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         市民説明会 2011/5/28 

 

東村山市第４次総合計画 

 

笑顔の東村山に向かって！ 
第４次総合計画・第４次行財政改革大綱 

市 民 説 明 会 

1 

総合計画とは 

平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

基本構想（10年間） 

前期基本計画（5年間） 後期基本計画 

実施計画（3年間） 

毎年度ローリング方式 

▼
 

目的 

基本的な方針 

実施計画 

実施計画 具体的な手段 

2 
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第４次総合計画 

基 本 構 想 
平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

3 

目指すべきまちの姿（将来都市像） 

人と人 人とみどりが 響きあい 

笑顔あふれる 東村山  

4 
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基本目標 

基本目標１ 

みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

基本目標２ 

みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

基本目標３ 

みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

基本目標４ 

みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 
5 

まちづくりの基本姿勢 

人と人が支え合う協働 

のまちづくり 

市民の命を 

最優先にしたまちづくり 
経営の視点に立った 

まちづくり 

6 
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将来人口 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

平成21年

平成27年

平成32年

（万人）

年少人口 生産年齢人口 老年人口

150,198人 

153,600人 

155,000人 

13.3% 

12.2% 

11.2% 

65.2% 

62.7% 

61.9% 26.9% 

25.1% 

21.5% 

（0~14歳） （15～64歳） （65歳以上） 

7 

第４次総合計画 

前期基本計画 
平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

基本構想 

前期基本計画 後期基本計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

8 
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前期基本計画の構成 

Ⅰ スマイルプロジェクト 

 特に重点的・優先的に推進する事業群 

Ⅱ 分野別計画 （３６の施策を設定） 

 施策ごとのあるべきまちの姿 

 今後５ヶ年に実施する主な取り組み・方向性 

 施策ごとの成果を測定するための指標 

Ⅲ 今日から明日へ 笑顔あふれる東村山の実現に向けて 

 行政が持つ経営資源にかかる重点的な取り組み 
9 

スマイルプロジェクト 

10 

人と人が響きあうためのプロジェクト 

人とみどりが響きあうためのプロジェクト 

笑顔あふれるためのプロジェクト 
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会場アンケート① 

 東村山市のいいところ（他市に誇れ
るところ）は、どんなところですか？ 

11 

会場アンケート② 

 今後も東村山市に住み続けたいと思
いますか 

12 

１ 住み続けたい 

２ 市外に移り住みたい 

３ どちらともいえない 
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今後も東村山に住み続けたいと思いますか？ 
（市民意識調査より） 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成 4 年

平成 20 年

平成 27 年

住み続けたい 市外に移り住みたい どちらともいえない

17.5 13.1 68.3  

11.2 65.2  

目標 70.0 ％ 

22.0 

13 

今日から明日へ 

笑顔あふれる東村山の実現に向けて 

１ 職員の資質の向上 

２ ストックマネジメントの検討 

３ 市税等の財源の確保 

４ わかりやすい市政情報の提供 

14 
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第４次総合計画 

実施計画 
平成２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ ３２ 

基本構想 

後期基本計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

15 

前期基本計画 

実施計画とは 

 目指すべきまちの姿（将来都市像）の実現に向
けて、毎年度の予算編成の指針となるもの。 

 計画期間は１期３年間の毎年度ローリング方式。 

 まちづくりの基本姿勢やスマイルプロジェクトを
踏まえ、１２２事業を採択。 

 

16 
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実施計画の財源 

歳入推計額 

歳出推計額 

行革効果 

計画自由財源 

H 23年度 695 百万円  

H 24年度 789 百万円  

H 25年度 829 百万円  

行革効果 

17 

 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

主な実施計画事業 

18 

 認可保育所整備事業 

 インフルエンザ菌ｂ型ワクチン接種事業 

 人権の森構想の推進 

 市民協働の促進 

基
本
目
標 

１ 
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 小中学校耐震補強工事 

主な実施計画事業 

19 

 教員サポーター派遣事業 

 土曜スクール事業 

 学校図書館専任司書の配置 

 生涯学習計画 

基
本
目
標 

２ 

 北山公園菖蒲田改良工事 

主な実施計画事業 

20 

 住宅用太陽光発電システム設置工事費補助事業 

 省エネルギー機器設置費補助事業 

 集団資源回収の促進 

基
本
目
標 

３ 

 防災行政無線のデジタル化 
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 都市計画道路３・４・２７号線整備事業 

