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強くしなやかで持続可能な行政経営を目指して、行政手法の更なる革新を！ 

 

未だ新型コロナウイルスのパンデミックが収束の兆しを見せない中、「第５次総合計画～

わたしたちの SDGｓ～」が本年４月よりいよいよスタートします。 

 第５次総合計画は、猛威を振るう新型コロナウイルス感染症をはじめ今後確実に進行す

る人口減少・少子高齢化・公共施設の老朽化等の困難な課題や多様化・高度化する市民ニー

ズに適切に対応しながら、ICTや AI等の技術革新や社会経済の大きな変化を踏まえ「住ん

でよし・働いてよし・楽しんでよしの東村山」に向けた「持続可能なまちづくり」を着実に

進めるとともに、地球規模の SDGｓに貢献することを目指しています。 

 その一方で、計画の実現に欠かせない財源の確保については、当市は元々財政基盤が脆弱

なことに加え、コロナ禍の影響により歳入の根幹である市税が大幅に落ち込むなど、一段と

厳しさが増しており、まさに「嵐の中」での船出と言っても過言ではありません。 

 こうした「嵐の中」で東村山の「持続可能なまちづくり」を進めていくためには、その最

大の推進力である行財政そのものの持続可能性を同時に高めるとともに、多様な主体との

連携・協働を更に推進・深化させ、地域全体の総合的な経営力を向上させていくことが必要

不可欠です。 

そのためには、ICT 等の先進技術の活用や市職員の能力開発を図るなどにより行政の生

産性を高めるとともに、多様な主体との連携・協働等を通じ市役所の限られた経営資源（人・

モノ・カネ・情報）や業務プロセスを最適化・効率化し、最少の人的・財政的投資で最大の

成果を市民の皆さまにお届けするよう「行政手法の革新」に常に取り組みながら、困難な状

況にも適応し前に進むことができる「強くしなやかで持続可能な行政経営」へと自らを変

革・進化させなければなりません。 

 こうしたことを踏まえ、第５次行財政改革大綱では「強くしなやかで持続可能な行政経営

のため、行政手法を革新する」ことを基本理念として掲げ、前期基本方針には５つの方針を、

また第１次実行プログラムには 41にのぼる具体的な改革プログラムを挙げています。 

 率直に申し上げて、どの改革プログラムも実行するには様々なハードルがありますが、当

市の持続可能性を高めていくには、避けては通ることができないものばかりです。 

ぜひ、ピンチをチャンスに切り替えるポジティブな発想を持って、今後も大いに議論を重

ねながら、将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」実現

に向けて必要な改革を共に進めてまいりましょう！ 

 最後になりましたが、東村山市行財政改革審議会の皆さまをはじめ貴重なご意見をお寄

せいただいた市民の皆さまに、心より感謝申し上げます。 

 

令和３年４月 

  東村山市長 渡 部  尚 
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序 策定にあたって 

Ⅰ．新たな行財政改革の必要性  

 

東村山市は、平成９（1997）年度からの第１次行財政改革※１以降、時勢に応じた行財政

改革に取り組んできた。しかし、これからの行財政運営を考えていく上で引き続き以下のよ

うな大きな課題があり、市民のための持続可能な行政経営を行っていくためには、今後 10

年間の行財政運営の方向性を示し、さらなる改革に取り組むことが不可欠である。 

 

●従来型の行財政改革の刷新 

これまでの行財政改革では、経費削減、財源捻出を主眼とした職員数の削減や給与制度・

諸手当制度の見直し、事務事業の見直しを中心に成果を上げてきた。実質的な財政収支の黒

字基調を維持することで財政破綻の危機からは脱したものの、今までの財源捻出の手法は

繰り返し行えるものではないこと、また、国・東京都の財政制度の影響を受けやすい財政構

造に変わりはないことから、継続的に行政サービスを展開するための新たな財源の確保は

課題である。今後は、従来型の画一的な経費削減ではなく、利便性、生産性の向上を主眼と

する新たな発想による事業の見直し、資産の活用等により財源を生み出し、健全な財政状況

を維持していく必要がある。 

また、人口減少による成長型社会からの転換、労働力となる担い手不足といった社会背景

の変化を踏まえ、国は SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）実施

指針や Society5.0※2の実現といった中長期的な政策目標を示した。従来は行政が主導して対

応してきた地域の公共的な課題に対し、今後は民間事業者が主体的に関わり、ビジネスチャ

ンスとして捉えて課題を解決していくなど、多様な主体とのパートナーシップによる解決

が一層進むことも考えられる。社会の変化に適応していくためには、現在の行財政運営の発

想や手法を見直し、国の動向も踏まえて東村山市の行財政運営を最適化していく必要があ

る。 

 

●東村山市の将来予測とまちづくり 

全国的に人口減少と少子高齢化の一層の進行が見込まれ、東村山市においても令和 32

（2050）年には人口が約 2.7 万人減の約 12.4 万人にまで減少し、特に 15 歳以上 64 歳以下

の生産年齢人口が約３万人減となる一方で、65 歳以上の老年人口は約１万人増と推計※3し

ている。人口規模、年齢構成が変化する中で、多様化・複雑化する行政需要に対応していく

必要がある。 

また公共施設の多くは整備後 30 年以上が経過し、老朽化が進んでいる。これに伴い、維

持・更新にかかる費用が増大していく見込みであり、学校教育や子育て支援等の必要なサー

ビスを持続するためにも、公共施設のあり方や管理運営の効率化等を検討していく必要が

ある。 
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令和３（2021）年度からの第５次総合計画で描く東村山市らしいまちづくりを実現し、ま

ちの魅力・価値を高めていくためには、組織・職員の生産性の向上や創造性の発揮、公民連

携※4・協働の推進、資産の活用、経営資源の最適化、業務プロセスの見直し等により、行財

政運営をさらに効率的かつ効果的に進めたうえで、行政サービスを持続しなければならな

い。 

 

●加速する技術革新と変化する市民生活への対応 

ICT（Information and Communication Technology：情報通信技術）や AI（Artificial 

Intelligence：人工知能）等の技術の進歩は著しく、スマートフォンや IoT（Internet of Things：

モノのインターネット）機器は市民生活にも浸透してきている。今後も技術革新は加速度的

に進展し、現在のサービスやビジネスモデル、業務プロセスに抜本的な変革をもたらすこと

により、市民の利便性、民間企業の生産性の向上が期待できる。行政分野においても、令和

元（2019）年 12 月にはデジタル手続法が施行され、デジタルファースト、ワンスオンリー、

コネクテッド・ワンストップの原則が示された※5。 

東村山市でも、市民の手続きや、事業の立案及び効果検証に、ネットワーク、データ、AI

等の技術の活用による生産性の向上が期待される。技術を駆使した利便性の高い社会の実

現に向けて、デジタルトランスフォーメーション※6 を推進するとともに、それにより職員

の作業時間の短縮と負担軽減を図ることで、困難を抱える市民に寄り添い、現在及び将来の

社会の変化に柔軟に対応できるよう市役所も変化し続けていくことが必要である。 

 

●未曽有の事態における業務継続性の確保と行政手法のイノベーション 

災害や感染症の爆発的流行拡大といった未曽有の事態が発生し、社会生活が大きな制限

を受ける状況が繰り返し生じている。東村山市では、新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ための緊急事態宣言下に実施した職員の交代勤務、公共施設の休館、イベントの中止・延期

等の経験を通じて、現在の行政手法のあり方が十分ではないことを認識した。市民の安全・

安心を最優先としたうえで、非常事態やニューノーマル（新たな常態・常識）に対応しなが

ら、市民サービスを継続すること、そしてその執行体制を確保することは喫緊の課題である。 

想定を上回る事態への対応は、発生後に一から準備を始めるのではなく、日常から非常時

をも想定した基盤整備、事業運営を行い、レジリエンス※7を強化することが肝要である。市

民と市民、市民と行政のつながりと行政目的を常に意識した上で、市民サービスの提供のあ

り方、職員の働き方、業務の進め方といった行政手法については、スピード感を持ってイノ

ベーションを行っていく必要がある。  
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Ⅱ．東村山市における行財政改革の位置づけ 

 

●総合計画と行財政改革を柱とする市政運営 

「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」第 15 条において、市は総合計画及び行

財政改革大綱を柱として市政運営を進めることとしている。 

第５次行財政改革大綱は、持続可能な市政運営を効率的かつ効果的に進めていくための

方針を定めるものである。第５次総合計画は、市の将来のまちづくりの方向性を定めるもの

で、将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現を推進す

るものである。 

総合計画で描いたまちづくりという大きな目的を、行財政改革によって最適化された手

段・方法で実現し、行政サービスの継続的な提供と安定した財政により持続可能な行政経営

をしていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」抜粋 

 

