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令和３年第１回市議会定例会の開会に当り、私の市政運営に対する主な

考えを申し述べ、予算の提案説明とさせていただきます。市議会議員の皆

様並びに市民の皆様には、ご理解ご協力を賜りますようお願い申しあげま

す。 

昨年は、市政運営の上で大きな試練ともいえる１年となりました。新型

コロナウイルス感染症の感染拡大により、市民生活への影響は甚大であり、

長期間にわたる自粛を求められる生活では、多くの市民が心身はもとより、

経済的な面で影響を受けたと認識しております。私は、市民の健康と生活

を支えるため緊急対応方針を策定し、これまで６度にわたり補正予算を編

成し、総額３００億円を超える施策を展開してまいりました。しかし、事

態の収束の見通しは不透明な状況であり、引き続き多岐にわたる施策が求

められています。 

また、市民協働の基盤である、市民や本市と関わる多くの方々からの信

頼を大きく毀損した、市職員の関与した官製談合事件が発生いたしました。

私は、市長としてこれまでの市政運営を省みるとともに、全庁を挙げ再発

防止の取組を進めており、一刻も早い信頼回復に努めているところであり

ます。 

このような状況の中、令和３年度の市政運営では、引き続き信頼回復に

努めるとともに、これまでのまちづくりで蓄積された様々な地域資源を活

用しつつ、市民生活と地域経済の回復に向けて、ウィズコロナ・ポストコ

ロナ社会に適応した本市の新たな将来像を描く年と位置付け、「新しい未来

を拓く」「信頼の絆を築く」「洗練の魅力を磨く」という３つのテーマを掲

げ、各施策を進めてまいります。 
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１つ目の「新しい未来を拓く」につきましては、新型コロナウイルス感

染症対策を継続し、引き続き市民の健康維持と地域経済の回復に取り組む

とともに、今後の社会の在り方を見据え、各分野のインフラ整備や庁内業

務のデジタル化に取り組んでまいります。また、次期府中市総合計画の策

定により、新たな未来に向けたまちづくりを推進してまいります。 

２つ目の「信頼の絆を築く」につきましては、庁内のコンプライアンス

を徹底することで、市政に対する市民からの信頼の回復に努めてまいりま

す。また、防災や福祉など、市民生活に密着した施策を着実に展開し、地

域住民同士の信頼感を醸成し、誰も置き去りにしない、安心して暮らせる

まちづくりを推進してまいります。 

３つ目の「洗練の魅力を磨く」につきましては、中心市街地のにぎわい

の回復や、東京２０２０
ニイゼロニイゼロ

オリンピック・パラリンピックに関連する取組を

通じて、本市の魅力に磨きをかけ、多くの方々に府中への愛着を深めてい

ただけるよう、にぎわいと活力のあるまちづくりを推進し、更なる高み、

洗練を目指してまいります。 

ここに掲げました３つのテーマに基づき、第６次府中市総合計画後期基

本計画の最終年度である令和３年度を、目指す都市像「みんなで創る 笑

顔あふれる 住みよいまち」の実現に向け、所期の目標を達成し、その成

果を次の時代に引き継いでいく年とすべく、全力を尽くしてまいります。 

 

さて、本市の財政状況でございますが、令和３年度の市税は、税制改正

や新型コロナウイルス感染症の影響などにより、前年度と比較して約１８

億円の減収を見込む一方、法人事業税交付金など各種交付金においては、
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９億円の増収を見込んでおります。また、競走事業からの収益事業収入に

ついては、電話投票などによる堅調な売上げにより、前年度と比較して  

８億円の増収を見込んでおります。 

一方、歳出においては、社会保障関係経費が依然として伸び続けており、

さらには、老朽化する公共施設に対する適切な維持管理等の対応も必要と

なっております。このほか、新型コロナウイルス感染症対策の継続、まち

のにぎわいや防災・減災、子育て支援、教育環境の充実など、時代の要請

に応じた施策が求められており、引き続き予断を許さない財政状況が続く

ものと考えております。 

このような中、各施策事業の見直しを進めるなど、より一層の効率化を

図りつつ、令和３年度は、数多くの新規・レベルアップ事業を予算計上し

ております。 

 