主な実施計画事業 

21 

 地域公共交通事業の充実 

 駅エレベーター等設置事業 

 久米川駅北口青空市場事業 

基
本
目
標 

４ 

 観光事業の推進 

第４次東村山市行財政改革大綱 

笑顔の東村山に向かって！ 
第４次総合計画・第４次行財政改革大綱 

市 民 説 明 会 

22 
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第４次行財政改革大綱の構成 

23 

平成23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

第4次行財政改革大綱（10年）

後期基本方針（5年）前期基本方針（5年）

第1次 実行プロ

グラム（3年）

第2次 実行プロ

グラム（3年）

第3次 実行プロ

グラム（3年）

第4次 実行プロ

グラム（3年）

改革の必要性

基本理念

基本方針

具体的な取り組

み

実行プログラムのローリング 後期基本方針、第3次実行プログラ 実行プログラムのローリング

基本理念（平成２３年度～３２年度） 

24 

●市民参加と協働により自治を構築する 

●自治体経営の質を高め、市民満足度の 

  向上を図る 

●財政を健全化し、持続可能で安定した 

  自治を築く 
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前期基本方針 

（平成２３年度～２７年度） 

25 

１　市の経営ビジョンの徹底と市民との共有

３　市の情報の市民との共有、市民参加と協働の推進

５　計画的な人材育成と組織力強化

６　行政活動の成果の検証と改善（財務指標、各種目標指標
　　にて評価・検証）

２　市民意向の的確な把握にもとづく市民本位の政策・施策
　　の展開

４　市民満足度を高め、財源の確保を目指す業務プロセスの
　　構築

１から５の行政活動の成果を測り、６で評価・検証する

26 

第1次実行プログラムの例 
前期基本方針１ 市の経営ビジョンの徹底と市民との共有 

１）経営ビジョンの徹底と市民との共有 

 市長メッセージの発信 

 目標管理制度の本格運用 

 市長と職員とのコミュニケーション機会の拡充 

２）財政状況についての認識の共有 

 財政状況についての認識の共有 

 新公会計制度にもとづく財務諸表の公表 

 財政見通し（フレーム）の公表  
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会場アンケート③ 

 「市報 ひがしむらやま」を読んでい
ますか 

27 

１ 毎号読んでいる 

２ ときどき読んでいる 

３ 読んでいない 

28 

第1次実行プログラムの例 
前期基本方針２ 市民意向の的確な把握にもとづく市民本 
           位の政策・施策の展開 

１）市民意向、行政サービス対象者の理解 

 広聴手段の市民への浸透 

 タウンミーティングの継続実施 

 市民意識調査の定期的な実施 

２）政策・施策の優先順位付け 

 市民からの情報（意見・要望・提案等）の共有化と市政への活用 

 市民による事業評価の実施 

３）市民への迅速で的確な対応 
 親切窓口の推進 

 よくある質問（FAQ）の仕組みの充実 
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29 

第1次実行プログラムの例 
前期基本方針３ 市の情報の市民との共有、市民参加と 
           協働の推進 

１）行政の情報発信力を高める 

 市報の充実・改善 

 市ホームページによるわかりやすい情報提供 

 マスメディアへの積極的な情報発信 

２）市民情報、地域情報の共有 

 市政情報・市民情報・地域情報の連携の強化 

３）市民参加と協働により構築する自治 

 市民協働の促進に向けた環境整備 

 （仮称）自治基本条例制定の検討 

30 

第1次実行プログラムの例 
前期基本方針４ 市民満足度を高め、財源の確保を目指す 
           業務プロセスの構築 

１）業務プロセスの見直しによる徹底したスリム化 
 （仮称）公共施設再生計画の策定 

 国民健康保険事業特別会計の健全化 

