
２　各施策の内容

担当課

第1章　都市整備分野

第1節　快適で住み続けられる都市づくりの推進

1　計画的な土地利用の推進

地区の特性に応じた適正な土地利用の推進 都市計画課

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

都市計画課

2　居住環境の整備

宅地開発事業等への指導 都市計画課

地区計画等を利用したまちづくりの推進 区画整理推進室

3　市街地の整備

土地区画整備事業による新市街地の形成 区画整理推進室

民間活力による新市街地の形成 区画整理推進室

空き家の適正管理 都市計画課

既存ストックとしての空き家の活用 都市計画課

第2節　緑豊かで良好な都市景観の形成

1　緑豊かな環境づくりへの総合的な取組

緑確保の推進 都市計画課

魅力ある景観づくりの推進 都市計画課

市民参加による地域づくり 管理課

2　公園・緑地の整備保全・創出

公園・緑地の適正管理 都市計画課

崖線の緑地の保全 環境政策課

第3節　安全で利便性の高い都市基盤の充実

1　道路の整備

道路の整備の推進 建設課

道路施設の整備・維持管理 管理課・建設課

道路・橋りょうの維持管理・更新の推進 建設課
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2　交通体系の整備

既存の公共交通の維持及び利便性の向上 企画政策課・地域防災課

地域公共交通ネットワークの形成に向けた公
共交通対策の検討・推進

企画政策課

公共交通の利用に関する意識啓発 企画政策課

3　汚水処理による持続可能な公共水域の保全

汚水処理の在り方の検討 管理課

下水道等整備事業の推進 管理課

下水道施設の維持管理 管理課

4　河川の整備

河川施設の整備・維持管理 建設課

第2章　産業振興分野

第1節　地域特性を生かした産業振興の促進

1　産業振興の推進

総合的な産業振興の推進 商工振興課

計画的な企業立地の推進
商工振興課・都市計画
課・区画整理推進室

産業振興体制の強化 商工振興課

第2節　活力ある商工業の振興

1　商工業者の支援

商工業者の育成 商工振興課

起業・創業の支援 商工振興課

2　商工業の振興

活力と魅力ある商店街づくりの推進 商工振興課

空き店舗の活用の促進 商工振興課

特色ある店舗づくりの支援 商工振興課

ＩＣＴ等の活用の促進 商工振興課

第3節　あるきたくなる街あきる野を目指した観光業の振興

1　総合的な観光まちづくりの推進

観光プロモーション事業の推進 観光まちづくり推進課

広域観光連携事業の推進 観光まちづくり推進課

観光関連組織等との連携強化 観光まちづくり推進課

国際化対応の推進 観光まちづくり推進課



2　楽しく歩けるまちづくりの推進

観光情報基盤の充実 観光まちづくり推進課

観光駐車場及び公衆トイレ機能の充実 観光まちづくり推進課

市内回遊と交通ネットワークの連携・整備の推
進

観光まちづくり推進課

3　豊かな観光資源・自然文化の保全と魅力の創出

観光拠点の魅力アップ整備の推進 観光まちづくり推進課

観光ルートの整備の推進 観光まちづくり推進課

地域資源を活かしたツーリズムの確立 観光まちづくり推進課

集客性の高いイベントの支援 観光まちづくり推進課

観光と地域文化関連情報の総合的・多角的な
ＰＲの推進

市長公室・観光まちづくり
推進課

第4節　消費志向に合わせた都市型農業の推進

1　多様な農業者の育成・確保

農業経営者の支援と確保・育成 農林課

2　魅力ある農業経営の確立

農産物の販売施設の拡充 農林課

安全・安心な農畜産物の供給 農林課

農産物のブランド化の推進 農林課

農業・農業者とのふれあいの場の創出 農林課

3　生産環境の整備

優良農地の保全 農林課

遊休農地の利用集積等による農業生産の拡
大と農地の有効活用の促進

農林課

農作物への被害防止対策の推進 農林課

4　農業振興策の検討等

農業振興策の研究・検討 農林課

第5節　健全な森林の育成・自然と調和した林業の推進

