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議  事  録 

会議の名 称 平成23年度第 1回東村山市総合計画審議会 

開催日時 平成23年 8月19日(金)午後6時00分～8時 00分 

開催場所 東村山市市民センター第 1・2会議室 

出席者 

及び欠席者 

○出席者 

［総合計画審議会委員］ 

髙山博之会長・小田島養造会長代理・福田かづこ委員・土方桂委員・ 

北久保眞道委員・駒崎高行委員・當摩彰子委員・肥沼和夫委員・明孝夫委員・ 

大野由利子委員・熊谷尚子委員・龍野乗子委員・浅野良明委員・福嶋司委員 

［理事者］ 

渡部尚市長・金子優副市長 

［事務局］ 

諸田壽一郎経営政策部長・間野雅之経営政策部次長・當間正樹行政経営課長・

柚場康男行政経営課長補佐・武岡忠史行政経営課総合計画係長･ 

堀口裕司行政経営課総合計画係主任･髙橋明乃行政経営課総合計画係主事 

○欠席者 

［総合計画審議会委員] 

山下三郎委員・小髙昌夫委員・今井均委員・岸田正一委員・上嶋玲子委員・ 

飯塚政憲委員 

傍聴の可否 傍聴可能 
傍聴不可の場合は

その理由 

 
傍聴者数 0名 

 

会議次第 

 

１．委嘱状交付 

２．新委員の紹介 

３．開会 

４．市長あいさつ 

５．報告 

１）人事異動の報告 

６．議事 

１）第 4次総合計画の進捗管理のあり方について 

７．その他 

１）市民意識調査について 
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８．閉会 

問い合わせ先 

経営政策部行政経営課総合計画係 

担当者名 武岡・堀口・髙橋 

電話番号 042-393-5111 内線2224 

ファックス番号 042-393-6846 

e-mail gyosei@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

会  議  経  過 

１．委嘱状交付 

 

２．新委員の紹介 

＜現委員からの挨拶＞ 

 

３．開会 

○ 会長 

今回は今年度第 1回の審議会となり、新しい 4人の委員さんをお迎えして、一層活発な議論を

お願いしたいと思う。 

大震災から 5 ヶ月が経つが、なかなか復興が思うように進まない状況であり、改めて被災され

た方々にお見舞い申し上げたい。私は二つ教訓があると思う。一つは、日本人は大戦後、努力し

て復興を遂げた力を持っており、大震災の復旧、復興に向けてもこの力が生きてくるであろうと

いうことである。そこで改めてこの震災に対しての行政の力、言い換えると国、地方自治体の努

力がいかに大事かということを痛感する。もう一つは、日本人の生活スタイルがこれを契機に変

わってくるであろうということである。現にどんどん変わりつつある中、国を挙げてこの震災に

取り組む姿勢を日本人は持っている。このように生活スタイルが変わっていく、意識が変わって

いくということが非常にいいと感じる。まだまだ揺れも続いているため大変ではあるが、我々も

なんとかできることはがんばってやっていきたいという気持ちでいる。この審議会もそういうも

のに貢献できるようにしていきたいと思っているので、よろしくお願いしたい。 

今日は第1回の総合計画審議会である。前期基本計画が今年度から実施段階に入っているため、

その進捗管理をどういう方法でやるかというところが今日の主題になる。 

 

