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付属資料 

・東村山市行財政改革審議会委員名簿 

（敬称略）   

区分 氏名 備考 

学識経験者 菊地 端夫 会長 

行政機関 岸上 隆 会長代理 

学識経験者 安藤 藍  

協働・公民連携 井原 徹  

協働・公民連携 酒井 隆行  

協働・公民連携 小山 信男 令和 2 年 4 月 30 日まで 

協働・公民連携 丹代 了 令和 2 年 5 月 1 日から 

協働・公民連携 星野 浩伸  

公募市民 佐久間 宏子  

公募市民 野村 和広  

労働組合 浦野 洋史  

任期：令和元年 10 月 1 日から令和 3 年 9 月 30 日 
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・東村山市行財政改革審議会条例 

平成８年３月１１日 

条例第９号 

改正 平成８年１２月２４日条例第２１号 

平成２０年１２月２６日条例第２５号 

（設置） 

第１条 東村山市の行財政改革を推進するにあたり、東村山市行財政改革審議会（以下「審

議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、東村山市の行財政改革大綱（以下「大綱」という。）

の策定に関して必要な事項について調査・審議し、答申する。 

２ 審議会は、大綱に定められた行財政改革の計画期間において、定例的に行財政改革の

推進状況について市長から報告を受け、必要があると認めるときは、その推進について

市長に助言することができる。 

（構成） 

第３条 審議会は、市民及び学識経験者等の中から市長が委嘱する１０人以内の委員をも

って組織する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第５条 審議会に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によって定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、会長が務める。 

４ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決する
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ところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、経営政策部において処理する。 

一部改正〔平成８年条例２１号・２０年２５号〕 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この条例は、平成８年４月１日から施行し、大綱に定められた行財政改革の計画期間の

終期をもって、その効力を失う。 

附 則（平成８年１２月２４日条例第２１号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２０年１２月２６日条例第２５号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 
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・東村山市行財政改革審議会諮問・答申 
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・東村山市行財政改革推進本部設置要綱 

昭和６０年８月２７日 

訓令第１９号 

改正 昭和６１年９月３０日訓令第３１号 

昭和６２年５月１日訓令第１９号 

平成６年６月１７日訓令第７号 

平成１３年３月５日訓令第３号 

平成１５年１２月１８日訓令第６号 

平成１８年４月２５日訓令第２号 

平成２０年３月３１日訓令第３号 

平成２１年３月３１日訓令第３号 

令和２年４月３０日訓令第２号 

（設置） 

第１条 行財政改革の推進を図るため、東村山市行財政改革推進本部（以下「本部」とい

う。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 行財政改革大綱の策定及び実施に関すること。 

(２) その他、行財政改革に係る重要事項に関すること。 

（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 

２ 本部長は市長をもって充て、副本部長は経営政策部担当副市長をもって充てる。 

３ 本部員は、経営政策部担当副市長以外の副市長、教育長及び部長（相当職を含む。）

をもって充てる。 

（本部長及び副本部長） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。 

（部会及びプロジェクトチーム） 

第６条 本部は必要に応じ、部会及びプロジェクトチームを置くことができる。 
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２ 部会及びプロジェクトチームの所掌事項及び組織は、本部長が本部の会議に諮って定

める。 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、経営政策部行政経営課において処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。 

附 則 

１ この要綱は、昭和６０年８月２７日から施行する。 

２ 行財政運営推進対策委員会要綱（昭和５７年東村山市訓令第２３号）は、廃止する。 

附 則（昭和６１年９月３０日訓令第３１号） 

この要綱は、昭和６１年１０月１日から施行する。 

附 則（昭和６２年５月１日訓令第１９号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年６月１７日訓令第７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月５日訓令第３号） 

この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年１２月１８日訓令第６号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１８年４月２５日訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２０年３月３１日訓令第３号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日訓令第３号） 

この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月３０日訓令第２号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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・用語説明 