この結果、一般会計の予算額は、１，０９７億１，０００万円で、令和

２年度と比較いたしまして、５３億８，０００万円、５．２％の増となっ

ております。 

また、特別会計・公営企業会計を含めた予算総額は、２，４８６億    

８４４万１，０００円で､令和２年度と比較いたしまして､８７億９,６３２

万６，０００円、３．７％の増となっております。 

 

それでは、令和３年度の市政運営につきまして、第６次府中市総合計画

の４つの柱に沿いまして、主な事業をご説明申しあげます。 

はじめに、第１の柱は、「人と人とが支え合い幸せを感じるまち」でござ
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います。 

 

健康推進につきましては、新型コロナウイルスの影響が非常に長期に及

んでおり、多くの方が不安や不便さを感じているところではございますが、

全ての市民が安心して日常生活を送れるよう、東京都や医師会など関係機

関と連携し、医療提供体制の支援に努めるとともに、円滑なワクチン接種

の実施に向け、取り組んでまいります。 

また、各種健診事業等については、感染防止対策を徹底し、実施してま

いります。 

 

母子保健の充実につきましては、健診の狭間となる家庭や多胎児を養育

する家庭をきめ細やかに支援するなど、母子の心身の健康づくりを推進し

てまいります。 

 

子育て支援につきましては、安心して子どもを生み育てられるよう、子

育て世代包括支援センター機能の充実を図るなど、引き続き妊娠期から子

育て期にわたる切れ目のない支援を行ってまいります。 

また、発育・発達に関する相談に対応できる子育てひろばを開設するほ

か、地域で気軽に相談や交流ができる環境づくりに取り組んでまいります。 

 

ひとり親家庭への支援につきましては、ひとり親家庭の生活の安定を図

るため、新たに養育費確保支援事業を開始するとともに、自立に向けた相

談支援を行ってまいります。 
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教育・保育サービスの充実につきましては、既存施設の有効活用や保育

コンシェルジュによるきめ細かな情報提供など、総合的に対策を進めると

ともに、保育の質を維持していくための施策を推進してまいります。 

公立基幹保育所では、計画的に進めている残り２か所の整備に向け、具

体的な取組に着手してまいります。 

 

高齢者福祉につきましては、外出の機会が減っている状況にある中、高

齢者の自立支援と要支援・要介護状態の重度化防止をさらに推進するため、

フレイル対策など介護予防事業の充実を図るとともに、認知症地域支援推

進員の配置など認知症対策を進めてまいります。 

 

介護保険事業につきましては、引き続き地域包括ケアシステムの推進を

図りながら介護保険制度の適正な運営に努めるとともに、介護認定事務に

おけるＲＰＡ
アールピーエー

・ＩＣＴの活用や業務委託の導入を進めてまいります。 

 

障害者福祉につきましては、安心して地域生活を送るための仕組みづく

りを推進するため、障害のある方に配慮した防災ハンドブックの作成や、

聴覚に障害のある方への窓口サービスの向上を図るほか、引き続き、児童

発達支援センターの整備に向け、取り組んでまいります。 

 

国民健康保険につきましては、保険給付事業や医療費適正化事業等を着

実に実施し、健全な事業運営に努めてまいります。 
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低所得者福祉につきましては、雇用の不安定な経済状況にある中、引き

続き、生活困窮世帯の状況に応じ、適切な支援を行ってまいります。 

 

生活の安定の確保につきましては、社会経済情勢の変化に応じた住環境

の更なる向上を図るため、住宅マスタープランを改定してまいります。 

 

