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令和元年度行財政改革の取組成果とその検証について 

 

市では、第 4次東村山市行財政改革大綱（平成 23年度～令和 2年度）に基づい

て、行財政改革の取り組みを進めています。令和元年度の行財政改革の取り組

み及び、第 4 次東村山市行財政改革大綱「後期基本方針 6 行政活動の成果の

検証と改善」に掲げた指標による実績値がまとまりましたので、ここに報告します。 

 

１．令和元年度行財政改革の取り組み 

（１）市民サービスの質の向上 

これまでの市民サービスを保ちつつ新たに付加価値の創出や経営資源の再配置による公の役割

の強化など、市民サービスの質の向上に繋がる様々な行財政改革の取り組みが行われました。 

 

①公民連携・協働 

● 民間事業者提案制度の実施 

民間事業者の主体的な発意によって市民サービスの質や満足度な

どを向上させるための事業等の提案を公募で受け付ける民間事業者提

案制度を実施し、27 件の提案を採択しました。民間事業者提案制度の

事例は全国でもまだ少なく、地域プラットフォームとの組み合わせによる

随意契約保証型の制度としては都内初の取り組みとなります。 

採択した提案について詳細協議を進め、協議が整い次第事業化して

いきます。 

 

● 厚生室エリアの改修に合わせた公民連携による実証実験の実施 

本庁舎 2階厚生室エリア（休憩室、喫煙室、倉庫）を一体的に改修し、職員のリフレッシュル

ームやコミュニケーションスペースとする工事に合わせて、大和リース(株)の商品である「ヴェル

デニア（VERDENIA）」を協定に基づく実証実験とし

て設置しました。ヴェルデニアの官公庁への設置は

全国初であり、市にとっては当初の改修経費以外

に新たな負担を生じさせることなく、働きやすい職

場環境づくりに民間のノウハ

ウを活用でき、職員のリフレ

ッシュ、コミュニケーションの

場になっています。 
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②組織・職員の生産性の向上 

● オフィス改革の実施 

本庁舎 1 階執務室及び什器の変更、本庁舎 4 階の間仕切壁撤去

等、働く場かつ市民サービスの窓口である市役所オフィスを見直すこと

で、職員のコミュニケーションを促進し、相互連携を高める取り組みを行

いました。 

また、本庁舎 1 階窓口のレイアウト変更、記載台・待合用イスの入れ

替え（右写真）、フロア案内図の増設や、市民課・保険年金課・総務課

の窓口業務の委託業者の一本化による業務効率化を行うことで、市民

の動線改善、案内機能の強化をし、窓口環境の快適性、利便性を向上

しました。 

 

● グループウェア導入による組織内情報共有の強化、ペーパーレス会議の試行実施 

電子会議室、ダイレクトメッセージ、共有文書、スケジュール管理

などの機能を持つグループウェアを導入したことにより、イントラネ

ット※1 上での職員の情報共有の効率化、利便性の向上を図りまし

た。 

庁内会議の一部でペーパーレス会議を試行実施しました（右写

真）。会議資料となる紙、印刷のコストと、職員の作業時間が縮減されました。 

※1 イントラネット：インターネットの技術を利用した、組織内の情報通信網。 

 

● 出退勤システムの導入、時差勤務制度の拡大 

出退勤システムを導入し、出退勤の記録、休暇取得の手続き等が簡素化されたことにより、

職員の労務管理に関する事務を効率化しました。 

職員の働き方改革を推進する観点から、時差勤務制度を拡大しました。勤務する時間帯を

9 区分から 13 区分にし、時期や取得事由を問わず利用できる制度とすることで、職員個々の

事情に合わせた柔軟な働き方が可能となり、ワークライフバランスの充実に繋げました。 

 

組織・職員の生産性の向上などの取り組み結果として、時間外勤務総時間数が平成 30 年

度比 0.8％減となりました。 
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③事業・業務プロセスの最適化 