＜傍聴許可＞ 
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４．市長あいさつ 

○ 市長 

本日は大変お忙しいところ、またお足元の悪いところにもかかわらず、平成 23年度第1回目の

総合計画審議会にご参加いただき感謝申し上げる。さきほど市議会選出の委員の方々に委嘱状交

付をさせていただいたが、任期満了までご指導のほどよろしくお願いしたい。また、高山会長を

はじめ、委員の皆様には昨年度 1年、第 4次総合計画基本構想、基本計画、実施計画の策定につ

いて大所高所からご理解ご協力ご指導いただいた。このように立派な計画を作成させていただく

ことができ、改めて感謝を申し上げる次第である。今後はこれにいかに命を吹きこんで着実に実

施をして、皆様に決めていただいた将来都市像「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる

東村山」をつくっていくかということが大きな課題であると思っている。 

先ほど高山会長からお話があったとおり、3月 11日に東日本大震災が発生し、死者行方不明者

合わせて 2 万人以上の方にもなるという大きな被害があったところである。この震災以降、先ほ

ど会長からもお話があったように、改めて我々自治体に携わる者はしっかりしないといけないと

思っている。 

また、4月には市議の方々と私も選挙があり、改めて市民の皆様のご付託をいただき、2期目の

就任をさせていただいたところである。今回は 23年度初めての審議会であり、私も決意を新たに

一生懸命がんばってまいりたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

今日の議題はこの総合計画を着実に実施していくための、進捗管理のあり方について一定の考

え方を示させていただき、ご指導を仰ぐことである。これまでも第 4次総合計画は第 4次の行財

政改革大綱と車の両輪として自治体経営を進めていくということをお話させていただいてきた。

常にＰＬＡＮ-ＤＯ-ＳＥＥと言われる業務プロセスを着実に回していくことが市民の皆さんにと

って成果ある市役所、行政になるのではないかと考えている。特に、総合計画については、時代

の変化に即応するために、これまで 3 年ごとのローリングであった実施計画を、毎年度財政フレ

ームを立てて、その時々の緊急性、重要性を鑑みて事業選択をさせていただくという毎年度ロー

リング方式に変えさせていただいた。震災という大きな問題が発生し、災害に強いまちづくり、

防災ということについては重要な課題と受け止めており、計画の一部前倒しも今年度の補正予算

の中ですでに行わせていただいている。時代の変化に即応するような形で、計画を毎年見直しな

がら、着実に最も求められている施策を適切に打っていけるような自治体行政という形にしてい

きたいと考えているので、その点でご指導いただきたいと思っている。 

今月の 29日から市議会が開催されるが、市議会の一番大きな議題としては 22年度の決算をご

審議いただくということである。決算の概要について若干ご報告させていただくと、普通会計の
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決算の状況としては、歳入額が 481億 207万 3千円、歳出総額が 472億 6,099万 2千円というこ

とで歳入歳出差し引き額として 8億 4,108万 1千円である。翌年度への繰越額を除いた、いわゆ

る実質収支については、8億 3,748万5千円と昨年度の 11億に比べると若干、実質収支額が小さ

くなっているが、8 億円を超える大きな実質収支で、黒字で決算させていただいた。また、純粋

な収支と言われている実質単年度収支においても 6億 6,203万 4千円ということで、退職手当債

を発行しているところではあるが、3 年続けて実質収支も黒字を達成し、今年度も 5 億円を超え

る実質単年度収支となったところである。他の特別会計についてもすべて黒字で決算させていた

だいた。 

非常に厳しい財政状況ではあったが、国の地方交付税等の大幅な増額という、国の政策の変更

もあり、この間取り組んできた行財政改革の一定の成果が表れつつあるように思う。ただ、日本

経済も今、大変低迷をしており、震災復興ということで国の予算もかなり集中的に東北地方の被

災地の方に投入されるというような動きもあることから、この先非常に不透明な要因があるが、

これからもしっかりと緊張感を持って行財政運営にあたらせていただきたいと思っている。 

本日は限られた時間ではあるが、忌憚のないご意見、ご指導をいただいて、第 4 次総合計画が

着実に推進できるよう、よろしくお願い申し上げて、冒頭の私からの挨拶とさせていただきたい。 

 

５．報告 

１）人事異動の報告 

＜各事務局員から一言ずつ挨拶＞ 

＜事務局より資料３について説明＞ 

 

６．議事 

１）第４次総合計画の進捗管理のあり方について 

＜事務局より資料１に基づき説明＞ 

 