(総合計画と行財政改革大綱を柱とする市政運営) 

第 15 条 市は、総合計画及び行財政改革大綱を柱として市政運営を進めます。 

 

(行財政改革大綱) 

第 17 条 市は、市政運営を効率的かつ効果的に進めていくために、行財政改
革大綱を策定し、行財政改革を推進します。 

2 市は、財源の確保に努めるとともに、限られた財源の中で最大限の効果を出
せるよう、優先順位を考えながら市政運営を行います。 

 

 

  

第５次総合計画 第５次行財政改革大綱 

東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例

に定める市政運営の柱 
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Ⅲ．第５次行財政改革大綱の構成 

第５次行財政改革大綱は、令和３（2021）年度より 12（2030）年度までの 10 年間の計

画とする。 

第５次行財政改革大綱は、10 年間の取組姿勢を示す基本理念、基本理念を達成するため

の５年間の取組指針を示す基本方針、基本方針の内容を実現するための具体的取組内容を

掲げる実行プログラム（３年、２年）で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本理念（10 年） 

基本方針（前期５年） 基本方針（後期５年） 

実行プログラム 
（３年） 

実行プログラム 
（３年） 

実行プログラム 

（２年） 

実行プログラム 

（２年） 
評価・検証 

令和３（2021）年度 

     ▼ 

令和 12（2030）年度 

            ▼ 
令和８（2026）年度 
▼ 

評価・検証 
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基本理念（令和３（2021）年度～12（2030）年度） 

 

第５次行財政改革大綱では、以下の基本理念を掲げて取り組んでいく。 

 

「強くしなやかで持続可能な行政経営のため、行政手法を革新する」 

 

●挑戦する職員、柔軟な組織運営と働きがいが感じられる環境により、生産性を向上、

創造性を発揮する 

生産年齢人口が減少し労働力の確保が困難になる中で、多様化・複雑化する社会の行政需

要に応えるため、職員が働きがいを感じ、安心して勤務できる環境、魅力ある職場を作り出

し、職員の挑戦、活躍を促すとともに、必要な人材を確保する。職員は行政経営の主力であ

り、一人ひとりが自らの能力を高め、組織として有機的に連携することで、相乗効果により

成果を上げる。 

行政課題等に応じた適切な規模の組織を編成し柔軟に運営する。課題に対し、人材を適材

適所に配置するとともに、職員間、組織間で横断的に連携・協力することで、最適な対策を

検討、実施していく。デザイン思考※8 やアジャイル開発※9 の思考を取り入れ、新たな課題

に積極的に挑戦する組織、迅速で柔軟な意思決定・合意形成ができる組織を構築する。 

時代の変化にも、災害や感染症による急激な状況の変化にも、過去の延長線上の思考では

十分な対応ができない。スピード感を持って職員、組織、職場環境を変化に適応させること

により、レジリエンスを強化するとともに、生産性の向上と創造性の発揮によるサービスの

向上と新たな付加価値の創出を実現する。 

 

●多様な主体の活躍を最大限に引き出すことにより、地域の経営力を高める 

人口減少社会にあってはこれまでにはない地域課題が顕在化してくる一方で、東村山市

の経営資源は限られている。市は地域課題に関する客観的なデータを収集、把握、分析する

とともに、民間事業者、市民・市民団体、他の行政機関等と情報、課題の構造、解決の方向

性を共有する。 

地域の課題に対して、市以外の主体がよりよい解決策となる技術やビジネスモデルを有

する場合もあり、多様な主体のビジネスチャンス、活躍の場や市民・民間事業者間での連携、

オープンイノベーション※10を生み出しつつ、良質なサービスの提供ができる可能性がある。

多様な主体が自らアイデアやノウハウ、技術を最大限に発揮できるよう、市は多様な主体と

対等な関係で連携し、協働を積極的に推進することで地域の経営力を高める。 
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●経営資源の最適化、先進技術の活用等により政策の効果性と業務プロセスの効率性を

高める 

日進月歩の技術革新により、AI、ロボティクス、5G（5th Generation：第 5 世代移動通信

システム）といった技術が登場し、課題解決のためのソリューション、そして市民のライフ

スタイルや価値観が日々変化してきている。先進技術が当たり前に日常に溶け込む

Society5.0 に向かう中で、国のデジタル・ガバメント実行計画等と歩調を合わせ、東村山市

の行財政運営においても組織・職員の意識改革、情報インフラの整備、制度の適応を進める。

非常事態、ニューノーマルの状況下でも業務の継続性を確保できるよう、また、職員が市民

一人ひとりに対して柔軟に対応し、市民が安心して利便性を享受できるよう、必要な手段と

して先進技術を活用する。 

資産活用、付加価値を生み出す投資等により収入源を創出するとともに、効果的、効率的

に事業を実施し、財政を持続可能なものとする。事業立案にあたってはデータを利活用する

EBPM※11 を実践するとともに、先進技術の活用等を積極的に試みることにより、効果の把

握に努める。市が保有する経営資源を時勢に合わせて適切に配分することにより、全体最適

を目指し、リスクヘッジ※12を図りながら、政策の効果性、業務プロセスの効率性を高める。 
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前期基本方針（令和３（2021）～7（2025）年度） 

 

前期基本方針では、基本理念の実現に向けて、時代の変化に合わせた市の取組の視点と前

期 5 年間において目指す方向性を示す。 

 

Ⅰ．時代に合わせた視点 

 

１．情報共有、公民連携※4の深化に対応 

・ 公民が連携し、共にデータを利活用することによる地域課題解決 

・ 民間事業者のビジネスチャンス、経済循環を生み出すオープンイノベーション※10 の

促進 

・ 民間事業者がチャレンジする際のパートナーとして選ばれる市 

 

２．先進技術や通信環境の変化に対応 

・ 地域課題解決や業務効率化に対する最適解の検討 

・ 多数が利便性、付加価値、効率性を得られる技術の導入 

 

３．社会の変化のスピードに対応 

・ その時点での優先課題と全体最適を見極め、対応策を講じるスピード感 

・ 試行、事業効果の検証と、改善、撤退等の短期サイクルでの判断 

・ ニューノーマルに対応した持続可能なまちづくり 
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Ⅱ．前期基本方針 

 

１．職場環境づくり、人材育成を進め、組織力を向上する 

（１） 働きがいや安心を感じられる職場環境を作る 

デジタルトランスフォーメーション※6 を前提に、意思決定や情報共有の効率化、多

様なコミュニケーションの促進に資するツール等の導入と、テレワーク、時差勤務等の

仕組みの充実を図る。また、業務に集中できる環境、そしてコミュニケーションの活性

化、アイデアやイノベーションの創出を促進する環境を整備する。 

ツール、仕組み、環境の整備により業務効率化や時間や場所の有効活用を実現し、災

害時や感染症拡大時の業務継続性を確保するとともに、職員それぞれの生活と仕事の

両立を支援する。さらに、職員が創造性を発揮できること、新しい働き方にも対応した

適正な評価がされることを通じ、職員の働きがいを高める。 

 

（２） 挑戦するマインドを持ち業務改善を推進できる人材を確保、育成する 

環境の変化に即応し、コミュニケーション、企画立案、事務処理等の公務員としての

スキルを高い水準に保つため、積極的で活力のある人材の確保、育成を図る。 

目指すべき職員像を基に職員の自発的な職業能力の開発及び向上を促進するととも

に、中長期的な視点から、組織全体としてキャリアデザインを意識した研修、異動、昇

任等を行う。 

適切なリスク管理と挑戦に対する評価により、職員が前例にとらわれず創造性を発

揮でき、積極的な挑戦が生まれる風土を組織的に醸成する。職員の前向きな行動を促進

することで、行政手法のイノベーションを推進し、市民サービスの向上を図っていく。 

 

（３） 目標を達成するための組織を編成し、組織力を向上する 

行政課題に応じた必要な単位での組織を編成し、各年度や短期の繁忙、重点事業等に

対応するため柔軟に組織を運営する。組織横断的な連携により、課題に対する最適な解

決をする。 

組織の中でのノウハウの継承、共有を充実する。組織としての意思決定、合意形成の

迅速化、効率化を行う。 

 

２．資産の有効活用、効率的な維持管理をする 

（１） 市の資産に価値を見出し、有効活用する 

市民サービスの充実や収入の創出のため、市の資産を有効活用する。前例にとらわれ

ない発想や民間事業者のアイデアにより、未利用土地、稼働していない場所やモノの活

用のほか、現に稼働している資産であってもさらなる有効活用を図っていく。 

Society5.0※2 に向けてのデジタル化による市民の生活様式や職員の働き方の変化に

対し、庁舎、駐車場、庁用車、オフィス環境等の資産のあり方も適宜見直していく。 
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（２） 必要な公共機能を保ち、効率よく維持管理する 