● 課税業務における AI-OCR※2・RPA※3の導入 

個人市民税に係る業務の一部を AI-OCR・RPA

を導入することで自動化しました。RPA を用いた

課税業務の見直しは他自治体等でも進められて

いますが、AI-OCR を組み合わせた RPA の導入

による業務の自動化は全国的にも先駆けて行わ

れるもので、課税所管課主体で取り組む事例は極めて少なく、東京都を含む関東圏では初の

事例です。 

自動化により従来職員が行っていた入力・確認の作業時間が約 896時間短縮し、他の業務

にシフトできるとともに、入力ミス等のリスクが減少しました。 

  ※2 AI-OCR：手書きの書類や帳票の読み取りを行い、データ化する OCRへ AI技術を活用する処理方法。 

  ※3 RPA：Robotic Process Automation の略。デスクワーク（主に定型作業）を、パソコンの中にあるソフトウェア型のロボ

ットが代行・自動化する概念。ツール。 

 

● 学校施設の活用及び民間活力の導入による児童クラブの設置 

児童館・児童クラブ全体に関わる今後の運営体制等の基本方針の検討・策定を進める中で、

令和 2 年 4 月に学校施設内において民間活力を導入した 4 つの児童クラブを新規開設しま

した。学校施設の活用を通じて公共施設の効果的な活用を図るとともに、民間活力の導入に

より、将来にわたり継続して安定的な事業運営を行うことで、児童クラブサービスの維持・向上

を目指しています。 

 

● 飲料用自動販売機の設置にかかる見積合せの実施 

本庁舎 2 階厚生室エリアに飲料用自動販売機を設置及び運営する事業者を公募し、見積

合せにより決定しました。市が保有する経営資源である庁舎の一部を貸与することに対して適

切な対価を取得することを基本として、見積合せによりさらなる収入を確保できることとなりまし

た。 

 

● 客観的な根拠に基づく検証 

埼玉県所沢市と都県をまたいで連携して実施した「ところバス吾妻循環コース」の市内乗り

入れについて、利用の予測を立て、本格運行実施の可否について、１日あたりの必要な乗降

者数という明確な判断基準を設けた上で実証運行を行い、その結果に基づき運行停止しまし

た。事業継続の判断基準を明確にし、客観的な根拠に基づき検証、判断をすることで、事業

立案プロセスを見える化した取組事例となりました。 
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（２）行革効果額※ 

令和元年度に行った行財政改革の取り組みの中から、行革効果額に繋がる取り組みを集計したと

ころ、その効果額は約 2.8億円となりました。内訳は次のとおりです。 

 

 

※行革効果額…行財政改革に取り組んだ結果、令和元年度決算及び令和 2 年度予算に歳入増、歳

出減として生み出された効果を金額に換算したものであり、予算・決算額と必ずしも

一致するものではありません。 

 

 

 

＜参考＞第 4次行財政改革大綱期間(平成 23年度～令和 2年度)における行革効果額 

 

 

 

 

  

令和元年度行革効果額 約 2.8 億円 

前期基本方針期間（H23～27） 後期基本方針期間（H28～ 

歳出効果額

合計
（千円）

62,466

1,775

64,241歳出効果額 合計

その他の支出削減

取組内容

業務手法の改善

歳入効果額

合計
（千円）

68,844

109,299

34,131

4,208

216,482

取組内容

収納率・徴収率の向上

交付金・補助金の確保

市有財産の売却

その他の収入確保

歳入効果額 合計
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２．第 4 次東村山市行財政改革大綱「後期基本方針６ 行政活動の成果の検証と改善」に

掲げた指標の令和元年度実績値 

 

第 4次東村山市行財政改革大綱 後期基本方針 6に、行財政改革の取組成果を測る指標として

No.1～6までの指標を設定しています。令和元年度の実績値と概要は次のとおりです。 

※ 実質的な財政収支…以下の算式により求められる収支。 

＜算式＞実質単年度収支 ＋（特定目的基金積立額‐取崩額）＋ 決算剰余金からの基金積立額 

▲12億 9千 3百万円 ＋（5億 9千 6百万円‐4億 8千 6百万円）＋10億円 ＝1億 8千 3百万円の赤字 

 

