Ⅲ . 調査分析編
1 総合計画の概要
1 − 1．現在に至る経緯と問題点
（1）総合計画導入の経緯と構成及び内容

①

導入以前の状況

・市町村において自団体の行政全般を総合的に網羅した計画は、一部自主的に策定してい
る市町村があった可能性はあるものの一般的には策定されておらず、計画に基づく行政
は、主として施設整備や基盤整備に係る分野においてのみ、限定的に行われるに留まっ
ていた。
・昭和 28（1953）年の「町村合併促進法」に基づく「新町村建設計画」が基礎的自治体の行
政全般に係る計画として策定されているが、これは合併自治体に限定されているととも
に、その内容も合併の促進・支援措置としての補助金を活用した施設整備計画としての
性格の強いものであったとされる 1。
・以上のとおり、総合計画導入以前は、市町村においては、その所管領域のすべてを総合
的に取りまとめた計画は存在していなかった。

②

導入の経緯

・昭和 35（1960 ）年頃から経済の高度成長を背景として市町村においても工業開発を中心
とする地域開発への関心が高まり、
総合開発計画といった性格の計画が策定され始めた。
また、昭和 40（1965 ）年頃には約半数の府県において、市町村が作る総合開発計画の作
成要領を作成し、市町村に対して総合開発計画作成の推進・指導を行っていた 2。
・こうしたなかで、旧自治省から財団法人国土計画協会への委託調査として新たな市町村
計画のあり方に関する調査研究が行われ、昭和 41（1966 ）年３月にその成果が「市町村
計画策定方法研究報告」
（以下、
「研究報告」という。
）として取りまとめられ、公表された。
・この「研究報告」の内容を基礎として、昭和 44
（1969）年の地方自治法改正により、市町
村における基本構想の策定義務づけに係る規定が設けられた。同報告であるべき市町村
計画の原型として示されている「基本構想－基本計画－実施計画」の計画体系のうち、
その最上位に位置する基本構想の策定が法的に義務づけられたことで、多くの市町村が
同報告の計画体系にそって市町村計画を策定することとなったと考えられる。
・また、地方自治法改正とあわせて、当時の自治省から行政局長名の都道府県知事宛の通
知として、昭和 44 年９月 13 日付けで「基本構想の策定要領について（通知）
」
（以下、
「策
定要領」という）が発出されている。この通知は、地方自治法第 245 条の４（注）に基づ
くもので、法的な裏づけのある国からの「助言」であり、強制力はないものの強い影響
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力を持つものであったといえる。ただし、地方自治法で策定が義務づけられたのは基本
構想だけであることから、
「策定要領」も対象としているものは基本構想のみである。
（注：各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、普通地方
公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技術的な助言
若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体の事務の適正
な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。
）

③

計画体系及び概要

・ここでは、前述の「研究報告」と「策定要領」の二つで示された、制度導入当時の総合計
画の計画体系や内容について、その概要と特徴を整理する。
■「研究報告」における方向性
・
「研究報告」では「基本構想－基本計画－実施計画」の計画体系を市町村のあるべき計画
体系として示しており、各計画について概ね以下のようなものであるべきであるとして
いる。
図表 Ⅲ‑1 「研究報告」で示されている計画体系

計画名称

性

格

計画期間

基本構想

市町村または市町村の存する地域における将来の目標及び目標達成のため
の基本的施策を明らかにし、基本計画及び実施計画の基礎となるべきもの

概ね 10 年

基本計画

市域の将来の目標及びその目標に到達するための市町村の施策の大綱を体
系づけて取りまとめたもの

概ね５年

実施計画

基本計画で定められた市町村の施策の大綱を市町村が現実の行財政の中に
おいてどのように実施していくか明らかにするためのもの

概ね３年

出典）財団法人国土計画協会「市町村計画策定方法研究報告」昭和 41 年３月より作成

■「策定要領」における規定
・
「策定要領」においては、基本構想について、
「市町村の将来の振興発展を展望し、これ
に立脚した長期にわたる市町村の経営の根幹となる構想」と位置づけている。表現は異
なるが、
「研究報告」と軌を一にした位置づけがなされており、またその計画期間は「研
究報告」と同じく概ね 10 年としている。
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④

基本構想の内容について

■「研究報告」における方向性
・
「研究報告」において、基本構想に記載されるべき事項として記載されている内容は以
下のとおりである。
図表 Ⅲ‑2 「研究報告」で示されている基本構想の内容
記載すべき項目

内容

計画の目標

・市町村の置かれた自然的条件又は社会的経済的条件を検討し、さらに都道府県
計画等上位計画との検討を行い、合理的な目標を掲げる
・人口構成について目標を掲げても良いが、① 所得、生産額その他の経済指標を
あげることは市町村計画においてはあまり意義がない

基本的施策

・基本的施策を網羅的にあげても、② 地域開発の戦略となる施策のみに限ってあ
げてもよく、いずれが適切かは市町村によって異なる
・一般には以下のような体系にそって施策を上げることが想定される
＊産業開発（工業開発、中小企業対策、農林漁業の振興、観光開発）
＊都市及び農村集落の整備（都市計画、農村集落整備）
＊施設整備（国土保全施策の整備、産業基盤の整備、住宅及び生活環境の整備、
教育文化施設の整備）
＊その他（労働力の確保、人間能力の開発）

出典）財団法人国土計画協会「市町村計画策定方法研究報告」昭和 41 年３月より作成
（＊丸付き数字及び下線は本調査研究の実施者が付記したもの。）

■「策定要領」における規定
・
「策定要領」は、基本計画、実施計画には一切言及していない反面、
基本構想については
「研
究報告」以上に詳細にそのあるべき内容や策定にあたっての留意事項について記してい
る。その内容は図表Ⅲ-３（P.９）のとおりである。
・また、
「研究報告」との相違点として、
「研究報告」では数値目標設定の意義を否定してい
る（図表Ⅲ-２下線①）が「策定要領」では人口、産業については指標の活用を奨励して
いる（図表Ⅲ-３下線③）点、施策について「研究報告」では地域開発の戦略に限ってあ
げることも可としている（図表Ⅲ-２下線②）が、
「策定要領」では取り上げるべき施策の
分野を行財政改革も含めて体系的網羅的に指定している点の二点が指摘できる。
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図表 Ⅲ‑3 「策定要領」で示されている基本構想の策定要領の概要
項目

内容

性格

・市町村の将来の振興発展を展望しこれに立脚した長期にわたる市町村の経営の根幹
となる構想。
・当該市町村の総合的な振興計画あるいは各分野における行政に関する計画または具
体的な諸施策がすべてこの構想に基づいて策定及び実施される。

策定の指針

１．当該市町村の置かれている自然的、歴史的及び社会経済的諸条件に応じその特性
を活かすよう配慮すること。
２．国、都道府県等の当該市町村を包括する広域的な地域社会の振興整備に関する計
画がある場合はこれに適合するよう配慮すること。他の市町村との協力及び機能の
分担等広域行政の要請に応ずるよう配慮すること。
３．客観的、科学的な資料をもととして、当該地域社会の実態に応じた実現性のある
ものとすること。
４．行政が多様化しかつ高度化する傾向に対処し、効率的な行政運営に資するよう配
慮すること。
・当該市町村の存立している地域社会についての現状の認識及び将来への見通しを基
礎として、１．その地域の振興発展の将来図及び２．これを達成するために必要な
施策の大綱を定める。

内容

１．将来図
一定期間後の将来における市町村の住民の豊かな生活及び当該地域社会の振興発展の
目標。以下のような手法を活用して表現する。
人口、産業等に関する指標を用いて地域社会経済の将来像を明らかにする。
③（1）
（2）市街地、集落等の廃置、交通通信体系、土地利用の構想等を定める。
（3）住民生活の将来像について教育文化、心身の健康等の人間形成の面も含め、住民の
生活水準ないし生活水準の目標を示す。
２．施策の大綱
（1）地域社会の基礎的条件の整備に関する事項（市街地及び集落の整備、交通通信施策
の整備、防災対策等）
（2）住民生活の安定向上、人間形成等に関する事項（生活環境、保健衛生、社会福祉、
教育文化等）
（3）産業の振興に関する事項
（4）行財政の合理化に関する事項

期間

概ね 10 年

策定手続き

市町村長の責任において原案を策定し議会に提案

改訂

みだりに変更すべきではないが、外部条件の変化等で当該市町村の経営の基本として
ふさわしくない状態になった場合は速やかに改訂すべき

出典）小金井市「小金井市長期計画審議会

第２回審議会資料」平成 21 年７月 15 日より作成

（＊丸付き数字及び下線は本調査研究の実施者が付記したもの。）

（ア） 基本計画の内容について
・前述のとおり「策定要領」は基本計画について言及していないため、当時の市町村の多
くは「研究報告」を参考として初めての基本計画を策定した。
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・
「研究報告」においては、基本計画の性格は、
「市域の将来の目標及びその目標に到達す
るための市町村の施策の大綱を体系づけて取りまとめたもの」と位置づけられている。
・こうした位置づけをふまえた、基本計画の役割として示すべきとされた内容は以下のと
おりである。
図表 Ⅲ‑4 「研究報告」で示されている基本計画の内容
示すべき項目

内容

基礎的条件の
整備計画

＊土地利用計画
＊水利用計画
＊防災計画

施設計画

・市町村が分担すべき施設整備の分野は定まっていないとした上で、以下の分野を
例示
＊社会福祉（保護、児童福祉、母子福祉、老人福祉、身体障害者、厚生、他）/
＊衛生（公衆衛生、環境衛生）/＊商工（商工、観光）/
＊農林（農業、林業、漁業）/＊労働/＊土木/＊文教（学校、社会教育）/
＊防災（消防、水防）/＊公営企業/＊公用施設/＊その他

非施設計画

・産業開発、社会開発について、自ら行う非施設的施策と住民または住民団体の生
活及び生活活動を指導助長する施策として以下の事項を例示
＊産業開発（農林漁業振興、商工鉱業振興）
＊社会開発（社会福祉、保健衛生、教育文化）

行財政計画

・行財政の合理化を目的として記載するとして以下の計画を例示
＊行財政合理化計画（組織、人事管理、事務の改善、合理化）
＊財政基本計画（施策と財源の調整）

出典）財団法人国土計画協会「市町村計画策定方法研究報告」昭和 41 年３月より作成

（イ） 実施計画の内容について
・基本計画と同様に、
「策定要領」は実施計画について言及していない。
・「研究報告」においては、実施計画の性格は、
「基本計画で定められた市町村の施策の大
綱を、市町村が現実の市町村の行政の中において、どのように実施していくかを明らか
にするためのもの」と位置づけられている。
・実施計画の役割として示すべきとされた内容は以下のとおりである。
図表 Ⅲ‑5 「研究報告」で示されている実施計画の内容
示すべき項目

内容

事業計画

・事業の実施内容を年度別に具体的に定める

財政計画

・計画期間中の歳入、歳出の見通しを記載
・重要な事業の必要経費を記載

出典）財団法人国土計画協会「市町村計画策定方法研究報告」昭和 41 年３月より作成
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（2）導入から現在までの環境変化と課題