地域福祉の推進につきましては、新たに策定した福祉計画等に基づき、

文化センター圏域を基礎とした新たな各福祉エリアに地域福祉コーディネ

ーターを配置し、市民や関係者等との協働・連携のもと、地域における支

え合いの力を高める取組を進めてまいります。 

 

第２の柱は、「安全で快適に暮らせる持続可能なまち」でございます。 

 

自然・生態系の保護と回復につきましては、市内の豊かな自然環境や生

物多様性を保全するとともに、次世代へ引き継いでいくため、自然体験事

業などを通じた普及啓発を進めてまいります。 

 

緑のまちづくりの推進につきましては、魅力ある公園となるよう、市民

との協働により、公園の適切な維持管理を図ってまいります。 

 

生活環境の保全につきましては、引き続き家庭における省エネルギー対

策を支援するなど、良好な生活環境の確保に努めてまいります。 
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循環型社会の形成につきましては、引き続き、市民、事業者、行政の３

者で協働し、ごみの適正処理及び更なるごみ減量を図るほか、次期一般廃

棄物処理基本計画の策定に着手してまいります。 

また、老朽化が進むリサイクルプラザの整備基本計画を策定してまいり

ます。 

 

交通安全の推進につきましては、高齢者を中心とした交通安全への普及

啓発に努めるとともに、自転車ナビマーク等の安全施設の整備に取り組む

など、交通事故の更なる減少に努めてまいります。 

 

地域安全の推進につきましては、自主防犯組織への活動支援や防犯教育

の充実などに取り組むとともに、振り込め詐欺被害の減少に向けて、新た

な啓発活動に取り組んでまいります。 

 

危機管理対策の強化につきましては、災害発生に伴うリスクシナリオに

対応するための国土強靭化計画を策定してまいります。また、文化センタ

ー圏域地域自主防災連絡会において、各自治会等の取組を支援し、地域防

災力の向上に努めてまいります。 

 

消防力の充実につきましては、府中消防署及び消防団との更なる連携強

化を図り、引き続き、消防・防災力の向上を目指してまいります。 

 

第３の柱は、「人とコミュニティをはぐくむ文化のまち」でございます。 
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人権意識の醸成につきましては、パートナーシップ宣誓制度の実施など

を通じて、引き続き意識啓発や情報提供を行ってまいります。 

 

平和啓発事業につきましては、地域の歴史資料や市民の戦争体験記を活

用した市立小学校との連携事業や各種事業を通じて、より多くの市民に平

和意識の啓発を行ってまいります。 

 

男女共同参画につきましては、引き続き、各種講座や啓発事業を実施し

てまいります。 

 

都市間交流につきましては、ウィーン市ヘルナルス区及び長野県佐久穂

町との幅広い交流事業を継続して実施してまいります。 

 

生涯学習につきましては、市民の知識・経験・技術を地域へ還元する「学

び返し」を推進するとともに、地域・家庭・学校との連携・協働により、

地域教育力の向上に努めてまいります。 

 

市民会館及び中央図書館の複合施設であるルミエール府中につきまして

は、引き続き、次期ＰＦＩ事業の事業者の選定を進めてまいります。 

また、文化関連各施設の周年事業を連携して実施し、広く府中市の魅力

を発信してまいります。 
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文化財につきましては、市内の新たな文化財の調査・活用の検討や、郷

土の森博物館の改修などを進めてまいります。市史編さんでは、各時代の

資料編の刊行を完了させ、通史編の準備に取り組みます。 

 

スポーツ・レクリエーション活動につきましては、「スポーツタウン府中」

の更なる発展に向け、次期スポーツ推進計画を策定してまいります。 

 