持続可能な行政経営と、市民生活に必要不可欠な公共サービスの提供を両立するた

め、公共施設の再編にあたっては、サービス需要だけでなく、市場性の有無等の観点か

ら提供主体を精査する。行政が提供主体として公共施設を整備する場合には、地域経済

の活性化、防災等、他のサービスと組み合わせる多機能化等の手法により効果を最大化

し、ライフサイクルコストを意識した、適正な提供方法を検討する。 

道路、橋梁等のインフラ施設を含む、公共施設の維持管理にあたっては、公共施設再

生計画に沿って、計画的な保全の観点から維持管理の効率化等を検討する。 

いずれの取組も推進にあたっては、公民連携により、民間事業者と適切に役割分担し、

民間事業者が持つアイデア、ノウハウ、技術等の強みを発揮することを積極的に検討す

る。 

 

３．収入創出、事業費の最適化をする 

（１） 収入を創出する 

サービス提供の原資となる財源を確保するため、市の収入を増加させる取組をする。

今まで収入を生み出していなかった資産やサービスに対しても、あらゆる角度から検

討を加えることで、民間事業者、受益者等からの経営資源の投入を促す。 

既存事業だけでなく、新規事業、実証事業に対しても、積極的に国・東京都の補助金

や交付金、民間資金を活用する。使用料、手数料については、社会経済情勢の変化、施

設の維持管理コストを踏まえて、適切な受益者負担を検討する。市税等については収納

率の維持・向上を図る。 

市が保有する基金を積極的に運用、活用し、必要に応じて再編する。 

 

（２） 事業費を最適化する 

最少の経費でサービスの質や効果を高めるため、あらゆる分野において公民連携を

積極的に検討し、既存の事業費や人件費の置き換え、新たな財源の確保や、高い効果を

生み出す投資等、事業目的に対して適切な手段を選択する。 

 

４．情報の収集、共有と、情報インフラの整備をする 

（１） 情報を収集、共有する 

公民連携、公公連携、創造性の発揮による地域課題の解決や新たな価値の創出、経済

循環の促進等を目指して、さまざまな分野におけるデジタルトランスフォーメーショ

ンの可能性を検討し、データ利活用型スマートシティの取組を推進する。データの共通

プラットフォームとなるアプリケーションや都市 OS※13 といった基盤を整備し、多様

な主体が持つ情報、オープンデータ、センシングにより収集できる分野横断的なデータ

をこの基盤に集約することで、市、民間共にデータを活用し、地域に付加価値の高いサ

ービスを提供していく。 
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（２） 市民の利便性、職員の生産性を ICTにより高める 

市民の利便性と職員の生産性を向上させるため、手続きのデジタル化、オンライン化

を進め、市民が時間や場所の制約を受けずに円滑に手続きができるようにしながら、職

員の応対や入力等の効率化も図る。また、市民が知りたい情報、必要な情報が提供され

るよう、情報発信の量、質を充実する。 

内部業務には AI、RPA※14等を活用し、事務処理の精度とスピードを上げるとともに、

職員がコア業務に集中する時間を生み出す。 

市民の利便性の向上、業務継続性の確保、職員の生産性を高める働き方や組織の迅速

な意思決定を実現するため、必要な情報インフラを整備し、ICT を活用する。 

 

５．施策・事業の効果・効率を高める 

（１） 課題解決のための経営資源と業務プロセスを最適化する 

限られた経営資源の中でより効果の高いサービスを提供するため、人・モノ・カネ・

情報の最適な配分と業務プロセスの最適化を図る。業務プロセスの最適化にあたって

は、サービスの利用者、消費者である市民目線で、効率性、利便性が高いサービスが何

かを見極め、あらゆる資産、先進技術の活用、公民連携、制約条件の緩和等を含めてサ

ービス提供の手段を検討する。 

施策、事業の企画立案に際しては、目の前にある課題とそれに対する解決策を一対一

で考えるのではなく、類似事業や業務フロー全体にも目を向け、関連する課題も同時に

解決できる対応策を分野横断的に検討し、リスクを最小化しながら目的達成のための

最適な業務プロセスと経営資源の投入量を選択する。地域課題の把握や共通理解に資

する EBPM※11を推進するとともに、取組の効果検証を行い、事業の継続、見直し、あ

るいは撤退といった次の展開への移行を適切なタイミングで判断する。 

先進技術の導入、新たなビジネスモデルの構築、資産の形成に対する投資は、導入コ

ストだけでなく、運用コスト、維持管理コスト、また創出される付加価値や収入も含め

て検討し、判断する。維持管理コストは、単純な運営事業費に加え、人件費コスト、資

産の更新コスト等も含めて、企画段階で、最適な調達、運営の手法を選択する。 
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Ⅲ．行財政改革の取組の検証と財政状況の把握 

５つの基本方針に基づき、各実行プログラムについて到達目標に向けて取り組むなど、行

財政改革の取組を推進する。 

また、複数年度の決算状況、新地方公会計制度に基づく財務書類の傾向を整理しながら、

複数の財政指標によって中長期的な財政状況を把握し、安定した財政運営に努める。 

 

行財政改革の取組の検証 

年度ごとに各取組の進捗管理、検証、改善を行う。 

 

財政状況の把握 

次の指標について、複数年度の傾向を把握し、一定の水準に保つことを財政運営の基本と

する。 

・ 総体的な財政収支の状況…実質的な財政収支※15 

・ 将来的な財政負担の状況…将来負担比率※16 

・ 将来への備えの状況…財政調整基金残高の標準財政規模※17に対する比率 
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第 1 次実行プログラム（令和３（2021）年度～５（2023）年度） 

Ⅰ．第１次実行プログラムの推進にあたって 

実行プログラムは、前期基本方針に示す時代に合わせた視点を踏まえ、将来の行政経営を

見据えて優先的に実行すべき具体的な取組内容を掲げるものである。基本方針に沿って実

行する各取組については、実行プログラムの主目的に応じた基本方針の下に位置づけるが、

その効果は他の基本方針の実現にも貢献するものであることから、他の取組との相乗効果

が発揮されるよう推進する。 

実行プログラムに掲げる各取組は、プログラム策定時点で計画する取組である。実行プロ

グラム計画期間中であっても、時代に合わせた視点からその時点、状況において目的達成の

ための最適な手段等を選択し、より高い効果を得られるようスピード感を持って判断し、ア

ジャイル開発※9の思考により、取組内容の修正、改善を重ねていく。 

また、新型コロナウィルス感染症拡大防止、SDGs 達成への貢献を掲げる第５次総合計画

の推進の観点から、実行プログラムに掲げた取組に加え、ニューノーマルへの対応や業務継

続性の確保につながるもの、全体として成果を上げていくにあたり利便性、生産性の向上に

資するものについては、常に行政手法の最適化を進める。 

 

1．第１次実行プログラムの計画期間 

実行プログラムは、時代の変化に柔軟に対応することと、一定の期限を区切って着実に目

標達成を図っていくため、計画期間を 3 か年（令和３年度から５年度）とする。 

 

２．第１次実行プログラムの構成 

各取組の記載内容は次のとおりである。 

 

№

現状と課題 プログラムの内容

プ ロ グ ラ ム 名 担当課

（取組のタイトル）
（当該項目を推進する担当

課。◎印は主たる担当課）

（プログラムに関する現状と課題）
（前期基本方針を達成するために具体的にどのよ

うな方向に推進していくのかを示す取組内容）

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

（プログラムに取り組むことにより3年間

で目指していく方向性）

（年度ごとにプログラムの内容を

より個別の実施内容に展開したもの）
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Ⅱ．第 1 次実行プログラムの体系 

 

前期基本方針 1 職場環境づくり、人材育成を進め、組織力を向上する 

（１）働きがいや安心を感じられる職場環境を作る 

1 オフィス改革の推進 

2 働き方改革等の推進 

3 テレワークの更なる推進 

4 会議・情報共有の効率的な実施 

 

（２）挑戦するマインドを持ち業務改善を推進できる人材を確保、育成する 

5 多様な人材の確保 

6 働きがいを高める任用 

7 創造性の発揮のための機会の確保と適正な評価 

8 柔軟に受講できる方法による職員研修の実施 

 

（３）目標を達成するための組織を編成し、組織力を向上する 

9 事務事業に対応した組織、定数の検討 

10 意思決定の迅速化に向けた事案決定規程の見直し 

 

前期基本方針２ 資産の有効活用、効率的な維持管理をする 

（１）市の資産に価値を見出し、有効活用する 

11 駐車施設の有効活用 

12 庁用車の管理の効率化、有効活用 

13 会議室等の共用化 

14 学校施設の情報インフラの地域開放 

15 土地開発公社の経営改革 

 