○ 会長 

今の話の柱は、一つは進捗管理の進め方で、その後毎年見直していく際の進め方の問題と、も

う一つは総合計画審議会の役割についてであった。目標管理制度についてはこの後説明していた

だく際にご意見をいただこうと思うが、ここまででご質問はあるか。 

○ 委員一同 

なし 
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＜事務局より資料2に基づき目標管理制度について説明＞ 

○ 会長 

今説明があった目標管理制度について何かご質問、ご意見はないか。目標管理制度にしたがっ

て、市では目標を立てて水準を明らかにして具体的に進め、年度末にそれを評価して市民にも公

開する。そして総合計画審議会にも報告し、チェック機能を担っていただく構想である。 

○ 委員 

目標管理シートで掲載されていることはもう決定していることか。 

○ 事務局 

決定しているものである。 

○ 委員 

例えば議会事務局のところで、市のホームページに委員会の議事録の公表というのは入ってい

ない。 

○ 事務局 

公開までに尐し時間がかかってしまうということはあるが、本会議も含めて議事録の公開はホ

ームページで実施しているところである。 

○ 委員 

さきほど市長の話にあった平成 22年度の決算について、次回の審議会で平成 22年度の詳しい

決算の報告をいただけるといいと思う。 

○ 委員 

例えばこの各部別の目標管理シートの 5ページの人権の森構想という箇所で、「どの水準まで」

というところを2000人というように数で目標を示しているところがあるが、最終的に目標管理の

達成度を見るときに、例えば何％達成とか、そういう具体的なこととして公表していくつもりな

のか。 

また、先ほどすでに試行的に実施したという話があったが、その時の課題としてどんなことが

あったか、それが今回どのように生かされているかというところを示していただければありがた

い。これは毎年度ローリングしていく中ではすごく大事な要素になると認識している。 

○ 会長 

点検評価をしっかりしないといけないと思うが、そういう尺度などについてはいかがか。 

○ 事務局 

今回、この目標管理制度については第 4次行革大綱の第 1次実行プログラムの二つ目の項目に

挙げられており、行革の視点で取り組んでいるものである。先ほど達成具合についてどのように
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評価するのかというご質問があったが、基本的には目標管理制度のどの水準までいくかというと

ころが、この各項目の今年度の到達目標だと考えている。項目によっては定量的な数値の目標で

なく、定性的記述になっているが、ここに書かれている内容が年度末までに達成できたかどうか

というところを評価、レビューしていくものと考えている。 

もう一つ、行革の目標管理制度を本格運用する中で、これらの項目のうち今年度計画している

水準を達成した項目数が 7 割を超えることを目標にしている。また、昨年までの試行的な実施で

は、市民満足度の向上という市の最上位目標に基づき、これに寄与するような各部の目標を設定

したが、この結果についても平成23年度に合わせて来週公表させていただく。いくつかある課題

の中で、各所管で持っている個別計画でも個別に目標を掲げていることがあり、尐し重複する部

分があった。そういったことも含め、今年度は総合計画の実施計画と行革の実行プログラムをき

ちんと実行していくということを中心に、当該年度にいつまでやるかというところを明らかにし、

両計画の実現性を担保していくという考え方である。 

○ 会長 

他にご質問はあるか。 

○ 委員 

基本的なことの確認だが、目標管理制度は今年度から始めるということで良いか。チェック機

能を総合計画審議会で担うということも今年度からか。 

○ 事務局 

目標管理制度については今年度から本格実施ということである。総合計画の取り組み、行革の

取り組みを各部の目標に寄与する取り組みとして見ていくということも今年度からである。どち

らかというと、条例上の位置づけから、総合計画審議会には計画を策定するところでご尽力を賜

るという考え方があったわけだが、これからは進捗が問われていくので、チェックも今回初めて

お願いしていきたい。 

○ 会長 

総合計画審議会が点検評価に関わるというわけではない。点検評価はあくまでも目標を立てて、

実際に行動している課がしていくことになる。どういう観点で、どういう方法で、どういう達成

度をしっかり捉えるかというところが大きな問題になると思うのだが、それはあくまでも内部で

評価していくということである。そして、それを我々にもきちんと見せていただくということだ

と思う。 

○ 委員 

どの水準までということで 7 割ほどということだが、数字が出ていないと我々もチェックする
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際に非常に困る。今見た中でも 8 ページの「市報の充実・改善」で、市民に広く読まれる広報誌