1　林業経営基盤の整備

東京都森林組合との連携強化 農林課

生産基盤の整備の推進 農林課

多摩産材の利用拡大の推進 農林課

森林環境譲与税の活用 農林課



2　公益的機能の維持増進

公益的機能の発揮を重視した森林施業の推
進

農林課

市民や企業などとの協働による森づくりの推
進

農林課

第6節　秋川の資源を活用した水産振興の推進

1　水産振興の推進

魚道の維持・管理 農林課

江戸前アユのブランド化 農林課

第3章　市民生活・環境分野

第1節　連帯・交流に支えられた豊かな地域社会の形成と多文化共生社会の推進

1　地域コミュニティの活性化

町内会・自治会への加入の促進 地域防災課

町内会・自治会の活性化の支援 地域防災課

町内会・自治会活動の支援 地域防災課

町内会・自治会間の交流の支援 地域防災課

各種団体の支援 －

地域コミュニティ団体の支援 地域防災課

2　多文化共生社会の推進 

外国人にやさしいまちづくりの推進 企画政策課

国際化推進体制の充実と関係団体への支援
企画政策課・生涯学習推
進課

国際交流活動の推進 生涯学習推進課

第2節　安全な暮らしを守る地域づくりの推進

1　防災・消防対策の推進

防災施設・設備等の充実 地域防災課

人材の育成や地域防災力の強化 地域防災課

消防力の充実 地域防災課

避難行動要支援者の支援体制づくりの推進
地域防災課・福祉総務
課・障がい者支援課・高齢
者支援課

住宅の耐震化の推進 都市計画課

国土強靭化の推進 -

防災・減災に対する外部連携の強化 地域防災課

2　防犯対策の推進

防犯意識の普及・啓発及び向上 地域防災課

防犯体制の充実 地域防災課



3　交通安全の推進

交通安全運動等の推進 地域防災課

駅周辺の自転車駐輪場の適正管理等 地域防災課

4　平和なまちづくりの推進

非核平和都市宣言の発信 企画政策課

平和を学ぶ取組の推進 企画政策課・総務課

5　公害防止の推進と生活環境の保全

公害に関する知識の普及と啓発の推進 生活環境課

公害の未然防止・早期対応の推進 生活環境課

第3節　清潔で快適な循環型社会システムの構築

1　ごみの減量化と適正処理の推進

ごみの適正処理（分別・収集運搬・処分）体制
の構築

生活環境課

ごみ減量化の推進 生活環境課

食品ロス削減の推進 生活環境課

環境美化活動の推進 生活環境課

2　リサイクルの推進

リサイクルシステムの充実 生活環境課

資源回収の推進 生活環境課

ごみの堆肥化の促進 生活環境課

3　地球温暖化対策の推進

国や東京都と連携した地球温暖化*対策の推
進

環境政策課

市役所で使用する車両への次世代自動車等
の導入の検討・推進

企画政策課・環境政策
課・総務課

第4節　水と緑に恵まれた生活環境づくりの推進

1　生物多様性保全の推進

自然環境の保全の推進 環境政策課

希少動植物保護の推進 環境政策課

外来種対策の推進 環境政策課



2　水環境の充実

河川及び湧水池の水質保全 生活環境課

雨水対策の推進 生活環境課・都市計画課

3　緑環境の充実

保全緑地や公開緑地の指定の推進 環境政策課

公共施設及び民間施設の緑化の推進 環境政策課

第4章　保健福祉分野

第1節　市民が生涯を通じて健康で安心して暮らせる保健・医療等の充実

1　健康づくりの充実

各種健康診査・検診等の充実 健康課

地域における健康づくりの推進 健康課

ボランティアの育成 健康課

食育の推進 健康課

心の健康づくりの推進 健康課

2　予防体制の充実

予防接種の促進・充実 健康課

感染症対策の充実 健康課

薬物乱用防止対策の推進 健康課

3　保健・医療提供体制の充実

医療と福祉の連携及び強化 健康課

第2節　安心して子どもを産み育てられる環境の整備

1　子どもたちが健やかに育つ環境の整備

幼児教育・保育の充実 保育課

成長段階に応じた健全育成
健康課・子ども政策課・保
育課・指導室・生涯学習
推進課

特に支援を必要とする子どもへの支援の充実
子ども政策課・障がい者
支援課・指導室・保育課・
健康課