①

昭和 60 年前後（基本構想第一期改訂期）の動向

・昭和 44 年の制度導入後、一定の検討期間を経て策定された最初の基本構想が概ね改訂
される時期となった昭和 60 年前後の状況を、この時期を捉えて自治省行政局が昭和 53
年３月に公表した研究報告「市町村計画の体系と参加―市町村計画の策定方法に関する
研究報告書―」
（以下、
「体系と参加」という）の内容を中心に整理する。
（ア） 意義、役割に関する環境変化と問題点
■安定経済成長の時代にふさわしい、ハード整備のみにとどまらない地域社会整備
・
「体系と参加」において、
「研究報告」以降の市町村に求められる地域社会整備の中心的課
題について、
「高度経済成長から安定成長への時代に移行しつつあり、文化の時代にふさ
わしい地域社会の総合的整備が今後の国土整備の中心的課題となっている」と指摘され
ている。
・また、単なる物的施設の整備だけでなくいわゆるソフトウエアを含む総合的な施策の推
進が強く求められており、またその実施にあたって住民・民間の協力が重要とされてい
る。
■住民等の活動の指針としての役割
・従来の総合計画では、住民等が活動する上での指針としての役割はあまり認識されてお
らず、この点に言及している事例も見られなかったが、武蔵野市第２期基本構想（昭和
56 年策定）を例にあげ、当時、ここに力点をおいて総合計画を位置づけている事例が見
られ始めたと指摘している。
（イ） 基本構想と基本計画、実施計画との関係に関する環境変化と問題点
■「基本構想−基本計画−実施計画」の計画体系
・
「体系と参加」の中で紹介されている全国市町村へのアンケート調査によれば、回答 127
団体のうち、
「基本構想－基本計画－実施計画」の計画体系をとっている団体が 100 団体
にのぼり、他の 27 団体は実施計画を策定していない団体であったとされている。した
がって、この時点で基本計画は、地方自治法に規定はないものの、ほぼすべてに近い市
町村に普及しており、実施計画も大部分の市町村で策定され、この時点で「基本構想－
基本計画－実施計画」の計画体系が概ね定着していたと考えられる。
■基本計画の計画期間
・基本構想の計画期間について、
「研究報告」及び「策定要領」で提示された 10 年が概ね定
着しているものの、計画期間を 15 年程度にする事例も少なくないとされている。
・一方、基本計画については、
「研究報告」で提示された５年という期間は市町村にあまり
受け入れられておらず、実際の事例では基本計画の計画期間を基本構想と同じ 10 年と
し、そのうえで基本計画の期間を前期と後期に分けるケースが多く見られたと指摘して
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いる。
・この場合、実際には後期を骨格提示だけに留め、前期終了時点で後期の改訂を行うとい
う手法が望ましいと指摘しており、実際にもこうした方法をとった市町村も多かったの
ではないかと推察される。
■実施計画の実状
・
「研究報告」においては、計画期間中の財政の見通しを立てた財政計画を実施計画に盛
り込むべきとされているが、きちんとした財政計画に裏打ちされた実施計画は当時ほと
んど見られなかったとされている。
・また、
「実施計画に計上された事業は原則として予算化する」という方針を明確に打ち出
した市町村は当時少なかったとされている。
（ウ） その他の新たな動向
■地区別計画の導入
・当時の動向として、一部の市町村において基本計画に地区別計画を策定する例が見られ
始めたとしている。
・その背景として、地域の将来像をより具体的なイメージとして提示することの必要性、
計画策定過程における住民参加の重要性とコミュニティ施策の重要性が高まっていたこ
とが指摘されている。
・また、
「体系と参加」によれば、地区別計画の設定の考え方は、支所の管轄区域や合併前
の旧市町村の単位、あるいは中学校区程度の区域が妥当と考えられていたとされている
（ただし、当時の地区別計画において実際にどのような設定ケースが多くを占めていた
かは不明）。
■計画策定過程における市民参加の導入
・
「研究報告」においては、市民参加の手法として審議会の活用が想定されていた。しかし、
それでは不十分という認識が高まり、審議会に加えて市民意識調査による意見の反映や
市民集会など（公聴会、懇談会など）を実施する市町村が見られ始めたとしている。

②

平成 12 年前後（制度導入後 30 年目）の動向

・昭和 44（1969）年の制度導入後概ね 30 年が経ち、二度目の改訂をほとんどの団体が終え
た平成 12（2000）年前後の状況を、専門誌「都市問題」
（財団法人 東京市政調査会（当時）
）
の当時の特集「基礎的自治体における総合計画の限界と可能性」平成 15（2003）年 10 月
号における各種論文の内容を中心に整理する。
（ア） 基本構想、基本計画の施策体系の変化
・それまでの総合計画は、国の省庁を通じた市町村の部門別の縦割りに基づいた施策体系
となっていたが、これとは異なり、組織との対応よりも、どのような政策目的を立て、
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その実現に向けてどのような施策が必要かということを考え、この関係性を重視して体
系を構築する例が増えていると指摘されている 3。
（イ） 重要施策の強調
・総合計画がどうしても総花的にならざるを得ないことに対し、計画の重要施策を明確に
するため、いわゆる重点プロジェクトなど（注）を設定し、これらを優先的に取り組む
ものと位置づける例が増えていると指摘されている 3。
（注：分野別体系の施策や事業とは別に、重点的、優先的に取り組む施策や事業を位置づけるもの。
重点（的）プロジェクト（プラン、政策、施策、事業など）、戦略（的）プロジェクト（プラン、政策、
施策、事業など）、リーディング・プロジェクト（プラン）などと呼ばれる場合が多い。以下同様。）

・また同様の観点について、行財政改革的な機能を総合計画策定の目的・意義と捉えてい
る市町村が増え、限られた行政資源（人材、施設・設備、財源など）活用の効率性や有
効性を向上することを総合計画に期待する市町村が多いとも指摘されている 4。
（ウ） 民間部門の活動を組み入れた計画づくり
・それまでの総合計画と異なり、行政が地域づくりのすべてを担うのではなく、民間部門
とのパートナーシップによって地域づくりに取り組むことを前提とした計画の例が増え
ており、行政計画を超えた地域社会計画に近づきつつあると指摘されている 3。
（エ） 策定過程への市民参加の定着
・計画の策定過程そのものが重要視されるようになり、三鷹市の「みたか市民プラン 21 会
議」のような計画策定過程への公募型の市民参加やパブリック･コメント制度などを導
入する例が増えたと指摘されている 3。
（オ） 進行管理と行政評価の活用
・策定後の計画の進行管理、達成度評価への関心が高まり、また当時導入に向けた取り組
みが活発化していた行政評価の仕組みを計画の進行管理、達成度評価に活用しようとす
る例が増えたと指摘されている。ただし、実施段階や評価段階まで踏み込んだ管理過程
が適切に組み合わされた総合計画は実際にはほとんどなく、進捗度のチェックや実施計
画の進行管理のみが行われている程度であったとされている 3,4。
（カ） 首長のマニフェスト（政権公約）
との連携、
調整（目標の明示、
首長任期との連動など）
・平成 15（2003）年頃に国政選挙に際してマニフェスト（政権公約、以下同様）を掲げる政
党が増えたことを契機に、市町村においても首長選挙の候補者がマニフェストを掲げて
当選するケースが出始めた。このため、こうした市町村では当選した首長のマニフェス

3

新川達郎「自治体計画行政の現状と課題」
（
「都市問題」
（東京市政調査会）平成 15
（2003）年 10 月号）

4

松井望「総合計画制度の原型・変容・課題」
（
「都市問題」
（東京市政調査会）平成 15
（2003）年 10 月号）
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トと総合計画の連携、調整を図るようになり、その結果として基本計画に数値目標を明
示する例が増加したほか、首長任期（４年）と基本計画期間を概ね連動させるといった
事例が見られ始めた 5。今日、特に総合計画において数値目標の設定が広く普及している
のは、マニフェストの普及がその大きな契機となったと考えられる。

③

総括

・ここまで整理したとおり、昭和 44（1969 ）年の地方自治法改正により基本構想の策定が
義務付けられて以来、市町村の総合計画は社会経済環境の変化に対応して今日の姿が形
成されてきた。
・そして、平成 23（2011 ）年に行われた地方自治法改正により基本構想の策定義務づけが
廃止されたことにより、今まさに総合計画のあり方は大きな変化をとげつつあると考え
られる。次の項ではこの点について詳述する。

5

UＦＪ総合研究所「ローカルマニフェストによる地方のガバナンス改革」
（ぎょうせい）平成 16 年８月
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1 − 2．地方自治法改正の内容と影響
（1）法改正の概要と経緯・目的

①

概要

・地方自治法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 35 号）が平成 23（2011）年５月２日
に公布・平成 23（2011 ）年８月 1 日に施行され、地方自治法第２条第４項の規定が削除
された。
・本項の廃止は「①策定要件（市町村に基本構想の策定を義務づけること）
「②手続要件
」
（基
本構想の策定は、議会の議決を経ること）
」
「③内容要件（基本構想は、地域における総
合的かつ計画的な行政運営に資すること）
」
「④実行要件（自治体経営は、基本構想に即
して行われるべきこと）」の４つの規定が廃止されたと分解 6 することができる。
・つまり、単に基本構想の要否だけでなく、基本構想を含む総合計画自体の要否に加え、
議会議決の要否など、市町村の計画ガバナンスのあり方自体も市町村の責任・裁量で決
定すべき事項になったと捉える必要がある。
・また、本項の廃止に伴い、
「地方自治法第２条第４項の基本構想」などと明記した社会福
祉法、国土利用計画法など計 16 本の法律、
「地方自治法第２条第４項の基本構想」に準ず
るものと考えられる「当該市町村の建設に関する基本構想」という文言を明記している
都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律から関連する表現を削除する修正もあわ
せて施されている 7。
図表 Ⅲ‑6

地方自治法第２条第４項の規定【平成 23 年法律第 35 号により廃止】

市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合的
かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行なうようにしなけ
ればならない。

図表 Ⅲ‑7

地方自治法第２条第４項の規定の廃止に伴う国土利用計画法第８条の２の修正

【法改正前】
市町村計画は、都道府県計画が定められて
いるときは都道府県計画を基本とすると
ともに、地方自治法（昭和二十二年法律第
六十七号）第二条第四項の基本構想に即す
るものでなければならない。

【法改正後】
市町村計画は、都道府県計画が定められて
いるときは都道府県計画を基本とするもの
とする。

6

片山（2011）
「「総合計画」に頼らない「計画性」
（月刊ガバナンス 2010 年４月号）では「法改正により、議会の承認を得
」
て策定されない総合計画は、法律上はあくまでも首長や役人が、向こう数年間の政策重要課題だと考える施策をまと
めたものに過ぎない」と指摘している。

7

大杉（2011）
「総合計画に基づく制作マネジメントの射程⑴」
（月刊自治フォーラム 2010 年７月号）
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②

経緯と目的

・平成 23 年法律第 35 号による法改正の発端は、平成 19
（2007）年５月の地方分権改革推進
委員会「地方分権改革推進にあたっての基本的な考え方－地方が主役の国づくり－」ま
で遡ることとなる。
・
「基礎自治体優先」
「明快、簡素・効率」
「自由と責任、自立と連帯」などを地方分権の基
本原則として掲げたこの考え方の中で、
「義務づけ・枠付けの見直しと条例制定権の拡大」
の一項目として「個別法令による地方自治体に対する事務の義務づけについて、撤廃・
緩和するよう見直し」する方針が定められた。
・上記を踏まえ、地方分権推進委員会の第一次勧告（平成 20
（2008）年５月）では、法制的
な仕組みの横断的な見直しの中で、
「地方自治体に義務づけ・枠付けをしているもののう
ち、国による義務づけを許容するメルクマール（判断基準）に沿わないものは、原則廃
止する」方針を打ち出した。
・これに基づき、各省庁に対する実態調査の実施、各省庁との折衝、全国知事会からの提
言などを踏まえながら、地方分権推進委員会の第三次勧告（平成 21（2009）年 10 月）で
は「計画の策定及びその手続きの自治体への義務づけ」については廃止又は単なる奨励
へ見直すこととされ、地方自治法第２条第４項の規定は廃止されることと決まった。
・こうしたことから、市町村の基本構想策定義務づけの廃止を表面的に捉え、
「地方自治の
ガバナンスにおいて、基本構想及びこれに基づく総合計画が不要になった」と見るので
はなく、
「法律による義務に応じた計画策定から、
住民本位の計画策定への転換が図られ、
市町村の自主的な取り組みとしての総合計画に生まれ変わること」8 が求められていると
の指摘がなされている 9。

8

牛山（2011）
「「地域主権」で変わる「総合計画」の作り方と評価」
（月刊ガバナンス 2010 年４月号）

9

江藤（2011）
「総合計画を議会運営の中心に」
（月刊ガバナンス 2010 年４月号）では、
「総合計画が地域経営の根幹として
作動し始めたまさにこの時期に、総合計画、正確には基本構想の義務づけが廃止されようとしている。これは首長主
導の地域経営のための制度化の意図はありこそすれ、総合計画を策定しないことを肯定するものではない」と指摘し
ている。
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（2）法改正による総合計画策定段階での影響分析
・法改正による直接的な影響としては、
「地方自治法第２条第４項の基本構想」に即して策
定することが定められている分野別計画（老人福祉法に基づく高齢者福祉計画、社会福
祉法に基づく市町村地域福祉計画など）では、その規定を見直す必要が生じるが、現段
階での実務上の影響は限定的 10 とする指摘もある。
・一方、総合計画策定の法的根拠がなくなったことにより、市町村では今後総合計画の策
定・改定に際して、自らの責任と裁量によって以下のような点について独自の対応方針
を定めていく必要が生じると考えられる。
（ア） 総合計画の必要性と位置づけの明確化
・地方自治法改正により、今後策定する総合計画は「総合的かつ計画的な行政の運営を図
るための基本構想」に基づく計画である必要はなくなり、各市町村が自らの必要性と判
断によって策定する計画となる。
・そのため、各市町村にとっての総合計画策定の必要性や、それに応じた総合計画の位置
づけ・役割など、計画の本質的な部分を各市町村で規定していく必要性が生まれる。
（イ） 総合計画の位置づけに応じた議決事件の見直し
・議決を経て総合計画を策定することとした場合は、総合計画を議決事件とするための法
的根拠を市町村独自に整備する必要がある。
・一方で、地方自治法改正により、総合計画は議会の議決を経ずに策定することも理論上
可能となっている。
・このため、各市町村が定めた総合計画の位置づけに応じて、総合計画を議決事件とする
か否か、また、総合計画を構成するどの階層の計画までを議決事件とするのかなどを各
市町村で判断する必要が生まれる。
・なお、地方自治法改正後も議決を経た総合計画とする際の方法としては、独自に自治基
本条例やまちづくり条例を制定し、その条文において総合計画（または総合計画を構成
するいずれかの階層の計画）の議決を規定する方法（P.18 図表Ⅲ‑8 ）と、地方自治法第
96 条第２項の規定に基づく議会の議決事件とする方法（P.18 図表Ⅲ‑9）が考えられる。
・いずれの場合も条例の制定・改定が必要であり、一定の手続き期間を要するため、今後、
総合計画を策定する市町村では計画策定に先立ち、法的根拠を整備しておくことが望ま
しいと考えられる。