No.1 実質的な財政収支 1億 8千 3百万円の赤字について 

実質的な財政収支は約 1億 8千 3百万円の赤字となりました。歳出において連続立体交差事

業負担金や扶助費が増加したことが主な要因です。 

「実質的な財政収支」は、単年度収支に財政調整基金の積立額、取崩額の影響を考慮した

「実質単年度収支」に対し、更に財政調整基金以外の基金の積立額や取崩額等の影響を考慮し

た財政収支を見るものです。黒字基調の維持を令和 2年度までの目標としています。 

 

No.2 経常収支比率 96.8％について 

経常収支比率は、扶助費及び物件費の増加により 96.8％となりました。 

経常収支比率は財政構造の弾力性を判断するための

比率で、経常経費に、経常一般財源や減収補てん債（特

例分）及び臨時財政対策債がどの程度充当されているか

をみる指標です。この比率が低いほど財政構造に弾力性

があることとなるため、令和 2 年度までの到達目標を 90.0%

以下としています。 

91.7％
93.1％

96.8%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

29 30 元

経常収支比率

令和平成 （年度）

目標水準

90.0%以下

指標No. 指標
基準値

（平成29年度）
令和元年度実績値

令和2年度までの
到達目標値

No.1 実質的な財政収支（※） 1億8千3百万円の赤字 黒字基調の維持

No.2 経常収支比率 91.7% 96.8% 90％以下

No.3 公債費比率 7.8% 6.6% 10％以下の維持

No.4
財政調整基金残高の
標準財政規模に対する比率

14.7% 13.0% 10％以上の維持

No.5 地方債残高 316億円 平成29年度比34億円減 平成29年度比30億円減

No.6 行革効果額
約9.0億円

（平成30年度および
令和元年度の合計）

合計10億円以上
（平成30年度から
令和2年度の合計）
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No.3 公債費比率 6.6％について 

公債費比率は、6.6％となりました。 

公債費比率は一般財源の標準的な規模に占める公

債費（過去の地方債の返済にかかる元利償還金と一時

借入金の利子）の比率です。公債費は義務的な経費の

ため、財政構造の硬直化の要因となり得ます。 

一般的には 10％を超えないことが望ましいとされてお

り、令和 2年度までの目標を 10.0％以下の維持としてい

ます。 

 

No.4 財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率 13.0％について 

財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率は、13.0％となりました。財政調整基金残

高としては約 3億 9千万円減の約 38億円となりました。 

財政調整基金とは、年度間の財源調整や災害等へ

の備えをして計画的な財政運営を行うためのいわば市

の貯金です。標準的な状態で通常収入が見込まれる一

般財源の規模に対する比率を一定以上保つことで、安

定的な行政サービスの提供を担保するため、10.0％以

上を令和 2年度までの目標として掲げています。 

 

 

No.5 地方債残高 平成 29年度比 34億円減について 

地方債残高は平成 29 年度と比較すると普通債（一般

会計）で約 10 億円、下水道事業債（下水道事業特別会

計）で約 24億円、合計で約 34億円減少し、約 282億円

となりました。事業に応じた新規発行を行いつつも、償還

額を上回らない額とすることで、地方債残高の圧縮に努

めています。 

※地方債…普通債（一般会計のうち臨時財政対策債、減収
補てん債などを除いた金額。）に下水道事業特
別会計の下水道事業債を含めたもの。 

 

 

14.7% 14.3%
13.0%

0.0%

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

29 30 元

財政調整基金残高の

標準財政規模に対する比率

（年度）平成

目標水準

10.0％以上

令和

7.8%

7.1%

6.6%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

29 30 元

公債費比率

平成 （年度）

目標水準

10.0％以下

令和

155 151 145

161 150 137

0

100

200

300

400

29 30 元

地方債残高

普通債 下水道事業債

316

(億円)

301 282

平成 （年度）令和
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No.6 行革効果額 約 9.0億円について 

平成 30年度と令和元年度の行革効果額はあわせて約 9.0億円となりました。（「１ 令和元年

度行財政改革の取り組み （２）」参照。） 

行財政改革の取り組みがなければ、No.1 実質的な財政収支においてもより厳しい状況となっ

ていたことが予想されます。市民サービスの質の向上と持続可能な財政のため、行財政改革に

継続して取り組んでいきます。 

 

 