2　保護者が子どもと共に成長できる環境の整備

母子とその家族の健康の保持・増進 健康課

子ども・子育てに関する相談窓口の充実
子ども家庭支援センター・
健康課・障がい者支援課

子育てに対する意識啓発と情報提供
健康課・子ども政策課・子
ども家庭支援センター・生
涯学習推進課

子育てしやすい支援体制の充実
保育課・子ども家庭支援
センター・子ども政策課

ひとり親家庭等への支援の充実
子ども家庭支援センター・
子ども政策課



3　社会全体が子育て家庭を支える環境の整備

子どもの安全・安心の確保
保育課・教育総務課・子
ども政策課

子育てを支援する生活環境等の整備
子ども政策課・都市計画
課・管理課・建設課・施設
所管課・教育総務課・保

地域における子ども・子育て支援の推進
子ども家庭支援センター・
保育課・子ども政策課・生
涯学習推進課

仕事と子育ての両立の推進 企画政策課・商工振興課

第3節　障がい者が地域社会で安心して生活できる福祉の充実

1　障がい者福祉の推進

障害や障がい者に対する理解の推進 障がい者支援課

障がい者への虐待防止 障がい者支援課

療育の支援・推進 障がい者支援課

2　自立生活の支援

地域における自立生活への支援 障がい者支援課

情報提供の充実 障がい者支援課

在宅支援サービスの充実 障がい者支援課

支援機関との連携 障がい者支援課

コミュニケーション支援の充実 障がい者支援課

地域生活への移行促進 障がい者支援課

3　社会参加の支援

日中活動の場の確保 障がい者支援課

移動・コミュニケーション支援サービスの推進 障がい者支援課

就労の支援 障がい者支援課

社会復帰の促進 障がい者支援課

障がい者雇用の促進 障がい者支援課

障がい者団体の運営支援 障がい者支援課

第4節　高齢者が安心して生活できる福祉の充実

1　健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進

健康づくりへの支援 高齢者支援課

介護予防・フレイル予防の推進 高齢者支援課

2　多様な社会参加・生きがいづくりの促進

就業への促進 高齢者支援課

社会参加への促進 高齢者支援課



3　住み慣れた地域で高齢者が自立的に暮らすことのできる支援

介護人材の確保・定着・育成 高齢者支援課

介護サービスの質の確保
高齢者支援課・福祉総務
課

介護保険事業の基盤の整備 高齢者支援課

自立した生活への支援 高齢者支援課

家族介護者への支援 高齢者支援課

4　高齢者や介護者を地域ぐるみで支える仕組みづくり

地域のネットワークづくり 高齢者支援課

認知症支援の充実 高齢者支援課

権利擁護事業の普及と活用促進 高齢者支援課

総合的な相談・支援体制の充実 高齢者支援課

在宅医療・介護連携の推進 高齢者支援課

生活環境の整備と支援 高齢者支援課

第5節　地域福祉の推進

1　地域福祉の推進

保健福祉相談内容の包括的な解決体制の推
進

生活福祉課・障がい者支
援課・高齢者支援課・子ど
も家庭支援センター・福祉

生活困窮者に対する相談・支援等の充実
生活福祉課・子ども家庭
支援センター

お互いに支え合い、助け合う地域づくり 福祉総務課

成年後見制度の利用促進
高齢者支援課・福祉総
務課・障がい者支援
課

ボランティアの育成と支援 福祉総務課

全ての人が快適に暮らせる環境づくりの推進 福祉総務課

福祉サービスの質の確保 福祉総務課

第5章　教育・文化・スポーツ分野

第1節　人権尊重教育の推進

1　人権尊重の推進

人権教育の推進 指導室

いじめ問題への対応の推進 指導室

2　男女共同参画社会の実現

男女共同参画の推進
企画政策課・生涯学習推
進課

配偶者等からの暴力の防止と被害者への支
援

子ども家庭支援センター・
企画政策課

ワーク・ライフ・バランスの推進 企画政策課・商工振興課



第2節　生涯学習社会の振興

1　生涯学習の推進

生涯学習の機会や場の充実
生涯学習推進課・子ども
政策課

市民の自主的な学習活動の支援 生涯学習推進課

第3節　青少年の健全育成の推進

1　学校での健全育成

