
⻘梅ひとと⽣き物イキイキプランの策定に当たって 
本市では、平成２７年３月に策定した「第２次青梅市環境基

本計画」に掲げた「美しい自然のふるさと青梅」の実現に向け

て、６つの環境のテーマごとに各種の取組みを進めております。 

本基本計画は、６つの環境のテーマのほか、３つの重点アク

ションを掲げており、その一つに生物多様性地域戦略の策定が

あります。 

本市は、山や丘陵地、台地、河川など、豊かな自然環境に恵

まれており、多様な生き物を育む場であるとともに、その自然

を生かした伝統文化や観光など、私たち「ひと」にも多くの恵

みをもたらしております。 

「生物多様性」は、生き物だけではなく、私たちの暮らしにも関わりが深いものであり、その保

全と持続可能な利用について、考えていくことが大変重要であります。 

本プランでは、目指すべき将来像を「山・里・川・まち ～自然の恵みを守り、活かし、みんな

で未来につなぐまち青梅～」としております。市のみならず、市民、市民団体、事業者、専門家、

滞在者など、青梅に関わる全ての人々により、自然の恵みにあふれた”青梅”を未来に引き継げる

よう、取り組みを進めてまいりたいと存じます。 

結びに、本プランの策定に当たり、貴重なご意見やご提言をいただきました環境審議会委員の皆

様、生物多様性保全協議会委員の皆様、ご協力をいただきました全ての市民の皆様と関係各位に心

から感謝を申し上げます。 

 

平成３０年８月 

 

青梅市長  浜 中  啓 一     ゆめうめちゃん 
〔⻘梅市公式キャラクター〕 
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【新元号の記載について】 

本計画では、「平成」と表⽰していますが、改元後については、次のとおり読み替えるものとします。 

⻄暦 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 

平成 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 平成 34 年 

新元号 ― ※元年 2 年 3 年 4 年 

⻄暦 2023 年 2024 年 2025 年 2026 年 2027 年 

平成 平成 35 年 平成 36 年 平成 37 年 平成 38 年 平成 39 年 

新元号 5 年 6 年 7 年 8 年 9 年 

※2019 年は、4 ⽉ 30 ⽇までは平成、5 ⽉ 1 ⽇以降は新元号   
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