10

大杉（2010）も「個別計画が規律すべき対象として基本構想をあまり意識してこなかったことを踏まえると、基本構想
への参照規定が今回の一連の改正によって個別法から削除されたとしても、実務上の影響はほとんど認められないの
が実情ではなかろうか。」と指摘している。
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図表 Ⅲ‑8

自治基本条例により基本構想（総合計画）の議決を定めている例【東京都三鷹市】

三鷹市自治基本条例（平成 17 年策定）
第 13 条 市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の
議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定する
ものとする。
図表 Ⅲ‑9

地方自治法第 96 条第 2 項の規定を用いて議決を定めている例【北海道栗山町】

栗山町議会基本条例（平成 18 年策定）
第８条 法律第 96 条第２項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政にお
ける重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行上の必要
性を比較考量のうえ、次のとおり定めるものとする。
（１）法律第２条第４項の規定に基づく基本構想及び総合計画
（２）栗山町都市計画マスタープラン
（３）栗山町住宅マスタープラン
（４）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
（５）次世代育成支援行動計画

（ウ） 総合計画の位置づけに応じた市民参加のあり方の明確化
・これまで、
「総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想」に基づく総合計画へ
的確に市民ニーズを反映することなどを目的に、計画策定段階における市民参加機会の
「量」の拡充が図られてきた。
・これまではこうした目的で市民参加機会が拡充されてきたが、地方自治法改正後は総合
計画の位置づけ如何により、策定に参画する市民の代表性を担保したり、単に要望を受
ける機会にとどまらず実現可能な政策提言を得られる討議に誘導したりするなど、市民
参加機会の「質」を担保していくことが求められるようになる。
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1 − 3．今後の総合計画の課題の整理
・１－１及び１－２で整理したこれまでの動向と法改正による影響をふまえて、今後の総
合計画の課題を整理する。
・課題の整理にあたっては、市町村の行政に総合計画を活かすためには、単に総合計画を
どのように策定するかだけでなく、この計画に基づいてどのような行政運営を行うかが
重要であることから、総合計画の策定（Plan）の段階、策定された総合計画を用いて施
策を実施する運用（Do）の段階、施策を実施した成果を分析し、より良い計画の運用に
向けて改善を図る進行管理（Check、Action）からなる、総合計画のマネジメントの局
面のすべてを検討の対象とする必要がある。
・このため、策定（Plan）・運用（Do）
・進行管理（Check、Action）の局面ごとに課題を
抽出する。
・多摩・島しょ地域の市町村における行政運営の質を向上することを目指して、総合計画
のマネジメントの手法のこれからの基本的な方向性と、総合計画のマネジメントの個別
の局面である策定（Plan）・運用（Do）
・進行管理（Check、Action）のそれぞれにおけ
る取り組みの手法を提示した。なお、進行管理を構成するCheck
（評価）
、Action
（改善）
については、Check（評価）はそれ自体が目的ではなくAction
（改善）の対象を見出すた
めに行うものであり、この二つの取り組みは相互に連携することが不可欠であることか
ら、本調査研究では「進行管理」として一体的に取り扱った。
・また、提案編ではこうした手法を組み合わせることによる実践的な総合計画のマネジメ
ントのあり方について、考え方の異なる３つのパターンを例示した（P.80）
。
（1）策定（Plan）における課題

①

効率性・明快性・実効性の向上

・法改正に伴い総合計画の役割・位置づけを見直した場合、計画の効率性・明快性・実効
性を向上していくために、その新たな役割や位置づけに応じた計画体系や議決事件の範
囲を定めていくことが求められる。

②

市民参加機会とその反映性の充実

・市民の地方自治への参加意識の一層の高まりや先進的な市民参加事例に関する情報提供
が多様な主体により活発に行われるようになり、総合計画の策定プロセスへの市民参加
機会の一層の充実が求められるようになっている。
・また、アンケート調査や公聴会、懇談会といった形式だけでなく、ワークショップ、市
民討議会（プラーヌンクスツェレ（P.28 参照）など）
、ワールドカフェ 11 など、市民の参
加と意見抽出にさまざまな手法が活用されるようになっている。こうした先進的な市町

11

カフェのようなくつろいだ環境の中で、参加者がルールに沿って自由にディスカッションを行い、アイディアや知識
を生み出す話し合いの手法。
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村による多様な取り組みを背景として、市民参加の機会とそこで得られた意見の総合計
画への反映性をより充実することが求められるようになっている。

③

職員の計画への理解促進と実践的アイディアの活用

・総合計画が適切に運用されるためには、
職員がその内容を良く知ることが必要であるが、
一般に、全ての職員が総合計画の内容を熟知しているとは言いがたい状況にある。こう
した問題点を解決するとともに、現場の職員の実践的なアイディアを総合計画に活かす
観点から、計画策定過程への職員参加機会の充実が求められている。
（2）運用（Do）における課題

①

施策・事業の選択・重点化と優先順位の明確化

・
「研究報告」「策定要領」とも、施策の体系については概ね市町村の行政分野を網羅的に
カバーする体系の例を提示している。
・その後、こうした体系とは別に重点プロジェクトなどを提示する例が増えているが、こ
のような形で優先順位を示すことが完全に普及しているとは言い難い。
・平成 19（2007 ）年３月の夕張市の財政再建団体への指定に象徴されるとおり、少子高齢
化、経済の安定成長への移行などを背景として、市町村の財政を取り巻く環境は中長期
的に厳しい状況が続くと考えられる。
・こうした背景から、現在の総合計画において、総花的に位置づけられた施策・事業をい
つまでに実施可能か明確にすることが困難であるため、施策・事業の優先順位を明確に
し、当面確実に実施される施策・事業が何かを示すことが求められるようになっている。

②

分野別の施策展開との関係の明確化

・総合計画は市町村における最上位の計画であり、市町村が行うすべての施策はこの総合
計画によって示された考え方や方向性をふまえたものであるべきである。
・このため、総合計画と各分野における施策を位置づけている分野別計画との整合性が確
保するための仕組みを確立することが求められている。

③

市民・民間部門の役割の明確化

・ＮＰＯなどの急速な増加や「新しい公共」という概念の普及に象徴されるとおり、総合
計画の策定プロセスだけでなく、施策・事業の実施に際して市民や企業などの民間主体
との連携・協働の重要性に対する認識が近年急速に高まっている。
・こうした背景から、総合計画においても民間主体に期待される役割や行政との連携・協
働のあり方を明確にするとともに、民間主体と行政がこれを共有できるように、総合計
画の内容をわかりやすく示し、
認知度を高めることに注力することが重要となっている。
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（3）進行管理（Check、Action）における課題

①

実効性・明快性の向上

・総合計画によって実現を目指す目標を数値目標で示す例は、近年増加しているものの、
これまで必ずしも多くはなかった。その要因としては、総合計画に位置づけられる施策
や事業には、数値目標になじまないものもあることなどが挙げられる。
・しかし、今後は、計画の実施による成果を、客観的かつわかりやすく検証することがで
きるように、主要な施策へのアウトカム（成果）指標の設定による成果の評価やアウト
プット（活動）指標（注）による具体的施策の進捗管理など、できる限り客観的な数値目
標を用いた計画の進行管理を行うことが必要である。
（注：アウトカム指標、アウトプット指標の定義はP.74 図表Ⅳ‑24 参照）
・一方、ＩＣＴ（情報通信技術）の活用によるコミュニケーションの円滑化や経済のグロ
ーバル化などを背景として社会経済の変化はより速くより大きくなり、また、国民の価
値観とライフスタイルの多様化を背景として市町村における行政課題も多様化、複雑化
しているため、総合計画の施策の内容やその実施手法を機動的に改善する進行管理の仕
組みが求められている。
・進行管理の仕組みを確立するためには、施策・事業の実績を評価・分析する信頼性の高
い仕組みや手法が必要である。行政評価の普及により施策や事業の実績評価の必要性へ
の認識は概ね定着していると思われるが、これを総合計画の進行管理に活用することは
普及しているとは言いがたい。今後、成果の進行管理と機動的な見直しの仕組みを確立
し、普及することが求められる。

②

目標の明確化と成果に係る説明責任の重要性

・国民の地方自治への参加意識の高まりに加えて、平成 15（2003 ）年頃に国政選挙に際し
てマニフェストを掲げる政党が増えたことを契機に、市町村の首長も選挙に際しマニフ
ェストを掲げる事例が増加した。マニフェストは、公約として掲げる政策の成果を数値
目標で示すことが一般的であるため、首長が代表である市町村の総合計画に対しても、
客観的な数値など実績を検証しやすい形で目標を明示することがより重視されるように
なったと言える。
・あわせて、
「説明責任（アカウンタビリティ）
」という概念が普及し、総合計画の成果をわ
かりやすく説明することが求められるようになっている。
・以上の課題を一覧表に整理すると図表Ⅲ-10（P.22）のとおりとなる。本項以降の分析に
おいては、以下の表の課題を基礎として検討を行う。
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図表 Ⅲ‑10

今後の総合計画の課題一覧

局面

課題

①効率性・明快性・実効性の向上
（１）策定（Plan）

②市民参加機会とその反映性の充実
③職員の計画への理解促進と実践的アイディアの活用

①施策・事業の選択・重点化と優先順位の明確化
（２）運用（Do）

②分野別の施策展開との関係の明確化
③市民・民間部門の役割の明確化

（３）進行管理（Check、Action）

①実効性・明快性の向上
②目標の明確化と成果に係る説明責任の重要性
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2 多摩・島しょ地域の総合計画の状況の把握
・１－３及び図表Ⅲ‑10（P.22 ）において整理された今後の総合計画の課題を踏まえ、それ
らの課題、論点に対する多摩・島しょ地域の対応状況を整理する。
・分析資料としては、多摩・島しょ地域の市町村において、平成 24 年度時点で入手可能
である最新の総合計画を文献として用いる。また、必要に応じて、多摩・島しょ地域市
町村及び特別区の企画部局（総合計画担当）に対し実施したアンケート調査の結果を適
宜参照する（アンケート調査結果の詳細については巻末の資料編に掲載する）12。
・１－３において、総合計画の策定（Plan）
、運用（Do）
、進行管理（Check、Action）そ
れぞれの局面ごとに整理した今後の総合計画の課題について、具体的な論点とそれに
対応して実践されている主要な取り組みについて一覧形式で整理を行うと、図表Ⅲ‑11
（P.24）のようになる。
・P.25 以降では、以下の表で示した論点にそって、多摩・島しょ地域における課題への
対応状況について整理、分析を行う。

12

回答結果の表記について主にグラフを用いているが、グラフ中の表記はわかりやすさの向上のため、パーセンテージ
を小数点第１位まで表記（小数点第２位を四捨五入）している。そのため、グラフ上に表記されているパーセンテージ
を合計しても 100 ％にならないことがある。
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図表 Ⅲ‑11
局面

各局面における課題、論点に対応する取り組み一覧

課題

①効率性・明快性・
実効性の向上

論点
計画体系の工夫（P.25）
計画実行のための根拠の明確化
（P.26）

特徴的な取り組み
・計画体系の見直し
・基本計画中の財政計画の公表
・基本計画の議決事件化

市民参加の代表性の担保（P.28） ・無作為抽出手法
（ 1）
策定
（Plan）

②市民参加機会とその
反映性の充実

市民意見の反映性の明示（P.31）

・市民意見の総合計画への反映・
掲載

職員による市民ニーズへの理解
促進（P.32）

・市民と職員の協働機会の導入

地域の将来像の具体的イメージ
の提示（P.33）

・地区別計画の掲載

③職員の計画への理解
職員の策定プロセスへの参加
促進と実践的アイデ
（P.34）
ィアの活用

（ 2）
運用
（Do）

①施策・事業の選択・
重点化と優先順位の
明確化

優先順位の明確化（P.36）

・重点プロジェクトの設定

重点事業への資源配分（P.37）

・重点プロジェクトへの優先的
予算配分
・重点事業推進体制の構築

②分野別の施策展開と 個別計画との整合性の確保
の関係の明確化
（P.39）

・総合計画による分野別計画の
統制

③市民・民間部門の役
割の明確化

・総合計画における市民・民間
部門の役割の掲載

①実効性・明快性の
向上
（3）
進行管理
（Check、
Action） ②目標の明確化と成果
に係る説明責任の重
要性

行動指針の規定（P.41）

客観的な検証が可能な進行管理
・定量的な成果指標の設定
（P.42）
改善の仕組みの担保（P.43）

・成果と予算編成の連動性の明
示

マニフェストとの連動性・整合
性の担保（P.44）

・首長任期、マニフェストと総
合計画との連動

進行管理の透明性確保（P.45）

・外部評価機関、市民参加機会
の導入
・前回計画の達成状況の開示
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・職員の計画策定プロセスへの
参加機会の導入