（２）必要な公共機能を保ち、効率よく維持管理する 

16 学校プールの機能集約化 

17 学校給食のあり方検討 

18 屋外スポーツ施設の再編、再配置の検討 

19 公園の有効活用と指定管理者制度等の導入 

20 児童館・児童クラブの安定した運営の推進 

21 公民館の役割・機能の整理 

22 白州山の家の管理・運営の見直し 
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前期基本方針３ 収入創出、事業費の最適化をする 

（１）収入を創出する 

23 市有財産の売却・活用の推進 

24 使用料・手数料等の見直し 

25 市税・国民健康保険税の納付機会の拡充 

26 
後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用者負担（保育料）・児童クラブ

使用料徴収率の維持・向上の取組 

 

（２）事業費を最適化する 

27 国民健康保険事業特別会計の健全化 

28 下水道事業会計の健全化 

29 紙使用量の抑制 

 

前期基本方針４ 情報の収集、共有と、情報インフラの整備をする 

（１）情報を収集、共有する 

30 デジタルトランスフォーメーション※6、スマートシティに向けた研究・検討 

 

（２）市民の利便性、職員の生産性を ICT により高める 

31 使用料・手数料等のキャッシュレス決済の検討 

32 市民からの手続き、相談等のオンライン化 

33 基幹系システムの標準化、共同化 

34 情報インフラの機能向上、庁内の ICT 化推進 

35 内部業務の承認手続きと文書管理の効率化 

36 内部業務効率化のためのシステム化 

37 RPA※14等の活用による業務自動化の推進 

 

前期基本方針５ 施策・事業の効果・効率を高める 

（１）課題解決のための経営資源と業務プロセスを最適化する 

38 行政内部評価の実施 

39 財務書類の作成と公表 

40 補助金ガイドラインの策定 

41 地域サービス窓口の集約化、統廃合 

 



№

1 オフィス改革の推進 ◎総務課

現状と課題 プログラムの内容

・書類の保管のためのロッカーや、固定

化された事務室、会議に特化した個室等

により、スペースの有効活用が難しい状

況にある。

・密の状態を避け、分散勤務や移動して

の執務を可能にするなど、感染症拡大防

止対策に対応したオフィス環境を整備す

る必要がある。

感染症拡大防止のための環境整備に努めるとともに、

今後の庁内情報インフラの整備やデジタル化対応を見

据え、これまでの事務室や会議室の使い方を見直す。

スペースの創出、職場環境に応じた機能を整備するこ

とで生産性の向上、創造性の発揮を目指す。

前期基本方針1.職場環境づくり、人材育成を進め、組織力を向上する

（1）働きがいや安心を感じられる職場環境を作る

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・感染症拡大防止対策により業務継続性

を確保する。

・時間、場所が有効活用できる、多様な

働き方に合わせたスペースを整備する。

・机、ロッカー

の入替

・事務室の整理

によるスペース

の創出

・打合せや作業

スペース等、働

き方に合わせた

オフィス機能の

検討

・働き方に合わ

せたオフィス機

能向上の実施

Ⅲ.第1次実行プログラムの内容
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№

2

・時差勤務制度の拡大、テレワークの導

入を実施している。

・時間外勤務の時間数は平成25年度から

６年連続で減少しているものの、時間外

勤務の偏りが見られる。

・更なるワークライフバランスの推進や

業務の平準化等のため、柔軟な働き方の

促進を図る必要がある。

時差勤務制度の活用等を促し、職員の働き方を見直す

ことで、更にワークライフバランスの取組の充実を図

る。また、組織内での業務配分の見直しや、課や係の

枠組みを超えた職員の応援体制を構築すること等を通

じて、業務の平準化を図る。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

働き方改革等の推進 ◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

・ワークライフバランスの取組を充実さ

せ、業務の平準化を図ることで、柔軟な

働き方を更に浸透させる。

・時間外勤務の上限である年間360時間

（原則）を超えて時間外勤務を行った職

員数が前年度に比べ減少する。

・時差勤務の実施職員数が前年度に比べ

て増加する。

・働き方、組織

マネジメントに

関する研修の実

施

・業務平準化に

向けた取組の検

討

・時間外勤務上

限超え職員数の

前年度比減

・時差勤務実施

職員数の前年度

比増

・働き方、組織

マネジメントに

関する研修の実

施

・業務平準化に

向けた取組の方

向性決定

・時間外勤務上

限超え職員数の

前年度比減

・時差勤務実施

職員数の前年度

比増

・働き方、組織

マネジメントに

関する研修の実

施

・業務平準化に

向けた取組の実

施

・時間外勤務上

限超え職員数の

前年度比減

・時差勤務実施

職員数の前年度

比増
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№

3 テレワークの更なる推進 ◎情報政策課、◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

・子育てや介護等さまざまなライフス

テージに応じた職員の負担の軽減や会議

運営等の効率化、庁舎スペースの有効活

用が課題である。

・災害時や感染症拡大時の業務継続性の

確保のためにも、分散勤務による密状態

の回避や非常事態に備えた対応が必要で

ある。

・個人認証機能の強化により情報管理を

充実し、時間と場所を有効活用できる働

き方としてのテレワークの推進を各課が

検討し全庁的に取り組むことが求められ

る。

時間と場所を効果的に活用できるよう、より柔軟な働

き方を推進するために在宅勤務や庁内での会議、打合

せ等におけるテレワーク実施についての好事例や働き

方を共有する。また必要に応じた在宅勤務実施要領の

見直し、活用促進策を実施する。

個人認証機能の強化を通じ、端末、ネットワーク管理

の充実を図ることで、業務の効率性を確保しながら、

職員が安心して情報端末を利用できる環境を整備す

る。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・時間や場所を有効活用し、全庁的に業

務内容や職場の状況に合わせた柔軟な働

き方ができる。

・庁内ネット

ワークの無線

化、個人認証機

能の強化

・テレワーク事

例の共有、在宅

勤務実施要領の

見直し

・テレワークの

実施職員数の前

年度比増

・テレワークの

実施職員数の前

年度比増

・テレワークの

実施職員数の前

年度比増
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№

4

プログラム名 担当課

会議・情報共有の効率的な実施 ◎企画政策課、◎情報政策課

現状と課題 プログラムの内容

・環境、ツール、制度面で支障なくオン

ライン会議、メール、チャット等の方法

が選択できる。

・報告、情報共

有のための

チャットツール

の導入

・理事者、部長

級へのオンライ

ン会議端末の配

布、オンライン

会議等の試行

・会議、情報共

有ツールの検証

・オンライン会議、オンラインセミナー

への参加のためのオンライン会議用端末

を導入した。

・災害時や感染症拡大時における業務継

続性の確保のため、非対面の会議・情報

共有方法を整える必要がある。

・会議の種類、内容に応じた開催形態の

検討、ツールの整備が課題である。

災害時や感染症拡大時の業務継続性の確保のため、内

部、外部問わず接触のリスクを低減しながら、必要な

会議、情報共有において移動時間の短縮、会議運営の

効率化ができるよう、制度、環境、ツールを整える。

事案の協議、決定、アイデア出し、報告事項の共有

等、目的に合わせた会議または情報共有の形態を整理

し、オンライン会議、メール、チャット等の適した形

態を選択できるようにする。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度
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№

5

№

6

（2）挑戦するマインドを持ち業務改善を推進できる人材を確保、育成する

・一般職・専門職の採用のほか、経験者

採用、会計年度任用職員の採用を実施し

ている。

・多様な人材を確保するためには、より

多くの受験者を確保する必要がある。

・ICTや土木分野等に関する専門人材を

確保する必要がある。

職員採用に関する周知や採用説明会等を積極的に行

い、働きがいや職場の魅力をＰＲし、受験者の確保に

努める。

職員の定年退職や今後想定される定年延長等を見据

え、採用計画や人材育成ビジョンに基づいた計画的な

人員確保に努める。

任期付職員や副業による民間人材の活用等を通じた専

門的な人材の確保を検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

多様な人材の確保 ◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

働きがいを高める任用 ◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

・入所年数に応じた異動基準を設定する

とともに、自己申告書や人事評価等に基

づいた異動や昇任を実施している。

・異動、昇任によるモチベーション向上

が課題である。

自己申告書を活用した自らのキャリアビジョンの構築

と納得性の高い人事評価の実現を通じ、職員が働きが

いを持って長く働き続けることができるような職場環

境づくりを行う。

・より多くの受験者を確保する。

・求める人材を確保する。

・職員採用に関

する周知や採用

説明会の実施

・副業基準の設

定の検討

・職員採用に関

する周知や採用

説明会の実施

・副業基準の設

定

・職員採用に関

する周知や採用

説明会の実施

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・異動、昇任、研修、評価により職員の

モチベーションを向上させる。

・キャリアモデ

ルの作成

・自己申告書を

活用したキャリ

アビジョンの作

成

・自己申告書を

活用したキャリ

アビジョンの作

成

・自己申告書を

活用したキャリ

アビジョンの作

成
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№

7

・各職員が従来の慣行や制度に捉われる

ことなく、市民サービスの提供や職員の

働き方の向上のため、AI等の最新技術や

公民連携※4等の新たな発想を積極的に業

務に活用し、持続可能な行政運営を図る

必要がある。

・他団体における業務体験を通じて得ら

れたスキルを広く全庁的に浸透させる必

要がある。

創造性豊かな職員を育成するため、国都や民間研修機

関などへの派遣を積極的に行うとともに、他団体の先

進的で優れた手法を共有する。また、職員の自己啓発

の支援等を通じ、創造性や専門性、総合性を兼ね備え

た職員の育成を行う。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

創造性の発揮のための機会の確保と適正な評価 ◎経営改革課、◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