※１ 第１次行財政改革：「東村山市行財政改革大綱（計画年度：平成９（1997）年度～平成

12（2000）年度）」に基づく行財政改革のこと。「東村山市行財政改革大綱」は東村山

市行財政改革審議会条例施行後、初めて策定した行財政改革大綱である。 

※２ Society 5.0：サイバー空間とフィジカル（現実）空間を高度に融合させたシステムによ

り、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会（Society）のこと。 

※３ 出所：東村山市「東村山市第５次総合計画等５計画基礎調査報告書（将来環境の予測）」

（令和元（2019）年 12 月）令和２（2020）年の推計値と令和 32（2050）年の推計値

を比較。 

※４ 公民連携：行政と民間が連携し、お互いの強みを生かすことにより、最適な公共サー

ビスの提供を実現し、地域の価値や住民満足度の最大化を図るもの。 

※５ デジタル手続法は、行政のデジタル化に関する基本原則（デジタルファースト、ワン

スオンリー、コネクテッド・ワンストップ）等を定める法律のこと。デジタルファー

ストは、個々の手続き・サービスをデジタル（オンライン）で完結すること。ワンス

オンリーは、一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること。コネクテッ

ド・ワンストップは、民間サービスを含め、複数の手続き・サービスをワンストップ

（一度の手続き）で実現すること。法律の正式名称は、情報通信技術の活用による行

政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため

の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律。 

※６ デジタルトランスフォーメーション：データとデジタル技術を活用してサービスやビ

ジネスモデル、業務を変革すること。ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良

い方向に変化させるという概念。 

※７ レジリエンス：復元力、回復力、弾力、強靭さ。困難な状況にもかかわらず、しなや

かに適応して生き延びる力。 

※８ デザイン思考：デザインに必要な思考方法と手法を利用してビジネス上の問題を解決

するための考え方。ユーザーが求めているものを観察・共感すること、実際に試行し

て検証、改善すること等が特徴。 

※９ アジャイル開発：現在主流になっているシステムやソフトウェアの開発手法の一つで、

開発工程を機能単位の小さいサイクルで繰り返し「素早く」「機敏な」変更を行うこと

でリリースまでの時間短縮やプロダクトの価値の最大化を図ること。 

※10 オープンイノベーション：企業や大学・研究機関等、異業種、異分野が持つアイデア、

技術等を組み合わせ、革新的なサービスやビジネスモデルを開発すること。 

※11 EBPM：Evidence Based Policy Making の略。証拠に基づく政策立案。政策の企画をそ

の場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠

（エビデンス）に基づくものとすること。 

※12 リスクヘッジ：思わぬ事態や避けられない危機的状況を予測し、その影響を最小限に

抑える対策・軽減させるよう工夫すること。 

※13 都市 OS：サービス連携及び都市間の連携を実現し、さまざまな民間事業者や他の地

域が提供するサービス・機能を自由に組み合わせ活用できるようするための共通基盤

となるシステムのこと。 
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※14 RPA：Robotic Process Automation の略。デスクワーク（主に定型作業）を、パソコ

ンの中あるソフトウェアロボットが代行・自動化する概念、ツール。 

※15 実質的な財政収支：実質単年度収支＋（特定目的基金積立額－特定目的基金取崩額）

＋決算剰余金からの基金積立額により求められる収支。 

※16 将来負担比率：一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比

率。 

※17 標準財政規模：地方公共団体が、通常の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量。 

※18 V2B：Vehicle to Building の略。自動車とビルの間で電力の相互供給をする技術やシス

テムのこと。 

※19 GIGA スクール構想：令和元（2019）年 12 月に文部科学省が打ち出したもので、1 人

1 台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援

を必要とする子どもを含め、多様な子どもたち一人ひとりに個別最適化され、資質・

能力が一層確実に育成できる教育 ICT 環境を実現させる構想。 

※20 Park-PFI：飲食店、売店等の公園利用者の利便の向上に資する公園施設の設置と、当

該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場等の公園施設の整備・改修等

を一体的に行う者を、公募により選定する制度。 

※21 シビックテック：市民自身が情報技術を活用して地域課題を解決する取組のこと。 

※22 AI-OCR：手書きや印刷された書類や帳票の文字を読み取りデータ化する OCR に、AI

技術を活用する処理方法。  

 