等の認知度合いを把握するという水準に関しては、把握度合いが 7 割というのはどのくらいなの

か。市民が 15万人いてその 7割なのか、それとも例えば大人だけの人数でその 7割なのかという

ところを明確に入れてくれないとPDCAを回していくのに、チェック機能はできないと思う。非常

に曖昧なチェックになってしまうので、そこを詳しく書いていただけると無駄な議論もなくなる

気がする。市役所の仕事はすべて数字で表せるものではないと思うが、7 割と決まっているので

あれば、その数字を私たちは真剣にチェックしていきたいので、その辺を出していただけるとあ

りがたい。 

○ 事務局 

先ほど 7 割と申し上げたというところの説明がよくなかったのだが、7 割というのは個々の項

目の 7割ということではなく、達成した項目の数が全体の中で 7割を目指していきたいというこ

とである。従って、個別の達成度合いは、ここに書かれている水準までの内容で評価していくと

いうことになる。委員ご指摘の市報に関する項目のところで言えば、現在認知度のデータが正確

に取れていないというところもあって、今後市民意識調査を定期的に実施することで、実態を把

握して、その数値を年々上げていきたいと考えている。 

○ 会長 

他にご質問はないか。 

○ 委員 

こういったことは他の市区町村でもやられているということだが、いつごろからされているの

か。また、庁内でこれは共有されるようなものなのか。 

○ 事務局 

具体な細かいところまでは把握していないが、進捗管理というところではどの市もいろいろな

手法で取り組んでいるところである。毎年度ローリング方式は、近隣市では小平市や武蔵村山市、

東大和市でもやっている。清瀬市のように毎年度ローリング方式をとらずにやっているというと

ころもある。計画のつくりに応じた形で、いろいろな形態があるのだと思う。いずれにしろ計画

をつくりっぱなしにしないという考えでどこの市も進めているところだと思われる。 

○ 事務局 

目標管理については他の市区町村でも行っているところが結構な数になる。やはり先ほど委員

さんからご指摘があったように、「どの水準」というところが各市苦慮しているところであり、

我々も数値化、定量化できるように努力をしているところだが、非常に苦しいところだと認識し

ている。 
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また、総合計画の進捗や毎年度ローリング、目標管理制度について庁内で共有しているかとい

うことだが、策定の段階において庁内の委員会等を通じて共有している。委員会は各部長という

ことになるため、その後は各課長に対して説明会を実施している。また、10月の予算要求に向け

た説明会でも職員に対して説明を行い、共有化を図っていきたいと考えている。 

○ 会長 

いろいろご意見が出ているのは、水準というか到達度というところをどう捉えるかということ

だと思う。 

○ 委員 

一番重要なのは審議会でチェックできるのは所詮 2 時間足らずであるため、そこまでの段階で

かなりつめていただくことが重要ではないかと思う。そこは行政経営課が行うということになっ

ているが、これだけ多い項目を一つの課でやることはできないだろう。つまり課から上がってき

たものを部の中で十分吟味して進めることが大事だと思う。 

○ 会長 

ご要望として受け止めていきたいと思う。審議会でどこまでやれるかというところは今後研究

していく必要があると思う。実際、点検評価というのは内部でかなり吟味してやっていかないと

いけない。それを審議会としてどういうふうに受け取るかという問題については改めて考えてい

きたいと思う。 

 