・挑戦と改革の視点を持った人材を育成

する。

・職員派遣を行うにあたり、新たな派遣

団体や業務分野の開拓を積極的に行う。

・他団体や庁内の取組等について優れた

事例を評価し幅広く共有する。

・自主研修を充実させる。

・業務に対する

モチベーション

の向上に繋がる

研修の実施

・派遣研修の充

実

・派遣報告会や

職員表彰等を通

じた他団体や庁

内の優れた業務

手法の共有

・自主研修助成

の充実

・業務に対する

モチベーション

の向上に繋がる

研修の実施

・派遣研修の充

実

・派遣報告会や

職員表彰等を通

じた他団体や庁

内の優れた業務

手法の共有

・自主研修助成

の充実

・業務に対する

モチベーション

の向上に繋がる

研修の実施

・派遣研修の充

実

・派遣報告会や

職員表彰等を通

じた他団体や庁

内の優れた業務

手法の共有

・自主研修助成

の充実
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№

8 柔軟に受講できる方法による職員研修の実施 ◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

・第5次総合計画、第5次行財政改革大綱

の方向性等を踏まえ、人材育成ビジョン

を改定予定である。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止や

働き方改革の観点から、非対面型の研修

を拡充していく必要がある。

時間や場所に捉われない研修機会の確保のため、動画

視聴研修やeラーニング研修等のオンライン型の研修

を導入する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・研修内容、時期を参加者が選択できる

eラーニング研修、動画視聴研修を充実

させる。

・eラーニング研

修の導入の検討

・動画視聴型の

実務研修の拡大

・eラーニング研

修の導入

・eラーニング研

修の導入
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№

9

№

10

・令和３年度まで退職手当債活用に伴う

正職員の定数上の制約がある。人事制度

上、職員定数の制約解除、人口減少によ

る公務員の成り手不足、定年延長等の制

度改正を踏まえて定数水準を設定する必

要がある。

・地域課題の多様化・複雑化、公民連携

の進展、手続きなどの市民サービスや事

務作業のデジタル化の推進などの状況に

ついても考慮しながら検討を進める必要

がある。

課題解決や事務事業遂行を効率的・効果的に実行する

ための組織を編成し、定数を設定する。

定数の設定については、職員、外部人材等や定年延長

等の制度改正、また委託化やICT化の状況も踏まえて

検討し、定員管理計画を作成する。

組織の規模に合わせて、次長職、課長補佐職といった

職位制度の見直しを検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

（3）目標を達成するための組織を編成し、組織力を向上する

プログラム名 担当課

事務事業に対応した組織、定数の検討 ◎経営改革課、◎人事課

現状と課題 プログラムの内容

意思決定の迅速化に向けた事案決定規程の見直し ◎総務課

現状と課題 プログラムの内容

・地域課題の多様化、複雑化、技術の急

速な進展に対し、意思決定のスピードを

上げる必要がある。

・多様な働き方や職場環境に応じて意思

決定を迅速化するため、事案決定規程の

見直しが求められる。

意思決定を迅速化するため、判断が生じる内容やシス

テム化による業務フローの統一等の状況も踏まえ、事

案の内容に応じて決裁の権限を委譲する等、事案決定

のあり方を見直す。

・社会ニーズや課題に柔軟に対応した組

織の構築、定数の設定を行う。

・定員管理計画

の作成

・職位制度の見

直し

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・権限委譲等で、決裁期間を短縮するこ

とにより、意思決定を迅速化する。

・決裁に関する

現状分析

・権限委譲等を

含む事案決定規

程の見直し
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11

前期基本方針2.資産の有効活用、効率的な維持管理をする

(1)市の資産に価値を見出し、有効活用する

プログラム名 担当課

駐車施設の有効活用
◎総務課、◎市民スポーツ課、

駐車施設所有所管

現状と課題 プログラムの内容

・日時、施設によっては、駐車施設の稼

働が100％を超え、サービス利用に支障

が出る状況もある一方、稼働の少ない時

間帯もある。

・デジタル化、オンライン化の進展によ

り、施設利用のあり方も変わってくる。

・公共施設の利用者の快適な利用を実現

しながら、資産の有効活用も検討する必

要がある。

駐車施設の稼働状況、公共施設の利用実態等を的確に

把握し、資産の有効活用の観点から、駐車台数の変更

や有料化等、公共施設に付帯する駐車施設の適切な管

理・運用方針について検討し有効活用する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・公共施設利用者が支障なく駐車施設を

利用できるようにする。

・稼働の少ない時間帯における駐車施設

を有効的に活用できるようにする。

・駐車施設の稼

働状況、公共施

設の利用実態の

把握、管理・運

用方針の検討

・市役所駐車施

設の管理・運用

方法の見直し

・スポーツセン

ターの駐車施設

の管理・運用方

法の見直し

・市役所、ス

ポーツセンター

以外の駐車施設

の管理・運用方

法の見直し
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№

12 庁用車の管理の効率化、有効活用
◎総務課、

所管管理車所有所管

現状と課題 プログラムの内容

・庁用車は、総務課または各所管が車両

を購入して所有している。

・職員の働き方、市民と市の関わり方が

オンライン化、対面から非対面へと変わ

る中で、訪問や出張等の機会そのものの

減少も考えられる。

・利用状況に合わせて、メンテナンス、

保険等も含めて効率的な維持管理をする

とともに、SDGsの観点から環境負荷軽

減も図る必要がある。

働き方が変化する中で、車による移動の実態を把握

し、全庁的な共用化、リース活用、移動サービスの利

用等、庁用車以外も含めた移動方法を検討する。

検討にあたっては、車両の購入費、維持費のほか、燃

料費、駐車スペース、管理の手間等の管理コスト、非

常時の電源としての活用（V2B）※18や、環境負荷軽減

もできる電気自動車の導入についても検討する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・庁用車管理に係るコスト・作業の削