（1）
策定（Plan）局面における課題と対応状況
（１）策定（Plan）局面における課題と対応状況

① ①効率性・明快性・実効性の向上
効率性・明快性・実効性の向上

（ア）
(ア) 計画体系の工夫
計画体系の工夫
■
概要
■ 概要

・
市民や職員にとって分かりやすく、共有しやすい総合計画は、総合計画の策定や実施段
・市民や職員にとって分かりやすく、共有しやすい総合計画は、総合計画の策定や実施段
階における業務の実効性、効率性を高める効果が期待できる。計画体系の妥当性を改め
階における業務の実効性、
効率性を高める効果が期待できる。計画体系の妥当性を改めて
て各市町村で再確認し、必要に応じて計画体系を柔軟に見直していくことが考えられる。
各市町村で再確認し、必要に応じて計画体系を柔軟に見直していくことが考えられる。
・
アンケート調査をみると、多摩・島しょ地域合わせて
10 の市町村（多摩地域の市町村の
・アンケート調査をみると、多摩・島しょ地域合わせて
10 の市町村（多摩地域の市町村の
うち
33.3％）が、「基本構想－基本計画－実施計画」
うち23.4％、島しょ地域の市町村のうち
23.4 ％、島しょ地域の市町村のうち
33.3 ％）が、
「基本構想－基本計画－実施計画」
を備える三層構成以外の計画体系を採用している。
を備える三層構成以外の計画体系を採用している。
図表 Ⅲ‑12 総合計画体系
総合計画体系

図表 III-12
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

69.5%
(41団体)

合計
(n=59)

80%

90%

100%
1.7%
(1団体)

22.0%
(13団体)

3.4%
1.7%
1.7%
(1団体) (1団体) (2団体)
76.7%
(23団体)

多摩地域
(n=30)

島しょ地域
(n=9)

特別区
(n=20)

16.7%
(5団体)

55.6%
(5団体)

22.2%
(2団体)

65.0%
(13団体)

11.1%
(1団体)

30.0%
(6団体)

基本構想、基本計画、実施計画の三層
基本構想、実施計画の二層
基本計画または実施計画のみの一層
その他

6.7%
(2団体)

11.1%
(1団体)

5.0%
(1団体)

基本構想、基本計画の二層
基本計画、実施計画の二層
基本構想のみの一層
無回答

■ 多摩・島しょ地域の対応状況

■多摩・島しょ地域の対応状況

・ 「基本構想－基本計画－実施計画」の三層構成以外の計画体系を採用している市町村は、10
／39 市町村にのぼる。
・
「基本構想―基本計画―実施計画」
の三層構成以外の計画体系を採用している市町村は、10／39
・ 市町村にのぼる。
計画体系の簡素化などの工夫を行っている市町村のうち、その多くは「基本構想－基本計画」
の二層構成を採用している。武蔵野市では唯一、実質的に一層構成を採用している。
計画体系の簡素化などの工夫を行っている市町村のうち、その多くは「基本構想―基本計画」
・
・ 実施計画を廃止する理由として、例えば東久留米市の基本計画には次のような記述が見られ
の二層構成を採用している。武蔵野市では唯一、実質的に一層構成を採用している。
る。「従前、基本計画のもとに３年を単位として各年度の事業計画や財源などを明確にした実施
計画を策定していましたが、著しく変化する社会・経済情勢や国・都の政策に柔軟に対応してい
・実施計画を廃止する理由として、例えば東久留米市の基本計画には次のような記述が見られる。
くためにも、実施計画は策定しないものとします。」
「従前、基本計画のもとに３年を単位として各年度の事業計画や財源などを明確にした実施計
出典）東久留米市第４次長期総合計画

画を策定していましたが、著しく変化する社会・経済情勢や国・都の政策に柔軟に対応してい
くためにも、実施計画は策定しないものとします。」
出典）東久留米市第４次長期総合計画
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（イ） 計画実行のための根拠の明確化
(イ) 計画実行のための根拠の明確化
■概要
■ 概要

・総合計画に記載された事業に関して、その確実な実行を保証するための根拠などを明示
・総合計画に記載された事業に関して、その確実な実行を保証するための根拠などを明示

し、実効性を向上させていくための方法として、総合計画の中に財政計画を掲載すると
し、実効性を向上させていくための方法として、総合計画の中に財政計画を掲載するとい

いう方法や、事業ごとの予算を掲載するという方法が考えられる。文献調査によると、
う方法や、事業ごとの予算を掲載するという方法が考えられる。文献調査によると、基本

基本計画中に、計画期間内の財政計画、もしくは基本計画の事業予算を掲載している団
計画中に、計画期間内の財政計画、もしくは基本計画の事業予算を掲載している団体は

体は 17 市町村（43.6 ％）である。
17 市町村（43.6％）である。

・また、総合計画のうち、具体的な施策、
事業などを記載する位置づけである階層の計画
（三
・また、総合計画のうち、具体的な施策、事業などを記載する位置づけである階層の計画

層構成の場合であれば実施計画）を、議会の議決事件とするという方向性も、行政運営
（三層構成の場合であれば実施計画）を、議会の議決事件とするという方向性も、行政運

を硬直化させる懸念がある一方で、総合計画に記載された事業について実行を保証する
営を硬直化させる懸念がある一方で、総合計画に記載された事業について実行を保証する
ための取り組みと捉えられる。
ための取り組みと捉えられる。
・
アンケート調査でみると、多摩・島しょ地域では、総合計画内に基本計画を有している
・アンケート調査でみると、多摩・島しょ地域では、総合計画内に基本計画を有している
市町村のうち、基本計画を議決事件化しているのは７市町村（多摩地域の市町村のうち
市町村のうち、基本計画を議決事件化しているのは７市町村（多摩地域の市町村のうち
16.7%、
22.2 ％）
、同様に実施計画を有している市町村のうち、
16.7%、島しょ地域の市町村のうち
島しょ地域の市町村のうち 22.2％）
、同様に実施計画を有している市町村のうち、
実施計画を議決事件化している市町村は５
（多摩地域の市町村のうち
20.0%）存在する。
実施計画を議決事件化している市町村は５（多摩地域の市町村のうち
20.0%）存在する。
図表 Ⅲ‑13

図表 III-13
0%
合計
(n=58)
多摩地域
(n=30)
島しょ地域
(n=9)
特別区
(n=19)

10%

20%

30%

議決事件化（基本計画）

議決事件化（基本計画）
40%

50%

17.2%
(10団体)

77.6%
(45団体)

16.7%
(5団体)

76.7%
(23団体)

22.2%
(2団体)

66.7%
(6団体)

15.8%
(3団体)

84.2%
(16団体)
対象

非対象
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60%

無回答

70%

80%

90%

100%
5.2%
(3団体)
6.7%
(2団体)

11.1%
(1団体)

図表 Ⅲ‑14

図表 III-14
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議決事件化（実施計画）
40%
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13.0%
(6団体)

60%

80.4%
(37団体)

20.0%
(5団体)

72.0%
(18団体)
85.7%
(6団体)

島しょ地域
(n=7)
特別区 7.1%
(n=14) (1団体)

70%

80%

90%

100%
6.5%
(3団体)

8.0%
(2団体)
14.3%
(1団体)

92.9%
(13団体)

対象

非対象

無回答

■
■多摩・島しょ地域の対応状況
多摩・島しょ地域の対応状況
・・基本計画中に、計画期間内の財政計画、もしくは基本計画の事業予算を掲載している団体は、
基本計画中に、計画期間内の財政計画、もしくは基本計画の事業予算を掲載している団体
は、17／39 市町村である。
17／39 市町村である。
・ そのうち、計画期間内の財政フレームを掲載しているのは 16 市町村、各事業予算を掲載して
・そのうち、計画期間内の財政フレームを掲載しているのは
16 市町村、各事業予算を掲載してい
いるのは５市町村である。
るのは５市町村である。
・ 基本計画の議決事件化は、７／39、実施計画の議決事件化は５／39 市町村で行われてい
る。
・基本計画の議決事件化は、
7／39、実施計画の議決事件化は 5／39 市町村で行われている。
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②

市民参加機会とその反映性の充実

（ア） 市民参加の代表性の担保
■概要
・総合計画策定過程における市民参加機会の導入は、これまでも、数多くの市町村におい
て様々な手法が試みられてきているが、平成 23 年の地方自治法改正以後、総合計画を
どのような位置づけにするかが市町村の判断に委ねられるようになった中で、市民を策
定主体とし、地域社会全体の計画として総合計画を位置づけていく場合においては、ま
すます市民参加の重要性は高まることになる。
・手法面から見ると、市民参加手法としてこれまで主流であったのは公募による市民参加
であった。ただし、公募による市民参加には、市政に関心の強い市民の参加を促すとい
う利点がある一方で、積極的な発言を好まない大多数の声を市政に活かすことが難しい
といった、代表性の担保に関わる課題が存在する。
・こうした課題に対し、参加する市民が市民全体を代表しているということを担保するた
めに近年多くの市町村で導入されているのが、無作為抽出による市民参加手法である。
この手法では、参加者は市民全体の中からランダムに選出されるため、市民全体の代表
であるという正当性を持つ。そして多くの場合、参加市民が特定の層に集中することな
くバランスの良い議論が可能になる。
・その代表例として、いくつかの市町村では、無作為抽出を前提とした効率的な意見集約
の手法として、
「市民討議会（プラーヌンクスツェレ）
」という方法を参考にした取り組み
が行われている。
・プラーヌンクスツェレ（Planungszelle）とは、1970 年代にドイツのペーター・C・ディ
ーネル教授によって考案された市民参加の手法であり、篠藤明徳「まちづくりと新しい
市民参加―ドイツのプラーヌンクスツェレの手法―」によると、この手法の特徴は以下
の８点に要約される（図表Ⅲ‑15 を参照）
。
図表 Ⅲ‑15

市民討議会（プラーヌンクスツェレ）の特徴

（1） 解決が必要な、真剣な課題に対して実施する。
（2） 参加者は住民台帳から無作為で抽出する。
（3） 有償で一定期間の参加（４日間が標準）。
（4） 中立的独立機関が実施機関となり、プログラムを決定する。
（5） ひとつのプラーヌンクスツェレは原則25人で構成し、複数開催する。２人の進行役がつく。
（6） 専門家、利害関係者から情報提供を受ける。
（7） 毎回メンバーチェンジしながら、約５人の小グループで、参加者のみが討議を繰り返す。
（8）「市民答申」という形で報告書を作成し、参加した市民が正式な形で委託者に渡す。
出典）篠藤明徳「まちづくりと新しい市民参加－ドイツのプラーヌンクスツェレの手法－」
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・・アンケート調査によると、市民参加機会として「ワークショップ（討議の機会）」を設
アンケート調査によると、市民参加機会として「ワークショップ（討議の機会）
」を設け
けている多摩地域の
市町村のうち、無作為抽出の手法を用いている市町村は６市町村
ている多摩地域の
1919
市町村のうち、無作為抽出の手法を用いている市町村は６市町村
（31.6％）となっている。

（31.6 ％）となっている。

図表 III-16

図表 Ⅲ‑16
0%
合計
(n=29)
多摩地域
(n=19)

10%
10.3%
(3団体)

10.5%
(2団体)

20%

30%

13.8%
(4団体)

市民参加の手法

市民参加の手法

40%

50%

60%

70%

41.4%
(12団体)

21.1%
(4団体)

80%

90%

27.6%
(8団体)

42.1%
(8団体)

100%
6.9%
(2団体)

21.1%
(4団体)

5.3%
(1団体)

島しょ地域
(n=0)
特別区
(n=10)

40.0%
(4団体)

10.0%
(1団体)

無作為抽出で依頼し、すべての同意者を受け入れ
無作為抽出で依頼し、同意者の中から審査で選定
広く一般に対して公募し、応募者の中から抽選で選定
市区町村の依頼に対し、被依頼者側が参加者を選定
無回答

図表 III-17

10.0%
(1団体)

40.0%
(4団体)

無作為抽出で依頼し、同意者の中から抽選で選定
広く一般に対して公募し、すべての応募者を受け入れ
広く一般に対して公募し、応募者の中から審査で選定
その他

無作為抽出による市民参加手法を導入している市町村例

無作為抽出による市民参加手法を導入している市町村例
名称 図表 Ⅲ‑17 参加者
回数
主な討議内容

市町村
市町村

ワ ー ク シ参加者
ョップⅠは
名称
無作為抽出市
141 人、Ⅱは 166 人、
ワークショップⅠは
武蔵野市 民ワークショッ
無作為抽出市 Ⅲは 188 人が参加
プ 民ワークショッ 141人、Ⅱは166人、
武蔵野市
（延数）
Ⅲは188人が参加（延
プ

