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【留意事項】

○用語の後ろに「*」がついているものは、資料編において用語の解説を掲載し

ています。

○数値の端数処理は四捨五入しているため、構成比等の合計が100にならない

場合があります。

○都市間比較は、原則として次の11自治体を対象としています（共通のデータ

が公表されていない場合は、公表されている自治体で比較しています）。

＜抽出条件＞

①類似団体（人口５万人以上10万人未満、産業構造Ⅱ次･Ⅲ次95％以上かつ

Ⅲ次65％以上の団体）のうち、東京都内の自治体（国立市、福生市、東大和市、

清瀬市及び稲城市）を抽出

②あきる野市に隣接する類似団体以外の自治体（八王子市、青梅市、羽村市、

日の出町、檜原村及び奥多摩町）を抽出



は　じ　め　に

市では、この度、令和４年度（2022年度）から令和13年度
（2031年度）までを計画期間とする「第２次あきる野市総合計
画」を策定いたしました。
第２次計画における将来都市像は、本市の特性や市民の皆様

からいただいたご意見から、「豊かな自然と人々の絆に包まれ
人やまち、文化を育む　安全・安心なまち　あきる野」といたし
ました。

第１次計画では、平成13年度（2001年度）から令和３年度
（2021年度）までの約20年間を計画期間としておりましたが、
少子高齢化等に伴い、人口減少社会への突入が避けられない状
況となるなど、本市を取り巻く環境は大きく変化いたしました。
また、本市に甚大な被害をもたらした令和元年台風第19号と、
市民生活などの様々な分野に大きな影響を及ぼしている新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大につきましては、災害復旧やワ
クチン接種の推進、事業者への支援などに、現在も力を尽くして
いる状況であります。
第２次計画の取りまとめに当たりましては、このような状況を
施策に反映させていただきました。

表紙のデザインにつきましては、本計画の策定に多大なお力
添えをいただきました総合計画審議会のご提案により、小さな
お子さんからお年寄りまで、全ての市民の方が笑顔で安心して
過ごせるまちをイメージしたものといたしました。このデザイン
は、まさに、将来都市像である「豊かな自然と人々の絆に包まれ
　人やまち、文化を育む　安全・安心なまち　あきる野」を分か
りやすく表現したものであると考えております。
今後は、この将来都市像の実現に向け、市が抱える「少子化」

「高齢化」「人口減少」「地域経済縮小」「財政健全化」といった課題
等に対応し、地域間のつながりを大切にしながら、自然と調和し
たまちの形成に向けて、市民の皆様と共に歩んでまいりますの
で、一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

結びに、本計画の策定に当たりまして、貴重なご意見、ご提言
をいただきました、あきる野市総合計画審議会委員の皆様、あき
る野市議会議員の皆様、関係機関及び市民の皆様に心から感謝
を申し上げます。

令和４年３月
　　　　　　　　あきる野市長

148088-本文.indb   1148088-本文.indb   1 2022/05/19   14:58:462022/05/19   14:58:46



contents 第２次あきる野市総合計画

目…　次

序論 ……………………………………………………………… 1
第１章　策定の趣旨・目的……………………………………………………………2
第２章　第２次計画の構成等…………………………………………………………3

第１節　第２次計画の構成及び期間………………………………………………………… 3
第２節　第２次計画の位置付けと役割……………………………………………………… 5

第３章　第１次計画における取組の概要……………………………………………6
第１節　対象とする取組… ………………………………………………………………… 6
第２節　テーマごとの取組の概要… ……………………………………………………… 6

第４章　まちづくりの背景……………………………………………………………9
第１節　あきる野市の概要… ……………………………………………………………… 9
第２節　時代の潮流と本市への影響など… …………………………………………… 17

第１部  基本構想 ……………………………………………… 25
第１章　基本構想の取りまとめに当たって……………………………………… 26

第１節　市民参加機会の概要… ………………………………………………………… 26
第２節　市民参加機会から得られた意見などのまとめ………………………………… 27

第２章　将来都市像… …………………………………………………………… 28
第１節　第２次計画における将来都市像………………………………………………… 28
第２節　将来都市像の考え方等… ……………………………………………………… 29

第３章　基本理念… ……………………………………………………………… 31
第１節　市民憲章… ……………………………………………………………………… 31
第２節　第２次計画における基本理念とその考え方…………………………………… 32

第４章　まちづくりの方向性……………………………………………………… 34
第１節　都市整備分野… ………………………………………………………………… 34
第２節　産業振興分野… ………………………………………………………………… 35
第３節　市民生活・環境分野……………………………………………………………… 37
第４節　保健福祉分野… ………………………………………………………………… 39
第５節　教育・文化・スポーツ分野………………………………………………………… 41
第６節　行財政分野… …………………………………………………………………… 43

第５章　人口の展望（人口ビジョン）……………………………………………… 45
第１節　今後の人口の見通し… ………………………………………………………… 45
第２節　将来人口（シミュレーション）… ………………………………………………… 47