減、及び環境負荷の軽減をする。

・庁用車の利用

実態の把握、分

析

・電気自動車の

試行導入

・共有化やリー

スの検討

・庁用車以外の

移動方法の検討

・効率的な管理

の試行
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13

・会議室、打合せスペースについて、予

約状況と稼働実態の乖離、使用目的・人

数と部屋の広さのミスマッチが生じてい

る。

・各所管で管理し共用化されていない会

議室等のスペースもあり、全体として不

足感がある。

庁内の会議室、打合せスペースや倉庫等について共用

化を検討する。オフィス改革、庁内の情報インフラ整

備に合わせて、必要な機能、規模を持った会議室等の

スペースを設置する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

会議室等の共用化
◎総務課、

会議室管理所管

現状と課題 プログラムの内容

・会議室等の共用化により、スペースを

有効的に活用する。

・各所管の会議

室、打合せス

ペース等の調

査、情報共有

・予約システム

での共有、管理

・必要な会議

室、ブース等の

設置

26



№

14

№

15

学校施設の情報インフラの地域開放
◎情報政策課、◎教育政策課、

学務課、指導課

現状と課題 プログラムの内容

・GIGAスクール構想※19によりインター

ネット回線が高速化される。授業時間以

外となる夜間、土日、長期休暇時期につ

いて、学校施設、情報インフラという資

産を地域で有効活用することが考えられ

る。

・地域開放にあたっては、ネットワーク

上のセキュリティ、施設の警備、施錠等

の課題がある。

GIGAスクール構想により情報インフラ整備が進む学

校施設を、地域拠点として横断的に活用する方法を検

討する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・地域の活動に学校施設の情報インフラ

を利用できる。

・ネットワーク

上のセキュリ

ティの検討

・施設面での安

全管理の検討

・試行運用の検

討

・試行運用

・事業完了後の残地の一部が、整形地で

はないことや簿価差があること等の理由

で保有が長期化している。

・保有土地の圧縮、整理をする必要があ

る。

「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」を踏

まえ、公社保有土地の買い戻し、売り払いや短期貸付

等の有効活用策を検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

土地開発公社の経営改革 ◎経営改革課

現状と課題 プログラムの内容

・長期保有土地の買戻しにより、市の利

子補給を削減する。

・土地開発公社

保有土地の買戻

し

・長期保有土地

の有効活用策等

の検討

・土地開発公社

保有土地の買戻

し

・長期保有土地

の有効活用策等

の検討

・土地開発公社

保有土地の買戻

し

・長期保有土地

の有効活用策等

の検討
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№

16 学校プールの機能集約化
◎教育政策課、

学務課、指導課

現状と課題 プログラムの内容

・学校プールの老朽化、維持管理コス

ト、運営コスト（稼働期間が短い、安全

管理リスクが高い、教員の水泳指導の負

担）が課題である。

機能集約等を前提に学校プールのあり方を検討する。

検討にあたっては従来の手法や発想にとらわれずに、

児童の安全安心の確保、教員の負担軽減、授業の質の

向上、資産の有効活用、民間の事業機会の拡充のた

め、公民連携も含めた手法による学校プールの機能集

約化を検討する。

（2）必要な公共機能を保ち、効率よく維持管理する

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・学校プールの機能集約化をする。 ・学校プールの

機能集約化の検

討

・学校プールの

機能集約化の決

定

・試行実施
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・学校給食室の老朽化、維持管理コス

ト、運営コストへの対応と、学校施設全

体のなかで少人数学級への対応、防災機

能の充実等のためのスペースの確保が課

題である。

・提供方法には、現在の自校方式の他、

親子方式、センター方式等の事例があ

り、いずれの方式でも適切な施設整備手

法の検討が必要である。

機能集約等を前提に学校給食の提供方法を検討する。

検討にあたっては従来の手法や発想にとらわれずに、

学校給食の提供を持続可能にするため公民連携も含め

た手法を検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

学校給食のあり方検討
◎教育政策課、

学務課、指導課

現状と課題 プログラムの内容

・令和6年度以降の学校給食の提供方法

を決定する。

・学校施設全体

のスペースの確

保、学校給食の

提供方法につい

て課題抽出、検

討

・学校給食の提

供方法の検討

（検討会の設

置）

・学校給食の提

供手法について

方向性の決定
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18 屋外スポーツ施設の再編、再配置の検討 ◎市民スポーツ課

現状と課題 プログラムの内容

・スポーツ施設におけるサービスはすで

に民間市場が存在し、スポーツセンター

と屋内プールは、指定管理者制度を導入

している。屋外スポーツ施設は直営、委

託による運営をしている。

・老朽化している運動公園プール、長期

にわたり借地している久米川少年野球

場、久米川庭球場、運動公園駐車場につ

いて優先的に対策を決定する必要があ

る。

・スポーツ施設の機能向上、維持管理の

効率化を図るため、それぞれの施設の必

要な機能を検討し、屋外スポーツ施設全

体の再編をする必要がある。

老朽化している運動公園プール、借地施設である久米

川庭球場、久米川少年野球場、運動公園駐車場につい

ては、対応策を検討、実施する。

公共施設再生計画に合わせて、屋外スポーツ施設全体

の再編、再配置に向け、必要な機能と場所の集約化、

公民連携も含めた効率的な運営、維持管理について検

討する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・運動公園プール、久米川庭球場、久米

川少年野球場、運動公園駐車場の再配置

等を実施する。

・屋外スポーツ施設の再編の方向性を決

定する。

・運動公園プー

ル、久米川庭球

場、久米川少年

野球場、運動公

園駐車場の方向

性の決定

・屋外スポーツ

施設の再編の方

向性の検討

・順次実施

・屋外スポーツ

施設の再編の方

向性の検討

・順次実施

・屋外スポーツ

施設の再編の方

向性の決定
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・公園の活用・活性化、管理のあり方、

効果的な公民連携のしくみ等について検

討してきた。

・地域連携推進型の公民連携により、長

期的な視点で維持管理コストを抑制しつ

つ、公園の魅力創出により活用・活性化

していくことが必要である。

公園において、維持管理、運営に係るコストの抑制や

業務負担の軽減を図りつつ、市民サービスの質を高め

るため、市内公園全体の包括的な指定管理者制度や整

備、改修へのPark-PFI※20等の導入を検討、実施する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

公園の有効活用と指定管理者制度等の導入 ◎みどりと公園課

現状と課題 プログラムの内容

・魅力創出により、市民サービスと利用

者の満足度の向上につなげる。

・維持管理に係る業務負担の軽減を図

る。

・東村山市立公

園条例の改正

・指定管理者の

募集・選定

・公園の整備改

修へのPark-PFI

の検討

・公民連携によ

る公園管理の開

始

・公園実態調査

の実施

・公園の整備改

修へのPark-PFI

の検討

・事業効果の把

握及び評価

・公園実態調査

の実施

・公園の整備改

修へのPark-PFI

の検討
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20 児童館・児童クラブの安定した運営の推進 ◎児童課

現状と課題 プログラムの内容

・5つの児童クラブに指定管理者制度を

導入している。

・児童館・児童クラブに関する制度、ま

た、子どもやその家庭を取り巻く環境は

絶えず変化している。

・社会情勢の変化や時間延長等のニーズ

に対応した事業運営を行っていく必要が

ある。

児童館・児童クラブの安定的な運営、サービスの質の

向上のため、児童館・児童クラブ運営等検討会からの

提言内容を踏まえた事業運営を行う。

公民連携基本方針に従い、運営主体については指定管

理者制度等の公民連携も積極的に検討する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・児童館・児童クラブ運営等検討会から

の提言内容を踏まえた方針を策定し、児

童館・児童クラブの機能の充実と安定的

な運営を行う。

・児童館・児童

クラブ運営等検

討会の提言内容

を踏まえた方針

の策定

・方針に基づく

検討

・実施
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№

22

・公民館は、社会教育・生涯学習のため

の講座・講演の実施拠点、集会施設とし

て利用されている。

・時代の変化に応じて、社会教育・生涯

学習拠点に求められる役割、機能を整理

するとともに、必要な場所、施設の効率

的な維持管理について検討する必要があ

る。

これからの社会教育・生涯学習拠点に求められる役

割、機能整理し、公民連携も含めて今後の方針を策定

する。

中央公民館については、東村山市センター地区構想

や、東村山駅東口地区の状況に合わせた公共施設のあ

り方検討も踏まえて、再編・再配置やサービス提供方

法を検討する。

地区公民館については、老朽化状況、合築する都営住

宅の状況に合わせた対応をするための方針を検討す

る。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

公民館の役割・機能の整理 ◎公民館

現状と課題 プログラムの内容

白州山の家の管理・運営の見直し ◎社会教育課

現状と課題 プログラムの内容

・白州山の家について、建替から20年以

上が経過、老朽化が進んでいる。地理的

に離れていることや借地であることか

ら、実態の把握も含め維持管理に非効率

が生じている。

郊外活動施設の目的に対し、白州山の家については北

杜市へ用地の返還や建物の譲渡、北杜市や他市が所有

する施設の広域的な利用等サービス提供方法を検討す

る。

・これからの社会教育・生涯学習拠点に

求められる役割、機能の整理をする。

・社会教育委員

会議に生涯学習

施設のあり方の

諮問

・利用者アン

ケートの実施

・社会教育委員

会議より生涯学

習施設のあり方

の答申

・中央公民館、

地区公民館の方

向性の決定

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・白州山の家の今後の方向性を決定す

る。

・方向性の検討 ・方向性の決定
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前期基本方針3.収入創出、事業費の最適化をする

（1）収入を創出する

プログラム名 担当課

市有財産の売却・活用の推進

◎公共施設マネジメント課、

◎ごみ減量推進課、

◎道路河川課、

土地所有所管

現状と課題 プログラムの内容

・担当各課と連携し、ごみ集積所跡地や

廃道敷等、未利用市有地の売却を進める

とともに、行政財産のうち余裕床部分の

活用として、民間事業者等へ有償で貸付

を行っている。

・未利用地のうち売却困難土地（地形や

立地、接道状況等により買手がつかない

土地）の処分と、市有財産活用に関する

内部ルールの検討（貸付対象となる財産

の選定や貸付期間、貸付料算出方法等）

が課題である。

市有財産を整理した上で、売却可能なものについては

売却する。

売却が困難であり、未利用、低利用な場所について

は、貸付等により有効活用する。

公共施設等に設置されている自動販売機設置手法につ

いて、財源確保や施設利便性の向上等の観点を踏まえ

て整理する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・未利用の市有財産を無くす。

・行政財産においても、行政用途に支障

をきたさない部分については、民間事業

者等へ有償で貸し付け、積極的に財源確

保を図るとともに、公民で連携し市有財

産の利便性を向上させる。

・売払い可能地

の売却

・市有財産活用

に関する内部

ルールの検討

・売払い可能地

の売却

・市有財産活用

に関する内部

ルールの決定

・売払い可能地

の売却
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24 使用料・手数料等の見直し

◎公共施設マネジメント課、

使用料・手数料関係所管、

◎子ども政策課、

保育幼稚園課、児童課

現状と課題 プログラムの内容

・施設の維持、機能向上のための財源と

して、施設にかかる経費の一部に対し、

受益者負担が必要である。

使用料・手数料の基本方針について、新地方公会計制

度に対応した内容に見直す。統一基準による財務書類

を活用し、透明性を高め、より一層の見える化がされ

た使用料算定方法によって使用料の改定を検討する。

手続きのオンライン化の拡大に合わせて、オンライン

で手続きした場合の使用料・手数料の考え方を検討

し、使用料・手数料を見直す。

保育所等利用者負担額・児童クラブ使用料について、

保育料等審議会で適切なあり方を審議する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・施設の維持、機能向上のための使用料