数）

回数

主な討議内容

市 民 ワ ー ク シ １回目 19 人、２回目
ョップ
市民ワークショ 341人が参加
回目19人、2回目34

昭島市

昭島市

ップ

人が参加

公募や無作為抽出
基本構想策定
調布市
を合計して 15 人を選
推進市民会議
基本構想策定 公募や無作為抽出を
出
調布市
推進市民会議

合計して15人を選出

２日間実施

えて３回実施。参加者に謝礼
NPO 法人「みたか市民協働ネ
あり。

ットワーク」との協働により、市
民コーディネーターの養成や
ットワーク」との協働により、
実行委員会の設置と提言のと
市民コーディネーターの養成
りまとめなどを実施。実行委員
や実行委員会の設置と提言の
会は「市民コーディネーター養
とりまとめなどを実施。実行
委員会は「市民コーディネー
成講座」修了者で構成。
ター養成講座」修了者で構成。
平成 21 年５月、平
有識者からの基調講演を開催
成
22
年２月に１回
将来都市像
したのち、少人数での話し合い
平 成 21 年 5 月、平
有識者からの基調講演を開催
ずつ実施
を実施。
成 22 年 2 月に 1 回 将来都市像
したのち、少人数での話し合
ずつ実施
いを実施。
平成
23 年４月から
市民 15 人に加え、所管課から
約１年をかけて計
平成 23 年 4 月から
推薦された職員、または全庁
基本構想 市民15人に加え、所管課から
21
約 1回の会議を開
年をかけて計
から公募された職員計 15 人も
推薦された職員、または全庁
催し、基本構想案
基本構想
21 回の会議を開催
参加。
から公募された職員計
15人も
し、基本構想案を
を提出

2,000 人を無作為抽 提出
、希望者の
うち 平成 22 年 11 月に
市 民 ワ ー ク シ 出し
人を無作為抽
2,000
基本計画
多摩市
抽選で
60
人を選出。
２日間実施
ョップ
市民ワークショ 出し、希望者のうち
平 成 22 年 11 月 に
多摩市
基本計画
当日は
人が参加 2 日間実施
ップ
抽選で49
60人を選出。
当日は49人が参加

13

その他特徴

ワークショップⅠ、
ワールドカフェ方式を導入。25
13
ワールドカフェ方式を導入。
Ⅱ、Ⅲをそれぞれ
長期計画
分の討議を、メンバーを替えて
ワークショップⅠ、
25分の討議を、メンバーを替
13
２日間実施
３回実施。参加者に謝礼あり。
Ⅱ、Ⅲをそれぞれ
長期計画

住民基本台帳から
み た か ま ち づ 1,800 人を無作為抽 平成 23 年 10 月に
住民基本台帳から
回実
日 間 重点分野
三鷹市
くりデ
ィ ス カ ッ 出。結果的に
1 日目 １平成
みたかまちづく
年（
23施
10２月に
1,800人を無作為抽出。
三鷹市ション
りディスカッシ 98 人、2 日目 94 人が にわたる）
回
実
施（
日
重点分野
1
2 間
結果的に1日目98人、
参加
ョン
にわたる）
2日目94人が参加

その他特徴

NPO法人「みたか市民協働ネ

参加。

市民の生の声を聴く機会として
職員 10 人も議論に参加。
市民の生の声を聴く機会とし
て職員10人も議論に参加。

他市町村において総合計画に相当する、武蔵野市における市の最上位計画の呼称。

29
13

他市町村において総合計画に相当する、武蔵野市における市の最上位計画の呼称。
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■対応事例

■ 対応事例

【事例①】無作為抽出市民ワークショップ（武蔵野市）

【事例①】無作為抽出市民ワークショップ（武蔵野市）
■ 無作為抽出市民ワークショップⅠ
■無作為抽出市民ワークショップⅠ
期日：平成
月 13日
図表Ⅲ‑18 策定スケジュール
期 日：平成 2222年年
月月６日、11
1111
6 日、11 月
13 日
図表 III-18 策定スケジュール
対象者：住民基本台帳から無作為に抽出した
対象者：住民基本台帳から無作為に抽出した 18
18 歳以上の市民 1,000 人に募集を行った。
歳以上の市民
1,000人に募集を行った。
参加者：延べ
141 人
人
参加者：延べ
141
テーマ：「武蔵野市の将来像」について、「健
テーマ：
「武蔵野市の将来像」について、
「健康・
康・福祉」「子ども・教育」「緑・環境・市民生
活」「都市基盤・行財政」の４分野に分かれて
福祉」
「子ども・教育」
「緑・環境・市民
議論生活」
「都市基盤・行財政」の 4 分野に
討議方法：４人から５人ずつ、計８グループに
分かれて議論
分かれて自由討議。途中でメンバーチェンジ
討議方法：4 人から 5 人ずつ、計 8 グループに
を行った後、元のグループに戻り、グループ
分かれて自由討議。途中でメンバー
ごとに意見発表。最後に全員で投票し、提出
チェンジを行った後、元のグループ
された意見の順位付けを実施した。

に戻り、グループごとに意見発表。
■ 無作為抽出市民ワークショップⅡ
最後に全員で投票し、提出された意
日時：平成
23 年３月５日、３月６日
見の順位付けを実施した。
対象者：無作為抽出による 18 歳以上の市民
1,000 人と前回の参加者
■無作為抽出市民ワークショップⅡ
参加者：延べ 166 人（うち、52 人が前回参加
日 時：平成
23 年 3 月 5 日、3 月 6 日
者）
テーマ：第五期基本構想・長期計画『討議要
対象者：無作為抽出による
18 歳以上の市民
綱』について、ワークショップⅠと同様の分野
1,000 人と前回の参加者
に分かれて議論
参加者：延べ
166 人（うち、52 人が前回参加者）
討議方法：前回と同様
出典）
武蔵野市「武蔵野市第五期長期計画」
出典）武蔵野市「武蔵野市第五期長期計画」
テーマ：第五期基本構想・長期計画『討議要綱』
について、ワークショップⅠと同様の
■ 無作為抽出市民ワークショップⅢ
分野に分かれて議論
日時：平成
23 年 10 月 16 日、10 月 23 日
討議方法：前回と同様
対象者：無作為抽出による 18 歳以上の市民 1,000 人とワークショップⅡ、Ⅲの参加者
参加者：延べ 188 人（うち、59 人が前回、前々回参加者）
テーマ：第五期長期計画『計画案』について、「健康・福祉」「子ども・教育」「文化・市民生活」「緑・環
■無作為抽出市民ワークショップⅢ
境」「都市基盤」「行・財政」の６分野に分かれて議論
日 時：平成 23 年 10 月 16 日、10 月 23 日
討議方法：前回と同様
対象者：無作為抽出による 18 歳以上の市民 1,000 人とワークショップⅡ、Ⅲの参加者
参加者：延べ 188 人（うち、59 人が前回、前々回参加者）
テーマ：第五期長期計画
『計画案』について、
「健康・福祉」
「子ども・教育」
「文化・市民生活」
「緑・
■ 多摩・島しょ地域の対応状況
環境」
「都市基盤」
「行・財政」の 6 分野に分かれて議論
・ 無作為抽出による市民参加手法は、６／39
市町村で取り組まれている。
討議方法：前回と同様
・ 図表III－15 におけるプラーヌンクスツェレの特徴と比較すると、多摩・島しょ地域の無作為抽出

5
て

ネ
市
や
と
員
養

催
い

ら
庁
も

を用いた市民参加の取り組みは、基本構想を対象とした議論が多い、回数が少ない、無償の
場合が多い、専門家・利害関係者からの情報提供が少ないなどといった特徴がある。

て

■多摩・島しょ地域の対応状況
・無作為抽出による市民参加手法は、6／39 市町村で取り組まれている。

・図表Ⅲ-15 におけるプラーヌンクスツェレの特徴と比較すると、多摩・島しょ地域の無作為抽
出を用いた市民参加の取り組みは、基本構想を対象とした議論が多い、回数が少ない、無償の
場合が多い、専門家・利害関係者からの情報提供が少ないなどといった特徴がある。
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（イ） 市民意見の反映性の明示
■概要
市民意見の反映性の明示
・(イ)
市民の意見が行政に反映されていることを明示するための対応として、市民意見の総合
■計画への記載や、市民意見が総合計画にいかに反映されているかを明示する取り組みが
概要
・市民の意見が行政に反映されていることを明示するための対応として、市民意見の総合
見られる。文献調査によると、多摩・島しょ地域においては８市町村（20.5 ％）でこう
計画への記載や、
市民意見が総合計画にいかに反映されているかを明示する取り組みが見
した取り組みが見られた。
られる。文献調査によると、多摩・島しょ地域においては８市町村（20.5％）でこうした

■取り組みが見られた。
対応事例
【事例②】市民会議提案の反映（青梅市）
■ 対応事例

・青梅市では、総合長期計画後期基本計画立案にかかる市民会議を、平成 18 年 9 月から平成 19
【事例②】市民会議提案の反映（青梅市）
年 3 月まで設置した。
・ 青梅市では、総合長期計画後期基本計画立案にかかる市民会議を、平成 18 年９月から平成
・市民会議は青梅市の「5 年後の望むべき姿」を提案し、青梅市はそのために必要となる個別の施
19 年３月まで設置した。
策や事業について立案していくこととしている。
・ 市民会議は青梅市の「５年後の望むべき姿」を提案し、青梅市はそのために必要となる個別の
・後期基本計画「資料編」には、市民会議の示した「
施策や事業について立案していくこととしている。 5 年後の望むべき姿」と、基本計画の施策ご
「まちづくりの指標」や「事業計画」との整合性が示されている。
・ とに示されている
後期基本計画「資料編」には、市民会議の示した「５年後の望むべき姿」と、基本計画の施策ご
とに示されている「まちづくりの指標」や「事業計画」との整合性が示されている。
・また、後期基本計画に寄せられた市民意見と、その意見に対する市の対応が、基本計画の章構
・ 成に沿って、一覧となって掲載されている。
また、後期基本計画に寄せられた市民意見と、その意見に対する市の対応が、基本計画の章
構成に沿って、一覧となって掲載されている。
図表
市民会議の提案と後期基本計画への反映
図表Ⅲ‑19
III-19 市民会議の提案と後期基本計画への反映

出典）青梅市「第５次青梅市総合長期計画-後期基本計画」
出典）青梅市「第５次青梅市総合長期計画－後期基本計画」

■ 多摩・島しょ地域の対応状況
・多摩・島しょ地域の対応状況
総合計画内での市民意見の掲載は、８／39 市町村で取り組まれている。
■

・ 市民意見の掲載方法として、意見を施策ごとに体系づけて掲載している市町村も存在する（５
市町村）。
・総合計画内での市民意見の掲載は、８／
39 市町村で取り組まれている。
・・市民意見の掲載方法として、意見を施策ごとに体系づけて掲載している市町村も存在する（５
さらに、青梅市や調布市では、市民からの意見がどのように計画に反映されたかを総合計画中
で明示している。
市町村）。

・さらに、青梅市や調布市では、市民からの意見がどのように計画に反映されたかを総合計画中
で明示している。
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（ウ） (ウ)
職員による市民ニーズへの理解促進
職員による市民ニーズへの理解促進

■概要
■ 概要
・職員に対して市民ニーズへの理解を深めさせることを目的として、職員に直接市民の意
・職員に対して市民ニーズへの理解を深めさせることを目的として、職員に直接市民の意
見を聞くことのできる機会や、市民と職員が協働して総合計画の検討を行う機会を設け
見を聞くことのできる機会や、市民と職員が協働して総合計画の検討を行う機会を設ける
ることが考えられる。
ことが考えられる。
・市民参加機会への職員参加の実施状況についてアンケート調査を見ると、
多摩地域では、
・市民参加機会への職員参加の実施状況についてアンケート調査を見ると、多摩地域では、
市民参加の機会としてワークショップを実施している
19市町村のうち、「ワークショッ
市町村のうち、「ワークショッ
市民参加の機会としてワークショップを実施している 19
プの討議に職員は参加していない」と回答した７つの市町村を除く
市町村（63.2 ％）
プの討議に職員は参加していない」と回答した７つの市町村を除く 1212
市町村（63.2％）
において、何らかの方法でワークショップへ職員を参加させていることが分かる。
において、何らかの方法でワークショップへ職員を参加させていることが分かる。
図表 図表
Ⅲ‑20III-20
策定プロセスにおける市民参加機会への職員参加
策定プロセスにおける市民参加機会への職員参加
0%

市民とは異なる立場（職員）で討議に参加

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

27.6%(8団体)
26.3%(5団体)
0.0%
30.0%(3団体)

市民と同じ立場（在勤市民として）で討議に参加

17.2%(5団体)
21.1%(4団体)
0.0%
10.0%(1団体)

進行役（ファシリテータ）として討議に参加

44.8%(13団体)
47.4%(9団体)
0.0%
40.0%(4団体)

ワークショップの討議に職員は参加していない

34.5%(10団体)
36.8%(7団体)
0.0%
30.0%(3団体)

合計(n=29)

多摩地域(n=19)

島しょ地域(n=0)

特別区(n=10)

注１）市民参加機会として「ワークショップ（討議の機会）」を開催していると回答した市町村のみ
注１）
市民参加機会として「ワークショップ（討議の機会）」を開催していると回答した市町村のみ
注２）複数回答であるため、各地域の数値を合計しても
100％とはならない
注２）
複数回答であるため、各地域の数値を合計しても 100
％とはならない