 借地料の見直し 

２）アウトソーシング業務の選定と適切な管理運営 
 スポーツセンター、屋内プールへの指定管理者制度の導入 

 指定管理業務のモニタリング・評価等の精度向上及びシステムの確立 

３）財源の確保 

 市税等収納率の向上の取り組み 

 広告収入の拡充 
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31 

第1次実行プログラムの例 
前期基本方針５ 計画的な人材育成と組織力強化 

１）人材育成計画、職員採用計画にもとづく定員管理 
 適正な人員計画の策定及び公表 

２）わかりやすい簡素な組織 
 組織機構の見直し 

３）職員の能力開発と組織力の向上への取り組み 
 人材育成推進方針の策定 

４）人事評価と給与体系 
 人事評価制度と給与体系の関連付けの実施 

５）公務における社会的責任と遵守すべき倫理遂行の検証の仕組み 
 内部統制の徹底 

前期基本方針６ 

行政活動の成果の検証と改善 

32 

１）成果指標の設定及び検証・改善 

Ｎｏ．８０ 市民満足度を検証する指標 

• 行財政改革への取り組みに関する満足度 ２０％ 

Ｎｏ．８１ 業務プロセスを検証する指標 

• 行革単年度効果額の３ヵ年合計 ６億４千万円 

Ｎｏ．８２ 職員の意欲・働きがいを検証する指標 

• 人事評価標準を超える職員（一般行政職）割合 

  １５％ 
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前期基本方針６ 

行政活動の成果の検証と改善 

33 

２）財政の現状と健全化に向けた課題 

≪フローの改善≫ 
Ｎｏ．８３ 当該年度の実質的な財政収支を検証す 

        る指標 

• 実質的な財政収支０以上の維持 

Ｎｏ．８４ 経常収支を検証する指標 

• 経常収支比率 ９０％を下回る 

Ｎｏ．８５ 公債費負担を検証する指標 

• 公債費比率 １０％以下の維持 

前期基本方針６ 

行政活動の成果の検証と改善 

34 

２）財政の現状と健全化に向けた課題 

≪ストックの改善≫ 

Ｎｏ．８６ 基金残高を検証する指標 

• 財政調整基金残高の標準財政規模に対する比率 

  １０％ 

Ｎｏ．８７ 地方債残高を検証する指標 

• 地方債残高（※） ２２年度比４０億円減 

  （※一般会計のうち臨時財政対策債、減収補てん債等を除
き、下水道事業特別会計の下水道事業債を含む。） 
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総合計画と行財政改革を 

車の両輪とする自治体経営 

笑顔の東村山に向かって！ 
第４次総合計画・第４次行財政改革大綱 

市 民 説 明 会 

35 

総合計画と行財政改革を 

車の両輪とする自治体経営（１） 

36 

総合
計画

組織・定数・予算配分・業
務プロセスを最適化

目指すべきまちの姿（将来
都市像）を実現

自治体経営 行財政
改革市民満足度の

向上
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総合計画と行財政改革を 

車の両輪とする自治体経営（２） 

37 

行革の取り組み

●歳出削減

●歳入増

計画自由財源

（一般財源）

歳入推計 歳出推計
●計画自由財源

（一般財源）

行革効果

総合計画実施計画

事業費

●特定財源

（国・都支出金、

地方債ほか）

財政フレーム見通し

計画自由財源を上限

額とし、この範囲内で

事業選択
翌年度計画へ

ローリング

総合計画と行財政改革を 

車の両輪とする自治体経営（３） 

 総合計画実施計画の財源捻出 

定量目標を掲げ、ＰＤＣＡを志向 

総合計画に掲げた「今日から明日へ（経営資源
にかかる重点的課題）」は、まさに行財政改革の
視点 

38 

１ 職員の資質の向上 

２ ストックマネジメントの検討 

３ 市税等の財源の確保 

４ わかりやすい市政情報の提供 
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笑顔の東村山に向かって！ 
第４次総合計画・第４次行財政改革大綱 

市 民 説 明 会 

39 