の見直しを行う。

・オンライン手続きの使用料・手数料の

見直しを行う。

・安定的な運営体制維持に向け、保育所

等利用者負担額・児童クラブ使用料の適

正化を図る。

・使用料・手数

料の基本方針の

見直し

・保育所等利用

者負担額・児童

クラブ使用料に

ついて保育料等

審議会での審議

・使用料・手数

料の全体見直し

・オンライン手

続きの手数料の

検討

・審議結果に基

づく、適正化に

向けた検討

・使用料・手数

料の料金改定

・オンライン手

続きの手数料見

直し

・審議結果に基

づく、適正化に

向けた検討
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・現在の市税・国民健康保険税の収納方

法は、銀行等の窓口・コンビニでの納付

書払い、口座振替、スマートフォン決済

アプリである。

・キャッシュレス社会への対応、昨今の

新型コロナウイルスの影響により電子納

付に対する要望は高く、非接触で納付で

きる手法の導入は必須となっている。

市税・国民健康保険税の納付機会拡充のため、クレ

ジットカード納付を導入する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

市税・国民健康保険税の納付機会の拡充 ◎収納課

現状と課題 プログラムの内容

・電子納付、クレジットカード納付が推

進されることで、納税者の利便性の向上

を図る。

・システム改修 ・クレジット

カード納付の開

始
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後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用

者負担（保育料）・児童クラブ使用料徴収率の維

持・向上の取組

◎収納課、◎介護保険課、

◎保険年金課、

◎保育幼稚園課、◎児童課

現状と課題 プログラムの内容

・令和元年度徴収率

　・後期高齢者医療保険料：99.0％

　・介護保険料：96.6％

　・保育所の利用者負担（保育料）：

　　97.5％

　・児童クラブ使用料：98.0％

・制度の安定運営のためにも未納分の徴

収強化及び徴収率維持向上が必要不可欠

である。

納付勧奨に係る手法等を共有し、徴収率の維持・向上

に向けた取組を実施する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・徴収率の維持・向上 ・現年度分の早

期納付勧奨の実

施

・強制徴収公債

権の滞納整理実

施

・現年度分の早

期納付勧奨の実

施

・強制徴収公債

権の滞納整理実

施

・現年度分の早

期納付勧奨の実

施

・強制徴収公債

権の滞納整理実

施
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・被保険者の高齢化と医療の高度化の影

響により1人あたり医療費が増加してい

る。

・一般会計からの繰入金を必要とする厳

しい財政状況が続いている。

国保財政健全化計画に基づき、国民健康保険事業特別

会計の健全化を図る。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

（2）事業費を最適化する

プログラム名 担当課

国民健康保険事業特別会計の健全化 ◎健康増進課、◎保険年金課

現状と課題 プログラムの内容

・標準財政規模に対する一般会計からの

基準外収入額と国民健康保険事業運営基

金からの繰入額の割合を3.6％以下とす

る。

・医療費適正

化・保険給付の

適正化・収納率

向上・保険税の

適正賦課の取組

の推進

・医療費適正

化・保険給付の

適正化・収納率

向上・保険税の

適正賦課の取組

の推進

・医療費適正

化・保険給付の

適正化・収納率

向上・保険税の

適正賦課の取組

の推進
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28 下水道事業会計の健全化 ◎下水道課

現状と課題 プログラムの内容

・下水道事業を適正に運営するため、中

長期的な計画である経営戦略、下水道プ

ランを策定した。

・下水道設備の老朽化に伴う更新費用の

財源確保、下水道使用料の適正化が課題

である。

プログラム名 担当課

下水道事業会計の健全化のため、今後の都市計画道路

の整備予定や施設の長寿命化を見据えて、下水道使用

料の見直しを検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・一般会計繰入金を減額するため、公営

企業会計移行後の下水道使用料の見直し

に向けて、検討材料を作成、検討体制を

構築する。

・ストックマネ

ジメント計画の

策定に向けた管

路調査

・企業会計決算

書類の作成

・下水道使用料

の見直しに向け

たプロセスの検

討

・ストックマネ

ジメント計画の

策定に向けた管

路調査

・決算書類の分

析等、検討材料

の作成準備

・下水道使用料

の適正化を検討

する専門委員会

の設置準備

・ストックマネ

ジメント計画の

検討

・検討材料の作

成

・下水道使用料

の適正化を検討

する専門委員会

の設置
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・現状では書類の保存場所が不足してい

る。また、紙の購入、置き場、印刷、廃

棄それぞれにコストが発生している。

・職員のコスト意識を高め、かつ業務の

効率化を進めるため、紙を使わない意識

改革、方法の共有が必要である。

ペーパーレス会議の実施、手続きのオンライン化や、

庁内ネットワークの無線化、複合機の導入等、デジタ

ル化の進行と並行して、総務会議で全庁的に取り組む

内容として、紙の置き場、コストの見える化と、紙使

用量を減らすためのノウハウの共有、好事例の紹介を

行う。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

紙使用量の抑制
◎総務課、

紙購入所管

現状と課題 プログラムの内容

・紙使用量を削減する。 ・紙資料の保管

の原則の作成

・啓発の実施

・紙資料からデ

ジタル資料への

移行の検討

・紙資料からデ

ジタル資料への

段階的な移行
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プログラム名 担当課

デジタルトランスフォーメーション、スマートシ

ティに向けた研究・検討

◎公共施設マネジメント課、

◎情報政策課

現状と課題 プログラムの内容

前期基本方針4.情報の収集、共有と、情報インフラの整備をする

（1）情報を収集、共有する

・東村山市におけるスマートシティの基

本的な考え方に沿って、データ利活用型

スマートシティに向けた実証実験、研究

の成果を蓄積する。

・ICT化に関する

基本方針の策定

・公民連携によ

る研究

・公民連携によ

る研究

・公民連携によ

る研究

・令和元年度の民間事業者提案制度にお

いて、データ利活用型スマートシティに

向けての提案を採択した。

・利活用できる形でのデータの収集、共

有データを利活用する意識、ノウハウの

蓄積、公民でデータを利活用するビジネ

スモデルの構築が課題である。

デジタルを前提にサービス提供のあり方を変革するデ

ジタルトランスフォーメーションの推進に向けて、東

村山市におけるスマートシティの基本的な考え方、及

び今後策定するICT化に関する基本方針に沿って、公

民が連携してデータ利活用型スマートシティに向けた

研究・検討を進める。取得、収集したデータの共有に

より、分野横断的なデータ連携と活用をすることで、

より効果的な事業立案やシビックテック※21の出現、

オープンイノベーション※10を促し、地域課題の解決や

新たな価値の創出、経済循環を促進する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度
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（2）市民の利便性、職員の生産性をICTにより高める

・使用料・手数料等の受領について、新

型コロナ感染症拡大防止と市民の利便性

向上、市の現金管理のリスク低減のた

め、現金以外の支払方法を充実する必要

がある。

使用料・手数料等の受領についてキャッシュレス決済

の導入を検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

使用料・手数料等のキャッシュレス決済の検討
◎会計課、◎経営改革課、

使用料・手数料等関係所管

現状と課題 プログラムの内容

・キャッシュレス決済を導入し、市民の

利便性を向上させる。

・キャッシュレ

ス決済導入の検

討

・電子マネー決

済の試験運用開

始

・決済方法、対

応手続きの拡大

の検討

・決済方法、対

応手続きの拡大
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32 市民からの手続き、相談等のオンライン化 ◎経営改革課、◎情報政策課

