振替、コン

ビニエンスストア、スマートフォンでリアルタイムに銀行口座から引落しができるサー

ビス「Pay B（ﾍﾟｲﾋﾞｰ）」などを導入しています。 

 市では、LINE Pay 株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」上で展開

する“スマホのおサイフケータイサービス”である「LINE Pay 請求書支払い」の利用

を開始します。 

※「LINE Pay 請求書支払い」とは、税金などの納付書に印刷されたコンビニ納付用の

バーコードをスマートフォンのカメラ機能で読み込むだけで、２４時間、「LINE Pay」

にチャージされた残高から支払いができるサービスです。

１ サービス開始予定日 ３月１日（金）から 

２ 対象種目 市・都民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民

健康保険税、学童クラブ育成料、学童クラブ延長育成料、保育料、給食納付金 

３ 市長のコメント 

「今回、新たに「LINE Pay 請求書支払い」を導入することにより、市民の納付方

法の選択肢が拡大し利便性の向上が図れ、収納率の向上にも期待している。」 

「LINE Pay 請求書支払い」の導入は、東京都の区市町村としては初！ 
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 平成３１年２月１９日 

 あきる野市 記者会見資料  

【問合せ】 

・商工振興課 課長：一瀬秀和 担当：田中さやか ℡042-558-1111(内線 2531、2532)  

・五日市観光案内所 042-596-0514 9：00～16：30［水曜休み］  

プレスリリース 

 資料７  

あきる野市 HP 

第３回 秋川渓谷雛めぐり 
 

 『秋川渓谷 雛めぐり』では、商店街を中心に各家、各商店に伝わる大切な雛

人形やつるし雛、子どもたちの描いたお雛様の絵などを飾り、花咲く春が待ち

遠しい季節に鮮やかな彩りと賑わいをお届けしています。 

 ピンク色の『秋川渓谷 雛めぐり』の旗を目印に、まちなかをゆっくり散策す

ることができます。 

 五日市地区に今年から増戸地区を加えた各会場で皆様のお越しをお待ちして

います。 

 

 

１ 期間 ３月１０日（日）まで 

２ 場所 武蔵五日市駅・武蔵増戸駅を中心とした商店や公共施設 

３ イベント情報 

 ・各商店を巡り、抽選で景品が当たるスタンプラリーの実施 

・五日市小学校児童による雛の掛軸の展示 

・記念撮影ができる顔出しパネルの設置 

・3/3(日) 旧市倉家住宅で琴の演奏会を実施 

４ 主催 五日市活性化戦略委員会 

５ その他 

 ・お雛様の展示時間等は、各参加店舗・施設の営業時間や休業日によって異

なります。 

・駐車場はありませんので、公共交通機関等をご利用ください。 

 ・詳細は、市ホームページなどをご覧ください。 

６ 市長のコメント 

  「珍しくなった七段飾りの雛人形や見ごたえのある吊るし雛をご覧いただ

き、早春の秋川渓谷を楽しんでほしい。」 

   

 

 

 

昨年の雛めぐりの様子 
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平成３１年２月１９日 

あきる野市 記者会見資料 

【問合せ】  観光まちづくり推進課 課長 宮野 亨 担当：観光まちづくり推進係 上杉和樹 

Tel 042-595-1135 

プレスリリース 

資料８ 

あきる野市HP 

中央自動車道談合坂サービスエリアで 

観光プロモーションイベント 

「カワライフ 2019森のめばえ」開催 

 市では、秋川渓谷への観光客誘致を図るため、秋川渓谷の魅力を発信する事

業に取り組んでいます。その取組のひとつとして、ＪＲ駅やサービスエリア、

商業施設等での観光プロモーションイベントを実施しており、これまで、神奈

川県の横浜赤レンガ倉庫、ららぽーと海老名、埼玉県のイオンレイクタウン、

東名自動車海老名サービスエリアで実施しています。 

 今回は、中央自動車道上りの最後のサービスエリア「談合坂サービスエリア」

での観光プロモーションを実施します。 

１ 日時 ３月１０日（日）時間未定 

２ 場所 中央自動車道談合坂サービスエリア（上り） 

３ 内容  

春の観光シーズンにむけて、談合坂サービスエリア内のリーフレットスタ

ンドに観光パンフレットの配置をすることで、山梨県、神奈川県、長野県等

の利用者に秋川渓谷の観光情報を発信する。また、パンフレット設置期間中

に、観光プロモーションイベントとして観光情報を詰めたエコバッグの配布

等を行う。 

４ 市長のコメント 

「魅力いっぱいの春の秋川渓谷に、ぜひ遊びに来てほしい。」 

昨年１０月２７日の「東名自動車道海老名サービスエリア」でのイベントの様子 
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 平成３１年２月１９日 

 あきる野市 記者会見資料  

【問合せ】  観光まちづくり推進課 課長 宮野 亨 担当：観光まちづくり推進係 上杉和樹  

Tel 042-595-1135  

プレスリリース 

 資料９ 

あきる野市 HP 

 

秋川渓谷 瀬音の湯が温泉総選挙 

2018 うる肌部門第 3 位入賞！！ 
 

 あきる野市の温泉施設「秋川渓谷 瀬音の湯」が温泉総選挙 2018 うる肌部

門で第 3位に入賞しました。秋川渓谷 瀬音の湯は昨年の同選挙でもうる肌部門

第 3位に入賞しており、2年連続で、うる肌部門第 3位に入賞しました。  

 

１ 日時 投票期間：平成 30 年 5 月 14 日(月)～平成 31 年 1 月 31日(木) 

     結果発表公開日：2月 15日(金) 

２ 場所 秋川渓谷 瀬音の湯がエントリー 

３ 内容 温泉地と地域の活性化を目的とした全国規模の取組「温泉総選挙」

が今年も開催され、秋川渓谷 瀬音の湯がうる肌部門にエントリーした。

昨年に比べ投票期間もおよそ倍の 8 ヶ月と長丁場の中、秋川渓谷 瀬音の

湯はインターネット投票と公式イベントである紙面投票を駆使し「温泉

総選挙 2018 うる肌部門第 3 位入賞」。うる肌部門は総勢 24 温泉地が

エントリーしており、その中で秋川渓谷 瀬音の湯は 18,027 票を獲得し

た。また、18,027 票は温泉総選挙 2018 の全体でも上位の獲得票数で

ある。 

秋川渓谷 瀬音の湯は昨年の温泉総選挙 2017 うる肌部門でも第 3 位

入賞をしており、2 年連続うる肌部門第 3 位入賞という結果になった。

その要因は、アルカリ性単純硫黄温泉（pH10.1）という非常に良質なお

湯で来館者のリピート率が高い温泉であると考えられる。 

４ 市長のコメント 

   「東京都にあって、高いアルカリ性の泉質と硫黄のほのかな香りで、非

常にいい温泉です。」 

 

秋川渓谷 瀬音の湯（露天風呂） 
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