■ 対応事例
■対応事例
【事例③】市民と職員との交流・協働（三鷹市）
【事例③】
市民と職員との交流・協働（三鷹市）

・ 三鷹市では、新総合計画を策定するに当たり、職員が市民と一緒にまちを歩き、まちの課題、
・三鷹市では、新総合計画を策定するに当たり、職員が市民と一緒にまちを歩き、まちの課題、
まちづくりのアイディアに関するディスカッションを行う「まち歩き・ワークショップ」を実施してい
る。
まちづくりのアイディアに関するディスカッションを行う「まち歩き・ワークショップ」を実
・ ワークショップは計４回開催され、毎回、７つの住区にそれぞれ約 15 人の職員が参加する。基
施している。
本的には、市民同士のアイディア出しの場に職員が立ち会うという形式をとっている。
・ワークショップは計４回開催され、毎回、７つの住区にそれぞれ約 15 人の職員が参加する。基
・ 参加職員は、主事から部長に至るまで、部の推薦などで選ばれる。部、役職のバランスよく職
本的には、市民同士のアイディア出しの場に職員が立ち会うという形式をとっている。
員を配置するよう留意している。
・参加職員は、主事から部長に至るまで、部の推薦などで選ばれる。部、役職のバランスよく職
員を配置するよう留意している。

■ 多摩・島しょ地域の対応状況
・ 市民と職員が、ワークショップなどの機会で協働する仕組みは、12／39 市町村で導入されてい

■多摩・島しょ地域の対応状況
る。

・市民と職員が、ワークショップなどの機会で協働する仕組みは、12／39 市町村で導入されて
いる。
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(エ)

地域の将来像の具体的イメージの提示

■ 概要
（エ） 地域の将来像の具体的イメージの提示
・市民の総合計画への理解を促進し、自らの暮らす地域や計画への関心を高めることによ
■概要
り市民参加へとつなげていくにあたって、
地域別に総合計画を策定するなど、市民の暮ら
・市民の総合計画への理解を促進し、自らの暮らす地域や計画への関心を高めることによ

す地域の将来像をより具体的に提示する対応方法が考えられる。

り市民参加へとつなげていくにあたって、地域別に総合計画を策定するなど、市民の暮

・文献調査では、４市町村（10.3％）において地域別計画を策定していることが確認され
らす地域の将来像をより具体的に提示する対応方法が考えられる。

た。 ・文献調査では、４市町村（10.3 ％）において地域別計画を策定していることが確認された。
■対応事例

■ 対応事例

【事例④】地域別計画の策定（調布市）

【事例④】地域別計画の策定（調布市）
・調布市では、市内を４つの広域的地域（東部地域、北部地域、南部地域、西部地域）に分類し、
・ 調布市では、市内を４つの広域的地域（東部地域、北部地域、南部地域、西部地域）に分類し、
それぞれの地域について「地域の現況」と「まちづくりの方向」を、地図を交えて記載している。
それぞれの地域について「地域の現況」と「まちづくりの方向」を、地図を交えて記載している。
Ⅲ‑21 地域別計画の策定
地域別計画の策定
図表図表
III-21

出典）調布市「調布市基本計画（平成 19 年度～平成 24 年度）」

出典）調布市「調布市基本計画（平成 19 年度～平成 24 年度）」

■ 多摩・島しょ地域の対応状況

■多摩・島しょ地域の対応状況

・ 地区別計画の策定や地区ごとの事業の体系化は、４／39 市町村で取り組まれている。
・地区別計画の策定や地区ごとの事業の体系化は、４／39 市町村で取り組まれている。
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③

③ 職員の計画への理解促進と実践的アイディアの活用
職員の計画への理解促進と実践的アイディアの活用

(ア) 職員の策定プロセスへの参加
（ア） 職員の策定プロセスへの参加
■ 概要

■・職員を策定プロセスに参加させる方法として、職員による総合計画検討ワーキングチー
概要
・職員を策定プロセスに参加させる方法として、職員による総合計画検討ワーキングチー
ムの編成や、総合計画策定に向けた職員への研修会などが取り組まれている。
ムの編成や、総合計画策定に向けた職員への研修会などが取り組まれている。
・アンケート調査からみると、多摩・島しょ地域の市町村のうち「職員参加の方法は採用
・アンケート調査からみると、多摩・島しょ地域の市町村のうち「職員参加の方法は採用
していない」と回答したのは６市町村（多摩地域の市町村のうち 3.3％、島しょ地域の市
していない」
と回答したのは６市町村
（多摩地域の市町村のうち
3.3 ％、島しょ地域の市
町村のうち 55.6％）
であった。無回答を除く
32 市町村（多摩地域の市町村のうち
96.7％、
町村のうち
55.6 ％）であった。無回答を除く
32 市町村（多摩地域の市町村のうち 96.7 ％、
島しょ地域の市町村のうち
33.3％）では、何らかの方法で総合計画策定にあたり職員参
島しょ地域の市町村のうち
33.3 ％）では、何らかの方法で総合計画策定にあたり職員参
加の機会を設けているということとなる。
加の機会を設けているということとなる。
図表
Ⅲ‑22
図表
III-22総合計画策定プロセスへの職員参加の実施方法
総合計画策定プロセスへの職員参加の実施方法
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

32.2%(19団体)
プロジェクトチーム等で意見をとりまとめ、
計画の素案や骨子を作成

46.7%(14団体)
0.0%
25.0%(5団体)

プロジェクトチーム等で意見をとりまとめ、
提言書等を作成

11.9%(7団体)
16.7%(5団体)
0.0%
10.0%(2団体)
10.2%(6団体)
16.7%(5団体)
11.1%(1団体)

プロジェクトチーム等で意見を収集したが、
提言書等はとりまとめていない

0.0%
23.7%(14団体)
職員参加の方法は採用していない

3.3%(1団体)
55.6%(5団体)
40.0%(8団体)

その他

30.5%(18団体)
36.7%(11団体)
0.0%
35.0%(7団体)

無回答

1.7%(1団体)
0.0%
11.1%(1団体)
0.0%

合計(n=59)

多摩地域(n=30)

島しょ地域(n=9)

特別区(n=20)

注）
複数回答であるため、各地域の数値を合計しても
100 ％とはならない
注）複数回答であるため、各地域の数値を合計しても
100％とはならない
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■対応事例
【事例⑤】職員研修会の開催（奥多摩町）
・奥多摩町では、まちづくりに対する町職員の考えや課題認識の共有化を図るとともに、戦略的
な視点・思考に基づく本町の課題を構造化し、後期基本計画に反映するために、市町村の「強
「弱み（Weaknesses）」
「機会（Opportunities）」
「脅威（Threats）」を分析する
み（Strengths）」
手法である「SWOT分析研修会」を２回実施した。
「SWOT分析編」と「課題構造化編」から構成されている。
・２回の研修は、

【事例⑥】職員によるプロジェクトチームの編成（国立市）
・国立市では、若手・中堅の職員を中心とした「政策ビジョン検討プロジェクトチーム」を編成
している。
「次代を担う若手・中堅職
・プロジェクトチームの概要として、総合計画には以下の説明がある。
員を中心に、各部からの選出・公募による 20 人のメンバーで発足した政策ビジョン検討プロジ
ェクトチームより、平成 22 年４月 22 日、基本構想の目指す『人間を大切にするまち』づくりと
国立市の将来像の実現や新たな政策課題の解決に向けて、第２次基本計画の計画期間に重点的
に取り組むべき具体性のある『政策ビジョン』の提示を受けました。この『政策ビジョン』の具
現化を目標に企画会議などで検討を重ね、基本計画を策定しました。」
出典）国立市「国立第四期基本構想第２次基本計画」

■多摩・島しょ地域の対応状況
・職員の計画策定プロセスへの参加機会は、32／39 市町村で導入されている。
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（2）運用（Do）局面における課題と対応状況

①

（２）運用（Do）局面における課題と対応状況
施策・事業の選択・重点化と優先順位の明確化
① 施策・事業の選択・重点化と優先順位の明確化

（ア） 優先順位の明確化
(ア) 優先順位の明確化
■概要
■ 概要

・施策・事業のうち優先度の高いものを選択し、施策の重点化を行うために、総合計画に
・施策・事業のうち優先度の高いものを選択し、施策の重点化を行うために、総合計画に
おいて重点プロジェクトが設定されている。
おいて重点プロジェクトが設定されている。
・アンケート調査をみると、施策・事業の優先順位を明確に示すために重点プロジェクト
・アンケート調査をみると、施策・事業の優先順位を明確に示すために重点プロジェクト
を設定している市町村は、重点プロジェクトを
「設定していない」と回答した10
10市町村
市町村
を設定している市町村は、重点プロジェクトを「設定していない」と回答した
（多摩地域の市町村のうち
26.726.7％、島しょ地域の市町村のうち
％、島しょ地域の市町村のうち 22.2%）
、無回答の１団体
（多摩地域の市町村のうち
22.2%）、無回答の１団体
を除く
28 市町村にのぼる。
を除く
28 市町村にのぼる。
図表図表
Ⅲ‑23III-23
重点プロジェクトの設定状況
重点プロジェクトの設定状況
0%

施策大綱とは別に設定している

10%

20%

30%

40%

50%

60%

37.3%(22団体)
36.7%(11団体)
0.0%
55.0%(11団体)

20.3%(12団体)
16.7%(5団体)

施策大綱ごとに設定している

33.3%(3団体)
20.0%(4団体)
18.6%(11団体)
23.3%(7団体)

個別施策ごとに設定している

33.3%(3団体)
5.0%(1団体)
27.1%(16団体)
26.7%(8団体)
22.2%(2団体)
30.0%(6団体)

設定していない

その他

無回答

1.7%(1団体)
3.3%(1団体)
0.0%
0.0%
1.7%(1団体)
0.0%
11.1%(1団体)
0.0%

合計(n=59)

多摩地域(n=30)

島しょ地域(n=9)

特別区(n=20)

注）注）複数回答であるため、各地域の数値を合計しても
複数回答であるため、各地域の数値を合計しても100％とはならない
100 ％とはならない

■多摩・島しょ地域の対応状況
■ 多摩・島しょ地域の対応状況
・重点プロジェクトは、
・ 重点プロジェクトは、28／39
市町村で設定されている。
28／39 市町村で設定されている。
・ ほとんどの市町村が重点プロジェクトを分野横断的、総合的なものとして設定しているが、東久
・ほとんどの市町村が重点プロジェクトを分野横断的、総合的なものとして設定しているが、東
留米市や多摩市などのように、分野別計画の中に、それぞれ特に重点的に取り組む事業を設
久留米市や多摩市などのように、分野別計画の中に、それぞれ特に重点的に取り組む事業を設
定している市町村もある。
定している市町村もある。
・ 優先的に事業に取り組むことを宣言している市町村はしばしば見られるが、「重点事業への資
源配分」の項で見るように、優先性を予算などの具体的な方法で保証している市町村はほとん
「重点事業への資源
・優先的に事業に取り組むことを宣言している市町村はしばしば見られるが、
ど見られない。
配分」の項で見るように、優先性を予算などの具体的な方法で保証している市町村はほとんど
見られない。
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(イ) 重点事業への資源配分
（イ） 重点事業への資源配分
■ 概要

■概要

・各市町村が、設定した重点プロジェクトを実効性のある形で推進していくためには、そ

・各市町村が、設定した重点プロジェクトを実効性のある形で推進していくためには、そ
こに優先的、重点的な資源配分を行うことを担保する方策が必要となる。具体的には、予

こに優先的、重点的な資源配分を行うことを担保する方策が必要となる。具体的には、
算の優先的配分、またプロジェクト推進体制の構築などが考えられる。

予算の優先的配分、またプロジェクト推進体制の構築などが考えられる。

・アンケート調査をみると、重点プロジェクトを設定している市町村のうち、それらの施

・アンケート調査をみると、重点プロジェクトを設定している市町村のうち、それらの施
策に対して積極的な予算付けを行うと位置づけている市町村は、多摩・島しょ地域合わせ

策に対して積極的な予算付けを行うと位置づけている市町村は、多摩・島しょ地域合わ
て 15 市町村（多摩地域の市町村のうち 50.0%、島しょ地域の市町村のうち 57.1％）にの

せて
15 市町村（多摩地域の市町村のうち 50.0%、島しょ地域の市町村のうち 57.1 ％）に
ぼる。ただし、文献調査の結果では、こうした予算の優先的配分のルールを総合計画の中
のぼる。ただし、文献調査の結果では、こうした予算の優先的配分のルールを総合計画
に明示している市町村は見られなかった。
の中に明示している市町村は見られなかった。
・また、重点プロジェクト推進体制の構築としては、文献調査の結果、１つの市において
・また、重点プロジェクト推進体制の構築としては、文献調査の結果、１つの市において
該当する事例が見られた。
該当する事例が見られた。
図表
図表Ⅲ‑24
III-24 重点プロジェクトの予算上の取扱い
重点プロジェクトの予算上の取扱い
0%

合計(n=43)

多摩地域(n=22)

島しょ地域(n=7)

特別区(n=14)

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

39.5%
(17団体)

51.2%
(22団体)

28.6%
(2団体)

57.1%
(4団体)

100%

4.7% 4.7%
(2団体)(2団体)

4.5%
9.1%
(2団体) (1団体)

36.4%
(8団体)

50.0%
(11団体)

90%

14.3%
(1団体)

50.0%
(7団体)

50.0%
(7団体)