７．その他 

１）市民意識調査について 

○ 事務局 

毎年度市民意識調査を実施するということをお話させていただいたが、今年度については来週

の 8月 25日の木曜日から 9月 16日の金曜日にかけて実施する予定である。市民意識調査は総合

計画の進捗管理のしくみの一つということであるとともに、将来都市像の実現に向けて市が進め

ている取り組みに対する評価や、市民の皆様の東村山に対するお考えをお聞きし、今後の市の運

営に活用するために実施するものである。今年度の調査は初年度ということで、毎年度調査を行

っていく上での基準の数字になるのではないかと考えている。今年度の数字が、次年度、3年後、

5 年後とどう変わっていくのかを見ていくことが必要だと考えている。つまり定点観測を行って

いきたいと考えている。従って、今回の調査の設問は、第 4次総合計画を策定するために平成 20

年度に実施した調査の内容をベースにしながらも、第 4 次総合計画の施策の内容に対応した形に

尐しモデルチェンジをさせていただくとともに、行革の取り組みを加えたものになっている。設
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問については原則としては 10年間変えないでいければと考えている。内容については、属性、定

住意向、市の取り組みに対する満足度・重要度、そして、市政に対する実感、市政との関わりで

構成されている。属性については性別、年齢、居住年数、家族構成などをお聞きすることにして

いる。今後の定住意向については今回の第 4 次総合計画の肝になるところだと考えており、東村

山に住み続けたいかどうかとその理由について聞いていきたいと考えている。市の取り組みに対

する満足度・重要度については、前期基本計画の 36の施策ごとの取り組みに対して、満足度、重

要度をお聞きするものである。合わせて協働の取り組み、行財政改革についても聞いていきたい

と考えている。最後に市政に対する実感、市政との関わりというところだが、市報など市政情報

を市民の方々がどう見ているかだとか、協働や市の財政のしくみなど、そのようなことに対して

市民の皆さんがどう考えられているかというところをお聞きしたいと考えている。 

今回は 18歳以上の男女 2000名の市民の方を対象としている。対象者は無作為抽出となってい

る。9月16日に締め切った後、集計、分析の予定である。 

○ 会長 

平成20年度の意識調査をベースに毎年同じ項目で実施するということである。特にご質問はな

いか。 

○ 委員 

抽出方法だが、前年の方と重ならないようにするのか。ある一部の方に対して毎年どう意識が

変わったかということを見ていくことは可能ではあると思うが。 

○ 事務局 

我々の中でも議論はあったが結論としては平成20年度と同じように、毎年度無作為で行ってい

くことになった。毎年度無作為抽出で行うと数値が上がった項目が次の年に下がるということも

有り得ると思うが、そこに一喜一憂せずに全体としての傾向や市民の方の生活実感というところ

を捉えていきたいと考えている。 

○ 委員 

人数を増やしていくという考えはあるか。 

○ 事務局 

前回の平成 20 年度が 5000 名で回収率は 53.67％で、当時調査を委託したコンサルタント業者

によると、これは他市と比べて相当高い数値であるとのことであった。その回収率から積算し、

統計学上十分な数というところで2000名にした。後期基本計画の策定時や第 5次総合計画の策定

時には尐し規模を拡大することなども検討する必要があると考えている。 
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○ 会長 

一番大きな問題になったのはやはり目標をどのように評価するかということだが、前期基本計

画は今年度始まったばかりであるので点検評価を繰り返しながらさらに内容を高めていくように

努力していただきたいと思う。目標が非常に曖昧で評価ができないものや、評価を概ね達成、な

どと書いてあるものをよく目にするが、よく研究して良い成果を挙げていただくことを期待して、

今日の審議会を終わりたいと思う。 

 

８．閉会 

○ 副市長 

長時間の議論に感謝申し上げたい。実際にこの計画が生きていくかはまさに評価にかかって

いると思っている。基準をどうするかという点を実際に克服するのは難しいが、努力していき

たい。実際にこれを行っていくのは職員である。職員がこのことを自分たちの課題として捉

え、超えていこうという努力がないと目標をつくっても命が吹き込まれない。本日いただいた

貴重なご意見を元に、今後の事務管理を進めていきたい。 

 

 