不登校児童・生徒への支援の充実
指導室・子ども家庭 支援
センター

教育相談等の充実 指導室

2　地域や家庭での健全育成

健全育成活動の充実 生涯学習推進課・図書館

学校・家庭・地域の連携及び協働による教育
環境の充実

生涯学習推進課・指導室

子ども・若者の社会参加及び社会的自立の支
援の検討

生涯学習推進課・子ども
政策課

第4節　個性を生かす学校教育の充実　

1　教育内容の充実

確かな学力の定着 指導室

ＩＣＴ教育の充実 指導室

特別支援教育の推進 指導室

教育指導の充実 指導室

特色ある学校づくりの推進 指導室・生涯学習推進課

教員の資質・能力の向上と働き方改革 指導室

幼児教育の振興の支援 保育課

学校における食育の推進 指導室

2　教育環境の整備

情報化社会に対応した教育環境の整備 教育総務課

学校保健の充実 教育総務課

子どもの安全教育と安全確保の推進 教育総務課

新学校給食センター整備の推進 教育総務課

第5節　社会教育の推進

1　社会教育の推進

文化・スポーツ・レクリエーション活動の拠点施
設の充実

生涯学習推進課・スポー
ツ推進課・図書館

社会教育事業の充実 生涯学習推進課



2　芸術文化活動の推進

芸術文化事業の充実 生涯学習推進課

3　文化財の保護・活用の推進

文化財の保護と活用 生涯学習推進課

伝統芸能保存活動の支援 生涯学習推進課

4　スポーツの推進

ライフステージ・ライフスタイルに応じたスポー
ツの推進

スポーツ推進課

地域団体の支援と連携によるスポーツの振興 スポーツ推進課

市の特性を生かしたスポーツ推進 スポーツ推進課

第6章　行財政分野

第1節　財政運営の健全化

1　財政健全化の推進

計画的な財政運営 財政課

企業会計的手法の活用
財政課・管理課（下水道
係）

2　財源の確保

自主財源の確保に向けた取組
企画政策課・財政課・契
約管財課・課税課

課税客体の適正な把握と徴収率の向上 課税課・徴税課

受益者負担の適正化
企画政策課・学校給食
課・生涯学習推進課

補助金・負担金の適正化 財政課

計画的な企業立地の推進（再掲） 商工振興課

3　事務経費の合理化

事務事業の見直し 企画政策課

民間活力の導入 企画政策課

第2節　行政体制・行政サービスの適正化・最適化

1　情報通信技術の活用

ＩＣＴの利活用の促進 企画政策課

情報セキュリティ対策の強化 情報政策課

2　ファシリティマネジメントの推進

公共施設等の総合管理の推進 企画政策課

低未利用地等の利活用 契約管財課

公共サービスの利便性向上 企画政策課・市民課

第三セクターの適正運営
商工振興課・観光まちづく
り推進課



第3節　組織・人事体制の活性化

1　行政推進体制の整備（行政力の強化）

効率的・効果的な組織の見直し 企画政策課

職員の資質向上 職員課

コンプライアンス・内部統制機能の強化（一部
再掲）

企画政策課

2　危機管理体制の整備

危機管理体制の整備 地域防災課

第4節　協働によるまちづくりの推進

1　市民活動の推進

協働のまちづくりの推進 企画政策課

町内会・自治会活動の支援（再掲） 地域防災課

市民組織等との連携・協働
企画政策課・地域防災
課・商工振興課・生涯学
習推進課・福祉総務課

市民組織・ボランティア組織の活動環境の整
備

－

2　市政情報の発信・共有

市政情報の共有化
企画政策課・市長公
室・情報政策課

広報の充実 市長公室

広聴の充実 企画政策課・市長公室

シティプロモーションの推進 市長公室

第5節　広域行政・広域連携の推進

1　広域行政の強化

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

企画政策課

一部事務組合等による連携の強化 企画政策課

広域的な防災対策の推進（一部再掲） 地域防災課

2　広域連携の推進

関係自治体との連携
観光まちづくり推進課・

企画政策課

姉妹都市、友好都市との交流の充実（一部再
掲）

企画政策課

新学校給食センター整備の推進（再掲） 教育総務課