総合計画に掲載されている一般的な施策よりも、積極的な予算付けを行うと位置づけられている
総合計画に掲載されている一般的な施策と予算編成上の取り扱いに違いはない
その他
無回答

■ 対応事例

■対応事例

【事例⑦】重点プロジェクトへの優先的資源配分（武蔵村山市）

【事例⑦】重点プロジェクトへの優先的資源配分（武蔵村山市）

・ 武蔵村山市では、分野別計画を超えた横断的な取り組みとして、「連携推進施策」を３つ設定して
・
武蔵村山市では、分野別計画を超えた横断的な取り組みとして、
「連携推進施策」を３つ設定し
いる（子育て・子育ち支援プロジェクト、いきいき暮らしプロジェクト、誇れるまちづくりプロジェクト）。
ている（子育て・子育ち支援プロジェクト、いきいき暮らしプロジェクト、誇れるまちづくり
・ 「連携推進施策」の推進のため、具体施策としてプロジェクトチームを設定することが記載されてい
プロジェクト）。
る。また、計画的・効率的な財政の運用を行うため、重点事業への優先的な財源配分を図ることが
「連携推進施策」の推進のため、具体施策としてプロジェクトチームを設定することが記載され
・
次のように明記されている。
ている。また、計画的・効率的な財政の運用を行うため、重点事業への優先的な財源配分を図
・ 「政策的経費については、実施計画と連動させた優先度の高い重点事業への財源配分を図り、財
ることが次のように明記されている。
源の計画的・効率的な運用に努めます。」
「政策的経費については、実施計画と連動させた優先度の高い重点事業への財源配分を図り、
・
財源の計画的・効率的な運用に努めます。」
出典）武蔵村山市「武蔵村山市第四次長期総合計画前期基本計画」
出典）武蔵村山市「武蔵村山市第四次長期総合計画前期基本計画」
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【事例⑧】重点プロジェクト推進委員会の設置（西東京市）
【事例⑧】重点プロジェクト推進委員会の設置（西東京市）
・ 西東京市では、平成 16 年から平成 20
図表 III-25 重点プロジェクト推進組織（案）
年までの、第１次基本構想・前期基本
・西東京市では、平成
16 年から平成 20
図表 Ⅲ‑25 重点プロジェクト推進組織（案）
計画の期間において、重点プロジェクト
年までの、第
1 次基本構想・前期基本
推進組織として、以下の体制を構築し
計画の期間において、重点プロジェク
ていた（以下は、前期基本計画に掲載
ト推進組織として、以下の体制を構築
された、構想時点での記述）。
していた（以下は、前期基本計画に掲
・ 市長を委員長とし、各部１人程度の若
載された、構想時点での記述）。
手職員を公募で募集する「庁内推進委
・市長を委員長とし、各部
1 人程度の若
員会」を設置する。
手職員を公募で募集する「庁内推進委
・ 実務上の推進・進行管理などを担う。
を設置する。
・ 員会」
市民・団体・事業者などの各分野から
４人ずつ、計 16 人で構成される「重点
・実務上の推進・進行管理などを担う。
プロジェクト推進委員会」プロジェクトの
・市民・団体・事業者などの各分野から
人ずつ、計 16 人で構成される「重点
4推進・進行管理・評価を担う。
・ 任期は２年（半数交代）＊初年度のみ
プロジェクト推進委員会」プロジェク
半数は任期１年。
トの推進・進行管理・評価を担う。
・ プロジェクトの推進・進行管理のほか、
・任期は
2 年（半数交代）＊初年度のみ
評価を行い次年度への引継、強化事
半数は任期
1 年。
業の洗い出しを行う。
・・プロジェクトの推進・進行管理のほか、
平成 19 年までに１～４期の重点プロジ
ェクト推進委員会が設けられ、計 20 事
評価を行い次年度への引継、強化事業
業について検討を行った。
の洗い出しを行う。
・・平成
平成19
21年までに
年度からの後期基本計画にお
出典）西東京市「西東京市第１次基本構想・前期基本計画」
1 〜 4 期の重点プロジ 出典）西東京市「西東京市第１次基本構想・前期基本計画」
いては、成果指標を定め、行政評価結
ェクト推進委員会が設けられ、計 20 事
果に基づく進行管理を実施するとの記
業について検討を行った。
述はあるが、重点プロジェクト推進委
・平成 21 年度からの後期基本計画においては、成果指標を定め、行政評価結果に基づく進行管理
員会を設置するという記述は見られな
を実施するとの記述はあるが、重点プロジェクト推進委員会を設置するという記述は見られな
くなった。
くなった。

■ 多摩・島しょ地域の対応状況
■多摩・島しょ地域の対応状況
・ 重点プロジェクトに対して優先的な予算配分を行うことを位置づけている市町村は、15／39 市
・重点プロジェクトに対して優先的な予算配分を行うことを位置づけている市町村は、
15／39 市
町村にのぼる。
・ 町村にのぼる。
重点プロジェクト推進体制の構築を表明している市町村は、１／39 市町村である。
・・重点プロジェクト推進体制の構築を表明している市町村は、１／
なお、西東京市では、平成 20 年まで「重点プロジェクト推進委員会」が設置されていた。
39 市町村である。
・なお、西東京市では、平成 20 年まで「重点プロジェクト推進委員会」が設置されていた。
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分野別の施策展開との関係の明確化
② ②分野別の施策展開との関係の明確化

(ア)個別計画との整合性の確保
個別計画との整合性の確保
（ア）
■
概要
■概要
・総合計画と分野別計画の各計画間の連動性、整合性を明確化し、総合計画による分野別
・総合計画と分野別計画の各計画間の連動性、整合性を明確化し、総合計画による分野別
計画の統制を図るため、
各施策と個別計画の関係性を基本計画中に明示している事例が見
計画の統制を図るため、各施策と個別計画の関係性を基本計画中に明示している事例が
られる。
見られる。
・アンケート調査をみると、多摩・島しょ地域のうち
・アンケート調査をみると、多摩・島しょ地域のうち1212市町村（多摩地域の市町村のうち
市町村（多摩地域の市町村のうち
33.3%、島しょ地域の市町村のうち
33.3%、島しょ地域の市町村のうち22.2％）では、「すべての分野別計画で総合計画に準
22.2 ％）では、
「すべての分野別計画で総合計画に準
拠することを明確にしている」と回答している。一方で、ほとんど、またはすべての分野
拠することを明確にしている」と回答している。一方で、ほとんど、またはすべての分
別計画で総合計画に準拠することを明確にしていない市町村は
10（多摩地域の市町村の
野別計画で総合計画に準拠することを明確にしていない市町村は
10（多摩地域の市町村
うち
20.0%、島しょ地域の市町村のうち
44.4％）存在する。
のうち
20.0%、島しょ地域の市町村のうち
44.4 ％）存在する。

・
図表
図表 Ⅲ‑26
III-26 分野別計画との整合性確保
分野別計画との整合性確保
0%

10%

20%

合計
(n=59)

多摩地域
(n=30)

島しょ地域
(n=9)

30%

40%

50%

43.3%
(13団体)

33.3%
(10団体)

特別区
(n=20)

70%

28.8%
(17団体)

44.1%
(26団体)

22.2%
(2団体)

60%

44.4%
(4団体)

11.1%
(1団体)

80%

90%

15.3%
3.4% 3.4%
(2団体)(2団体) (9団体)

3.3% 6.7%
(1団体)(2団体)

100%

5.1%
(3団体)

13.3%
(4団体)

22.2%
(2団体)

5.0% 5.0% 5.0%
15.0%
(1団体)
(1団体)
(3団体) (1団体)

70.0%
(14団体)

すべての分野別計画で総合計画に準拠することを明確にしている
法律で基本構想（総合計画）に準拠することが規定されている分野別計画をはじめ、
ほとんどの分野別計画で準拠することを明確にしている
法律で基本構想（総合計画）に準拠することが規定されている分野別計画のみ、
分野別計画で準拠することを明確にしている
法律で基本構想（総合計画）に準拠することが規定されている分野別計画を含め、
ほとんどの分野別計画で準拠することを明確にしていない
すべての分野別計画で総合計画に準拠することを明確にしていない
無回答
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■対応事例
■ 対応事例
【事例⑨】 個別計画と施策の関係性の明示（東久留米市）
【事例⑨】 個別計画と施策の関係性の明示（東久留米市）
・
東久留米市では、各施策に対して「関連する個別計画等」の欄を設け、計画名と計画期間を掲
・東久留米市では、各施策に対して「関連する個別計画等」の欄を設け、計画名と計画期間を掲
載している。これにより、施策と個別計画との関係性を分かりやすく明示している。
載している。これにより、施策と個別計画との関係性を分かりやすく明示している。
図表 III-27 施策に関連する個別計画の掲載
図表 Ⅲ‑27 施策に関連する個別計画の掲載

出典）東久留米市「東久留米市第４次長期総合計画・基本計画」

出典）東久留米市「東久留米市第４次長期総合計画・基本計画」

■
■多摩・島しょ地域の対応状況
多摩・島しょ地域の対応状況
・
すべての分野別計画において、総合計画に準拠することを明確にしている市町村は、12／39
・すべての分野別計画において、総合計画に準拠することを明確にしている市町村は、
12 ／ 39
市町村である。
市町村である。

40
40

42

43

③
③ 市民・民間部門の役割の明確化
市民・民間部門の役割の明確化
（ア）
(ア) 行動指針の規定
行動指針の規定

概要
■■概要
・市民・民間部門に期待される役割や行政との連携・協働のあり方を明確化させるために、
・市民・民間部門に期待される役割や行政との連携・協働のあり方を明確化させるために、
総合計画に記載されている各施策、事業において、その達成のために民間主体ができる
総合計画に記載されている各施策、
事業において、その達成のために民間主体ができるこ
ことを記載する取り組みが行われている。
とを記載する取り組みが行われている。
■対応事例
■ 【事例⑩】
対応事例 市民主体の役割の明確化（多摩市）
【事例⑩】市民主体の役割の明確化（多摩市）
・第五次多摩市総合計画では、各施策に対して「施策の実現に向けて市民は・・・」という項目
・ 第五次多摩市総合計画では、各施策に対して「施策の実現に向けて市民は・・・」という項目を
を設けている。
設けている。
ここに記載されているものは、市民にワークショップに参加してもらい、「市民ができること」
・ ・
ここに記載されているものは、市民にワークショップに参加してもらい、「市民ができること」につ
についてディスカッションを実施した結果をもとにしている。
いてディスカッションを実施した結果をもとにしている。
・ ・
ここで市民とは、一般市民、家庭、事業者、学校、NPO
ここで市民とは、一般市民、家庭、事業者、学校、NPO団体などを総称したものである。
団体などを総称したものである。
図表
図表 III-28
Ⅲ‑28 市民主体の役割の明確化
市民主体の役割の明確化

出典）多摩市「第五次多摩市総合計画」
出典）多摩市「第五次多摩市総合計画」

■ 多摩・島しょ地域の対応状況
■多摩・島しょ地域の対応状況
・ 市民、民間部門の役割の規定は、３／39 市町村で行われている。
・市民、民間部門の役割の規定は、3／39 市町村で行われている。
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（3）進行管理（Check、Action）局面における課題と対応状況

（３）進行管理（Check、Action）局面における課題と対応状況
① 実効性・明快性の向上
① 実効性・明快性の向上

（ア） 客観的な検証が可能な進行管理
(ア) 客観的な検証が可能な進行管理
■概要
■ 概要

・進行管理の実効性、明快性を向上させるためには、事業評価に客観性が確保されている
・進行管理の実効性、明快性を向上させるためには、事業評価に客観性が確保されている

ことが必要である。この点に対し、できるだけ客観的な数値に基づいた定量的な実績、
ことが必要である。この点に対し、できるだけ客観的な数値に基づいた定量的な実績、成

成果指標を用いた達成度評価を行うことが考えられる。
果指標を用いた達成度評価を行うことが考えられる。

・多摩地域のうち、すべての施策に定量的な指標・目標値を設定している市町村は９
・多摩地域のうち、すべての施策に定量的な指標・目標値を設定している市町村は９

（30.0%）
、一部の施策に設定している市町村は 15
（50.0 ％）となっている。島しょ地域で
（30.0%）、一部の施策に設定している市町村は 15（50.0％）となっている。島しょ地域
は、定量的な指標を設定している市町村は見られない。
では、定量的な指標を設定している市町村は見られない。

図表
Ⅲ‑29 指標・目標値の設定状況
図表 III-29 指標・目標値の設定状況
0%
合計
(n=59)

多摩地域
(n=30)

10%

20%

30%

50%

33.9%
(20団体)

60%

70%

30.0%
(9団体)

100%
5.1%
(3団体)

20.0%
(6団体)

77.8%
(7団体)

22.2%
(2団体)

55.0%
(11団体)

40.0%
(8団体)

■多摩・島しょ地域の対応状況

■ 多摩・島しょ地域の対応状況
・
24／39 市町村で行われている。
・定量的な成果目標の設定は、
定量的な成果目標の設定は、24／39
市町村で行われている。
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90%

22.0%
(13団体)

50.0%
(15団体)