東京２０２０
ニイゼロニイゼロ

オリンピック・パラリンピックにつきましては、オースト

リアの卓球代表、オーストラリアの野球及び車いすバスケットボール代表

のキャンプの受入れ準備や、ホストタウン交流を進めてまいります。 

また、本市で開催される聖火リレー、オリンピック自転車競技ロードレ

ースにおきましては、円滑な運営に向けて、市民との協働により取り組ん

でまいります。 

「ラグビーのまち府中」の取組では、７人制ラグビー日本代表のキャン

プを継続して受け入れるとともに、引き続き、市内を活動拠点とするチー

ムなどと連携してまいります。 

 

学校教育につきましては、時代の動向や要請に的確に応えつつ、本市の

目指す子ども像である「心豊かでたくましい子供」の実現に向け、教育・

指導内容を充実するほか、新たな教育課題への対応も見据えた次期学校教

育プランを策定します。 

 

児童・生徒全員に導入されたタブレットを活用したＩＣＴ教育につきま
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しては、効果的な指導方法を確立してまいります。 

 

学校給食につきましては、引き続き、安全･安心でおいしい給食の提供に

努めるとともに、様々な食育活動に取り組んでまいります。 

 

学校施設につきましては、第八小学校及び第一中学校の改築工事に着手

するなど、老朽化対策の取組を順次進めるとともに、夏の暑さ対策や災害

時の避難所機能への対応として、全ての中学校の体育館に空調設備の設置

を進めるほか、小学校及び中学校のトイレ改修を進めてまいります。 

 

青少年の健全育成につきましては、一部の学童クラブ運営を民間事業者

に委託するほか、育成時間を延長するなど、市民サービスの更なる向上を

図るとともに、育成の質の均質化、向上の取組を進めてまいります。 

 

地域コミュニティの活性化支援につきましては、文化センターを拠点に、

引き続き、コミュニティ協議会等との連携強化を図りながら、各種施策を

展開するほか、文化センターの今後の在り方について検討を進めてまいり

ます。 

 

市民協働の推進につきましては、市民活動センター「プラッツ」を活用

して、様々な主体との協働の取組を一層推進してまいります。 

 

第４の柱は、「人を魅了するにぎわいと活力のあるまち」でございます。 
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計画的な土地利用の推進につきましては、都市計画マスタープランを改

定するとともに、木造住宅密集地域の課題解決に向け、地区計画の策定の

ための地域のまちづくり活動を引き続き支援してまいります。 

 

震災に対応した建築物の誘導につきましては、引き続き建築物やブロッ

ク塀等の耐震化を推進してまいります。 

 

魅力ある景観の形成につきましては、景観計画を改定するとともに、市

民及び市への来訪者に対する公共サインの在り方について、検討を進めて

まいります。 

 

駅周辺整備事業の計画的推進につきましては、分倍河原駅周辺地区にお

けるまちづくり基本計画に掲げるまちの将来像を実現するため、地域住民

の方や鉄道事業者を始めとした関係者との協働により、基盤整備に向けた

取組を進めてまいります。 

 

公共交通の利便性の向上につきましては、市民の誰もが円滑に利用でき

る公共交通機能の維持・充実を目指し、公共交通ネットワークに関わる地

域公共交通計画の策定に向け、検討を進めてまいります。 

 

安全で持続可能な道路機能の保全・整備につきましては、都市計画道路

の事業のほか、狭あい道路の解消や橋梁補修事業などを計画的に推進する
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とともに、官民連携による道路等包括管理事業を市全域に適用してまいり

ます。 

 

下水道施設の機能確保につきましては、下水道財政の健全性を維持する

とともに、下水道マスタープラン２０２０
ニセンニジュウ

に基づき、引き続き施設の老朽

化対策や地震対策を計画的に進めてまいります。 

 

中心市街地の活性化に向けたまちづくりの推進につきましては、商業施

設等のオープンにより新たに生まれ変わる中心市街地のにぎわいを創出す

るとともに、関係団体及び事業者等と協働して様々な活性化策に取り組ん

でまいります。 

 

商工業の振興につきましては、にぎわいと魅力ある商店街づくりを進め

るほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内事業者への支援を

引き続き行ってまいります。 

 