現状と課題 プログラムの内容

・国は手続きの原則オンライン化や標準

化を推進している。市窓口での手続き、

相談、情報の閲覧等については、感染症

対策として非対面、非接触が求められる

中、オンラインで行える手続き、相談は

限られている。

・市民・事業者にとって、来庁が必要に

なる、手続きに時間がかかるなどの点で

利便性に課題がある。

・職員にとっても、申請内容の入力作業

が生じるほか、誤入力等のリスクもあ

る。

手続き、相談等の利便性の向上の観点から、事務の流

れや様式、市民からの問合せ内容等を確認し、記載事

項、押印、添付書類の見直しや情報提供の充実、オン

ライン化の可否を検討する。国の動向等も踏まえオン

ライン化が可能な業務については、順次オンライン化

していく。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・市民、事業者が時間、場所によらず手

続き等をできるようにすることで、利便

性を向上させる。

・職員の事務負担の軽減、事務ミスの減

少につなげる。

・手続き、相談

等業務フローの

洗い出し、オン

ライン化可能な

業務の選定

・病児保育の予

約サービスの導

入

・都市計画情報

等提供システム

の導入

・順次、オンラ

イン化、手続き

の簡素化の実施

・順次、オンラ

イン化、手続き

の簡素化の実施
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№

34

・住民基本台帳や地方税の情報を扱う基

幹システムは、令和4年1月から標準化、

共同化し、クラウドでの運用を予定して

いる。

・国の動向の把握に努めながら、既存シ

ステムの標準化、共同化を順次検討する

必要がある。

基幹システムを標準化、共同化し、クラウドで運用す

る。

国の動向を把握し、他のシステムの標準化、共同化を

検討する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

基幹系システムの標準化、共同化 ◎情報政策課

現状と課題 プログラムの内容

情報インフラの機能向上、庁内のICT化推進
◎情報政策課、◎総務課、

議会事務局

現状と課題 プログラムの内容

・固定電話、有線ネットワークにより、

働く場所に制約がある。

・オンライン会議やペーパレスを実現す

るためには、インフラ、ツールの整備が

必要である。

様々な会議やコミュニケーションの場で活用できるよ

う、情報インフラの機能向上と業務改善ツールの検討

により、生産性を向上する。インフラ（電話回線、庁

内ネットワーク）、ツール（グループウェア、チャッ

ト等）を整備する。

・システムの標準化、共同化により、専

門的な知識、情報の共有による業務の効

率化、制度改正対応や更新時の負担軽

減、導入・維持管理の費用削減をする。

・基幹システム

のクラウド化

・国の情報収集

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・ネットワーク環境を整えることで、働

く場所に捉われない働き方を実現する。

・意思決定、合意形成の迅速化につなげ

る。

・庁内ネット

ワーク、電話回

線の無線化

・コミュニケー

ションツールの

導入

・認証機能付複

合機の導入

・電子ホワイト

ボードの設置
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・文書決裁については書類への押印によ

り手続き内容の承認をしているため、本

人確認や、書類の保管、管理の煩雑さが

課題である。

・内部業務の承認手続き、文書決裁を電

子化することで、承認手続きと文書管理

の効率化のほか、紙使用量の削減も見込

まれる。

業務のデジタル化、オンライン化を見据えて、押印、

書類による手続きを見直すことで業務効率化を進め

る。文書決裁以外の意思決定についてグループウェア

の活用等による効率化を進める。

文書決裁について電子決裁システムの導入と運用ルー

ルの策定をする。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

内部業務の承認手続きと文書管理の効率化
◎会計課、◎情報政策課、

◎総務課、◎契約課

現状と課題 プログラムの内容

・文書決裁等のフローの見直しにより、

不要になる書類、押印をなくすことで、

内部業務の承認手続き、文書管理を効率

化する。

・押印事務、文

書決裁に関する

調査、現状分析

・文書決裁以外

の文書のフロー

の見直し、電子

化

・電子決裁シス

テムの検討

・電子決裁シス

テムの導入、運

用ルールの策定
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プログラム名 担当課

内部業務効率化のためのシステム化 ◎情報政策課

現状と課題 プログラムの内容

・業務の効率化を図る。 ・システム化の

検討

・生活保護決定

に関する承認の

電子化

・安全対策シス

テムの導入

・介護給付分析

ソフトの導入

・順次導入 ・順次導入

・ICTの発展により、業務効率化に活用

できるシステム、ツールが開発されてい

る。

・従来の業務手法を見直し、システム等

を適切に運用することで効率化が見込ま

れる業務は順次見直す必要がある。

従来の業務手法を見直し、効率化や質の向上が見込ま

れる業務に対して、システム、ツールを導入する。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度
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プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・業務の効率化を図る。

・職員がコア業務に集中できるようにす

ることで、生産性を向上させる。

・適応する業務

の検討

・RPA対象業務

について複数業

務への拡大

・順次導入 ・順次導入

RPA等の活用による業務自動化の推進 ◎情報政策課

現状と課題 プログラムの内容

・AI-OCR※22、RPAを課税課業務の一部

に導入している。

・課税課以外の所管でも申請情報等の

データ入力に時間を要している業務があ

る。

・RPA等の活用により自動化が可能な業

務を洗い出し、横展開していくことが必

要である。

RPA等の活用に適した業務を検討する。業務フローの

整理、業務の標準化を行い、RPA等を導入する。

RPA等の導入後も継続的に運用できるよう、研修等に

より業務の管理体制を強化する。
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前期基本方針5.施策・事業の効果・効率を高める

（1）課題解決のための経営資源と業務プロセスを最適化する

・運用における課題の把握は行ったが、

具体的な導入の準備までは至っていな

い。

・数多くの事務事業一つ一つに対する点

検を行うための書類作成や点検作業の事

務負担が大きい。

・大きな政策の中での優劣の判断や決定

が難しい。

ストック情報（資産・負債）を含んだ統一的な基準に

よる地方公会計制度に基づく財務書類も活用しなが

ら、事務事業コストの可視化・評価を行う行政内部評

価実施に向けた準備を行う。また、効率的な市政運営

に向けて資産マネジメントの検討を行う。

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

行政内部評価の実施 ◎経営改革課

現状と課題 プログラムの内容

・事務事業の目的や効果、実績等を整理

することで、事業の方向性等の意思決定

の判断材料とする。

・行政内部評価を施策の見直しにつな

げ、経営の視点からより効果的、効率的

なものとする。

・評価の試行モ

デルの検討

・評価の検証 ・評価の実施
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№

40

財務書類の作成と公表 ◎会計課、◎財政課

現状と課題 プログラムの内容

・平成29年度決算から統一的な基準によ

る財務書類の作成に移行し、作成、公表

している。

・各種データ突合や不突合等の解読に時

間を要し、財務書類の作成を翌年度内に

完了、公表できていない。

財務書類の円滑な作成のため、システムリプレイスに

合わせて財務会計システムと公会計システムの連携を

強化する。合わせて、公会計情報を効率的に可視化

し、わかりやすい形で公表する。

プログラム名 担当課

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・財務書類を円滑に作成する。

・財務書類と概要版を翌年度内に公表す

る。

・システムリプ

レイス

・経年比較の実

施

・新システム運

用

・経年比較の実

施

・令和4年度決算

の財務書類の新

システムを用い

た作成

取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

プログラム名 担当課

補助金ガイドラインの策定 ◎経営改革課

現状と課題 プログラムの内容

・補助金ガイドラインを策定し、それに

基づく運用を行う。

・ガイドライン

案の検討、策定

・試行運用開始 ・運用開始

・補助金に関する調査を完了し、ガイド

ラインの策定に向けて検討中である。

・公益上必要な補助の実施を担保するた

め、補助を実施する統一的な判断基準を

示すガイドラインが必要である。

公平性、有効性、公益性等の交付原則等を示す補助金

のガイドラインを策定し、ガイドラインに沿った運用

をする。
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取組の方向性
年次計画

R3年度 R4年度 R5年度

・利用率の低い窓口の集約化、統廃合を

行い、機能を他の施設に集約する。

・地域サービス

窓口の統廃合に

ついて検討

・地域サービス

窓口の統廃合に

ついて検討

・利用率の低い

窓口の統廃合

・必要な場所に

マルチコピー機

を設置

地域サービス窓口の集約化、統廃合

◎市民課、

地域サービス業務関係所管、

地域サービス窓口開設所管

現状と課題 プログラムの内容

・地域サービス窓口を、恩多ふれあいセ

ンター、多摩湖ふれあいセンター、ふる

さと歴史館は巡回、各公民館、東村山駅

西口・ワンズタワー内は常設にて開設し

ている。

・特に巡回の窓口の利用率が低く（3会

場で地域サービス窓口全体の2.9％）、

再任用及び会計年度任用職員複数名で対

応しているが、人員確保が困難であるこ

とに加え、費用対効果の面でも問題があ

る。

マイナンバーカードの利活用による各種証明書等のコ

ンビニエンスストア交付サービスや行政手続きのオン

ライン化など、技術革新や社会状況の変化を踏まえ、

これからの窓口サービスに求められる機能や役割を整

理していく中で地域サービス窓口の統廃合について検

討する。

プログラム名 担当課
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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。  
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