第６章　土地利用… ……………………………………………………………… 49

第２部  基本計画・総論 ……………………………………… 51
第１章　基本計画の基本的事項… ……………………………………………… 52

第１節　計画の位置付け… ……………………………………………………………… 52
第２節　計画期間と目標年次… ………………………………………………………… 52
第３節　施策体系図… …………………………………………………………………… 53

第２章　まちづくりのテーマと重点施策………………………………………… 54
第１節　前提条件の整理… ……………………………………………………………… 54
第２節　重点施策の設定… ……………………………………………………………… 54
第３節　個別施策の抽出・設定…………………………………………………………… 57

148088-本文.indb   2148088-本文.indb   2 2022/05/19   14:58:462022/05/19   14:58:46



contents 第２次あきる野市総合計画

第３章……基本計画とＳＤＧｓの関連性……………………………………………… 69
第１節　ＳＤＧｓの位置付けと考え方……………………………………………………… 69
第２節　ＳＤＧｓと施策との関連性………………………………………………………… 69
第３節　関わりの深いＳＤＧｓの目標……………………………………………………… 74

第４章　計画の進捗管理方法… ………………………………………………… 75
第１節　ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理………………………………………………… 75
第２節　進捗管理の体制… ……………………………………………………………… 75

第５章　施策の見方（各論の読み方）……………………………………………… 76

第３部  基本計画・各論 ……………………………………… 79
第１章　都市整備分野… ………………………………………………………… 81

第１節　快適で住み続けられる都市づくりの推進……………………………………… 82
第２節　緑豊かで良好な都市景観の形成… …………………………………………… 85
第３節　安全で利便性の高い都市基盤の充実… ……………………………………… 87

第２章　産業振興分野… ………………………………………………………… 91
第１節　地域特性を生かした産業振興の促進…………………………………………… 92
第２節　活力ある商工業の振興… ……………………………………………………… 94
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… ……………………… 96
第４節　消費者志向に合わせた都市型農業の推進… ………………………………… 99
第５節　健全な森林の育成・自然と調和した林業の推進… ……………………………102
第６節　秋川の資源を活用した水産振興の推進…………………………………………104

第３章　市民生活・環境分野…………………………………………………… 107
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 108
第２節　安全な暮らしを守る地域づくりの推進… ………………………………………111
第３節　清潔で快適な循環型社会システムの構築………………………………………116
第４節　水と緑に恵まれた生活環境づくりの推進………………………………………119

第４章　保健福祉分野… ……………………………………………………… 123
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……………124
第２節　安心して子どもを産み育てられる環境の整備…………………………………127
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………………………130
第４節　高齢者が安心して生活できる福祉の充実………………………………………133
第５節　地域福祉の推進… ………………………………………………………………137

第５章　教育・文化・スポーツ分野……………………………………………… 141
第１節　人権尊重教育の推進… …………………………………………………………142
第２節　生涯学習社会の振興… …………………………………………………………144
第３節　青少年の健全育成の推進… ……………………………………………………146
第４節　個性を生かす学校教育の充実… ………………………………………………149
第５節　社会教育の推進… ………………………………………………………………152

第６章　行財政分野… ………………………………………………………… 155
第１節　財政運営の健全化… ……………………………………………………………156
第２節　行政体制・行政サービスの適正化・最適化………………………………………159
第３節　組織・人事体制の活性化…………………………………………………………162
第４節　協働によるまちづくりの推進……………………………………………………164
第５節　広域行政・広域連携の推進………………………………………………………167

148088-本文.indb   3148088-本文.indb   3 2022/05/19   14:58:472022/05/19   14:58:47



第４部  あきる野市国土強靱化地域計画 ……………………169
第１章　国土強靱化地域計画の基本的事項… ……………………………… 170

第１節　策定の趣旨… ……………………………………………………………………170
第２節　計画期間と目標年次… …………………………………………………………170
第３節　地域計画の位置付け… …………………………………………………………171
第４節　計画の見直し等… ………………………………………………………………171

第２章　強靱化の基本目標… ………………………………………………… 172
第３章　脆弱性の分析・評価と対応の方向性等……………………………… 173

第１節　脆弱性の分析・評価等の考え方…………………………………………………173
第２節　過去の災害と発生が懸念される災害の整理……………………………………173
第３節　想定する自然災害… ……………………………………………………………175
第４節　推進目標… ………………………………………………………………………175
第５節　起きてはならない最悪の事態（リスクシナリオ）の設定… ……………………176
第６節　脆弱性の分析・評価と対応の方向性……………………………………………178
第７節　リスクシナリオと基本計画における施策との対応… …………………………195

資料編 …………………………………………………………201
１　用語解説一覧（五十音順）… …………………………………………………………202
２　あきる野市総合計画条例… …………………………………………………………219
３　第２次あきる野市総合計画策定体制…………………………………………………220
４　あきる野市総合計画審議会… ………………………………………………………220
５　あきる野市総合計画策定本部… ……………………………………………………224
６　市民参加… ……………………………………………………………………………228
７　関連個別計画一覧… …………………………………………………………………233

148088-本文.indb   4148088-本文.indb   4 2022/05/19   14:58:472022/05/19   14:58:47