観光振興による地域の活性化につきましては、東京２０２０
ニイゼロニイゼロ

オリンピッ

ク・パラリンピックの開催に合わせ、おもてなしの取組を充実させてまい

ります。 

 

消費生活の向上につきましては、年々、悪質商法が巧妙・複雑化してい

ることに加え、インターネット通販に関する相談が急増していることから、

トラブルを未然に防ぐための啓発活動に継続的に取り組んでまいります。 
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都市農業の育成につきましては、引き続き農業の担い手の確保と農地の

保全に努めるとともに、新たに開設する西府町農業公園を活用し、市民が

農業と触れ合う機会の充実に努めてまいります。 

 

 以上、第６次府中市総合計画の４本の柱に沿って説明してまいりました。 

 次に、総合計画を推進するに当たり、行財政運営上、取り組むべき課題

等について、いくつか触れさせていただきます。 

 

公共施設の老朽化対策につきましては、次世代に適切な規模及び機能を

引き継いでいくため、次期公共施設マネジメント推進プランの策定や、文

化・スポーツ施設の今後の在り方に係る検討を進めてまいります。 

 

市庁舎建設につきましては、本年５月の建設工事の着手に当たり、工期

や品質等を確保するため工事監理を徹底していくとともに、令和５年５月

のおもやの供用開始に向けた各種準備を進めてまいります。 

 

窓口サービスにつきましては、「ＡＩ
ｴ ｰ ｱ ｲ

チャットボット」の活用や、個人番

号カードの交付に係る予約システムを導入するなど、市民サービスの向上

を図ります。 

 

情報通信技術の活用につきましては、ＲＰＡ
アールピーエー

やＡＩ
ｴ ｰ ｱ ｲ

－ＯＣＲ
オーシーアール

をはじめ

としたデジタル技術を活用し、業務効率化を図るとともに、新庁舎建設に
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合わせて新たな庁内ネットワークの構築に向けた取組を進めてまいります。 

 

市税につきましては、公平かつ適正な課税に努めるほか、新型コロナウ

イルス感染症による社会経済環境の変化を踏まえ、納税者の個々の状況に

応じた対応を図りつつ、収納率の更なる向上に取り組んでまいります。 

 

入札及び契約事務につきましては、中立、公正の立場で、客観的に運用

状況等の審査や評価等を行う第三者委員会を設置し、不正行為の防止及び

透明性の向上を図ってまいります。 

 

行財政改革の推進につきましては、現行の行財政改革推進プランが最終

年度を迎えることから、プランに掲げた目標を達成するため、各種取組に

一層注力するとともに、新たな行財政改革推進プランを策定してまいりま

す。 

 

府中基地跡地留保地につきましては、利用計画に基づく土地利用の誘導

が図れるよう、都市計画手続等を推進してまいります。 

 

以上、令和３年度の市政の運営につきまして、所信の一端を申し述べま

した。 

昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、日本中が「危機」

といえる１年となりました。しかし、「危機」という言葉には、危険と好機

の両方の側面を併せ持ち、事態が変わる転換点という意味もあります。私
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は、府中というまちの持つ多様な可能性を引き出すことにより、本年を本

市の輝かしい未来へ向けた転換点にできると考えます。 

令和３年度は、第６次府中市総合計画後期基本計画の総仕上げを行い、

次期総合計画の着実なスタートにつなげるとともに、「新しい未来を拓く」、

「信頼の絆を築く」、「洗練の魅力を磨く」の３つのテーマに基づき、目指

す都市像である「みんなで創る 笑顔あふれる 住みよいまち」の実現に

向けて、全力で市政運営に取り組んでまいります。 

市議会議員の皆様並びに市民の皆様のご指導とご協力を賜りますよう、

心からお願いを申しあげまして、令和３年度の市政の運営方針といた  

します。 