すべての施策に定量的な指標・目標値を設定している
一部の施策に定量的な指標・目標値を設定している
定量的な指標・目標値は設定していない
無回答

44

80%

39.0%
(23団体)

島しょ地域
(n=9)

特別区
(n=20)

40%

5.0%
(1団体)

(イ)

改善の仕組みの担保

■ 概要
・進行管理に実効性を持たせるためには、事業評価結果をフィードバックし、次回以降の
（イ） 改善の仕組みの担保

計画や予算編成に活かしていくための仕組みが担保されていることが重要である。
この改
■概要
・進行管理に実効性を持たせるためには、事業評価結果をフィードバックし、次回以降の
善の仕組みは、典型的には
PDCA サイクルのイメージによって把握、説明されることが

多い。計画や予算編成に活かしていくための仕組みが担保されていることが重要である。この
改善の仕組みは、典型的にはＰＤＣＡサイクルのイメージによって把握、説明されるこ

・文献調査からは、こうした事業評価結果と予算編成の連動について言及している市町村
とが多い。

として８市町村（20.5％）が該当した。
・文献調査からは、こうした事業評価結果と予算編成の連動について言及している市町村
として８市町村（20.5 ％）が該当した。

■ 対応事例

■対応事例

【事例⑪】総合計画の進行管理の仕組み（多摩市）
【事例⑪】総合計画の進行管理の仕組み（多摩市）
・ 多摩市の総合計画では、PDCA マネジメントサイクルに則り、進行管理の仕組みを構築してい
る。・多摩市の総合計画では、ＰＤＣＡマネジメントサイクルに則り、進行管理の仕組みを構築して
いる。
・ また、行政評価による計画の進行管理と予算との連動に取り組んでおり、中期的な財政の見通
しを毎年度更新しながら、限られた財源の中でより効果的・効率的な財源配分と事業選択をし
・また、行政評価による計画の進行管理と予算との連動に取り組んでおり、中期的な財政の見通
しを毎年度更新しながら、限られた財源の中でより効果的・効率的な財源配分と事業選択をし
ていくことを明記している。
ていくことを明記している。
図表III-30
Ⅲ‑30 総合計画の進行管理の仕組み
図表
総合計画の進行管理の仕組み

出典）多摩市「第五次多摩市総合計画」
出典）多摩市「第五次多摩市総合計画」

■ 多摩・島しょ地域の対応状況
■多摩・島しょ地域の対応状況
・ 総合計画の中で、事業評価と予算編成の連動性に言及している市町村は、８／39
市町村であ
・総合計画の中で、事業評価と予算編成の連動性に言及している市町村は、８／39 市町村である。
る。
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降の

②

の改

目標の明確化と成果に係る説明責任の重要性

（ア）②マニフェストとの連動性・整合性の担保
目標の明確化と成果に係る説明責任の重要性
■概要
(ア)

とが

マニフェストとの連動性・整合性の担保
・■
マニフェストと総合計画を連動させるという方法は、総合計画と首長のマニフェストに
概要

よる二重性をなくし、市町村がこの先向かう方向性を市民にとって分かりやすいものに
・マニフェストと総合計画を連動させるという方法は、総合計画と首長のマニフェストに

町村

よる二重性をなくし、市町村がこの先向かう方向性を市民にとって分かりやすいものにす
するという効果や、首長がマニフェストに掲げた目標が達成できたかどうかを目に見え
るという効果や、首長がマニフェストに掲げた目標が達成できたかどうかを目に見えやす
やすくする効果などが想定できる。
くする効果などが想定できる。
・アンケート調査によって、総合計画体系・計画期間の選択理由をみると、
「首長のマニフ
・アンケート調査によって、総合計画体系・計画期間の選択理由をみると、「首長のマニ
ェスト・公約の内容を取り込みやすくするため」と回答したのは、多摩・島しょ地域合
フェスト・公約の内容を取り込みやすくするため」と回答したのは、多摩・島しょ地域合
わせて６市町村
（多摩地域の市町村の 16.7%、島しょ地域の市町村の 11.1 ％）
、一方、
「首
わせて６市町村（多摩地域の市町村の 16.7%、島しょ地域の市町村の 11.1％）、一方、「首
長の任期と連動させやすくするため」と回答したのは多摩・島しょ地域合わせて５市町

い

と回答したのは多摩・島しょ地域合わせて５市町村
村長の任期と連動させやすくするため」
（多摩地域の市町村の 13.3%、島しょ地域の市町村の
11.1 ％）であった。
（多摩地域の市町村の 13.3%、島しょ地域の市町村の 11.1％）であった。

通
し

図表 Ⅲ‑31

図表 III-31
0%

計画体系・計画期間の選択理由
計画体系・計画期間の選択理由

5%

10%

15%

20%

25%

30%

18.6%(11団体)
16.7%(5団体)

首長のマニフェスト・公約の内容を
取り込みやすくするため

11.1%(1団体)
25.0%(5団体)
8.5%(5団体)
13.3%(4団体)

首長の任期と連動させやすくするため

11.1%(1団体)
0.0%

合計(n=59)

多摩地域(n=30)

島しょ地域(n=9)

特別区(n=20)

注）複数回答であるため、各地域の数値を合計しても 100％とはならない

注）複数回答であるため、各地域の数値を合計しても 100 ％とはならない

■ 多摩・島しょ地域の対応状況

■多摩・島しょ地域の対応状況
・ 首長のマニフェスト・公約の内容を取り込みやすい計画体系をとっている市町村は、６／39 市
町村である。
・首長のマニフェスト・公約の内容を取り込みやすい計画体系をとっている市町村は、6／39市
・ 首長の任期と連動させやすい計画体系をとっている市町村は、５／39 市町村である。
町村である。
・首長の任期と連動させやすい計画体系をとっている市町村は、5／39市町村である。

であ
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（イ） 進行管理の透明性確保
(イ) 進行管理の透明性確保
■概要
■ 概要

・事業評価過程の透明性を高めるための対応として、外部評価機関の設置、また評価段階
・事業評価過程の透明性を高めるための対応として、外部評価機関の設置、また評価段階

への市民参加機会の導入などが考えられる。
への市民参加機会の導入などが考えられる。

・また、評価結果の透明性に関して、一部の市町村では総合計画中に前回の計画の達成状
・また、評価結果の透明性に関して、一部の市町村では総合計画中に前回の計画の達成状

況を掲載するという取り組みを行っている。
況を掲載するという取り組みを行っている。

・・アンケート調査を見ると、多摩地域で外部評価を実施している市町村は
アンケート調査を見ると、多摩地域で外部評価を実施している市町村は
12（行政評価を
12（行政評価を
実施している市町村のうち
％）となっている。そのうち、事業評価のみで外部評価
実施している市町村のうち 48.0
48.0％）となっている。そのうち、事業評価のみで外部評価
を実施している市町村は９（同
36.0 ％）
、施策評価についても外部評価を実施している
を実施している市町村は９（同 36.0％）、施策評価についても外部評価を実施している
市町村が３
（同 12.0
％）である。
市町村が３（同
12.0％）である。
・・また、現在の総合計画の中に以前の総合計画の達成状況を掲載している市町村は、文献
また、現在の総合計画の中に以前の総合計画の達成状況を掲載している市町村は、文献
調査によると６市町村
（15.4 ％）が該当した。
調査によると６市町村（15.4％）が該当した。
図表 Ⅲ‑32

外部評価の実施

図表 III-32
0%
合計
(n=46)

10%
8.7%
(4団体)

20%

30%

10.9%
(5団体)

特別区
(n=19)

50%

60%

28.3%
(13団体)

多摩地域
4.0%
8.0%
(n=25) (1団体) (2団体)
島しょ地域
(n=2)

外部評価の実施

40%

36.0%
(9団体)
50.0%
(1団体)

15.8%
(3団体)

15.8%
(3団体)

70%

80%

90%

100%

47.8%
(22団体)

4.3%
(2団体)

48.0%
(12団体)

4.0%
(1団体)

50.0%
(1団体)
21.1%
(4団体)

47.4%
(9団体)

施策評価・事業評価双方で実施している
施策評価のみ実施している
事業評価のみ実施している
実施していない
無回答
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■対応事例

■ 対応事例

【事例⑫】
事業評価過程への市民参加（日野市）
【事例⑫】事業評価過程への市民参加（日野市）
・ 日野市では、基本計画を３年を目途として中間検証を行うこととし、その中間検証時には市民
・日野市では、基本計画を３年を目途として中間検証を行うこととし、その中間検証時には市民
協働チームを組織すること、また事業の進捗状況を随時市民に公表していく旨を総合計画の中
協働チームを組織すること、また事業の進捗状況を随時市民に公表していく旨を総合計画の中
で明示している。
で明示している。
・ 以上の取り組みに加え、総合計画には、PDCA 各段階における、市の役割、市民、事業者の役
・以上の取り組みに加え、総合計画には、ＰＤＣＡ各段階における、市の役割、市民、事業者の
割が明確化されており、進行管理への市民の関与のあり方について定めている。
役割が明確化されており、進行管理への市民の関与のあり方について定めている。
III-33 進行管理における市民参加のあり方
図表図表
Ⅲ‑33
進行管理における市民参加のあり方

出典）日野市「第５次日野市基本構想・基本計画」

出典）日野市「第５次日野市基本構想・基本計画」

■ 多摩・島しょ地域の対応状況

■多摩・島しょ地域の対応状況
・ 外部評価機関の設置は、12／39 市町村で行われている。
・ 文献調査によると、総合計画中に前計画の達成状況を掲載している市町村は、６／39 市町村
・外部評価機関の設置は、
12／39 市町村で行われている。
である。

・文献調査によると、総合計画中に前計画の達成状況を掲載している市町村は、６／39 市町村で
ある。
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（4）市町村総合計画の課題への対応状況の整理
多摩・島しょ地域における課題への対応状況を加筆し、冒頭で示した表を再掲する。
図表 Ⅲ‑34
局面

課題

多摩・島しょ地域の課題への対応状況
論点

特徴的な取り組み

計画体系の工夫
①効率性・明快性・
計画実行のための根拠の
実効性の向上
明確化
市民参加の代表性の担保

・計画体系の見直し

10

・基本計画中の財政計画の公表

17

・基本計画の議決事件化

7

・無作為抽出手法

6

・市民意見の総合計画への反映・
②市民参加機会と 市民意見の反映性の明示
（1）
掲載
その反映性の充
策定
職員による市民ニーズへの
実
・市民と職員の協働機会の導入
（Plan）
理解促進
地域の将来像の具体的イ
メージの提示
③職員の計画への
理解促進と実践 職員の策定プロセスへの
的アイディアの 参加
活用

（2）
運用
（Do）

優先順位の明確化
①施策・事業の選
択・重点化と優
先順位の明確化 重点事業への資源配分

・地区別計画の掲載

8
12
4

・職員の計画策定プロセスへの
参加機会の導入

32

・重点プロジェクトの設定

28

・重点プロジェクトへの優先的
予算配分

15

・重点事業推進体制の構築
②分野別の施策展
開との関係の明 個別計画との整合性の確保
確化

・総合計画による分野別計画の
統制

③市民・民間部門
行動指針の規定
の役割の明確化

・総合計画における市民・民間部
門の役割の掲載

客観的な検証が可能な進
①実効性・明快性 行管理
の向上
改善の仕組みの担保

実施
市町村数

・定量的な成果指標の設定

・成果と予算編成の連動性の明示
（3）
進行管理
マニフェストとの連動性・ ・首長任期、マニフェストと総合
（Check、
計画との連動
②目標の明確化と 整合性の担保
Action）
・外部評価機関、市民参加機会の
成果に係る説明
導入
責任の重要性
進行管理の透明性確保
・前回計画の達成状況の開示

1
12
3
24
8
6
12
6
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■策定（Plan）局面における課題への対応状況
・
「効率性・明快性・実効性の向上」という課題に対しては、およそ過半数の市町村で、
基本計画中に財政計画を記載することによって実効性の向上が図られており、また、計
画体系の工夫についてもある程度取り組まれている。また、基本計画の議決事件化とい
う方向性でこの課題に対応しようとしている市町村もいくつか見られる。
・
「市民参加機会とその反映性の充実」という課題に対しては、先進的な取り組みを行っ
ている市町村がいくつか見られるものの、対応は過半数以下の少数の市町村に留まって
いるのが現状である。
・
「職員の計画への理解促進と実践的アイディアの活用」という課題に対しては、多くの
市町村がプロジェクトチームを編成するなどして計画策定段階への職員の参加機会を設
けており、他の課題と比べて対応が進んでいると言える。
■運用（Do）局面における課題への対応状況
・
「施策・事業の選択・重点化と優先順位の明確化」という課題に対しては、過半数の市
町村が重点プロジェクトの設定を行っており、かつ優先的に予算付けを行うことを明示
している市町村も 15 にのぼる。ただし、重点プロジェクトへの人的な資源配分につい
ては、取り組みはあまり見られない。
・
「分野別の施策展開との整合性の確保」という課題に対しては、総合計画による分野別
計画の統制という形で、ある程度取り組まれている。
・
「市民・民間部門の役割の明確化」という課題に対しては、一部の市町村を除き、全体
としてはあまり対応が進んでいるとは言えない。
■進行管理（Check、Action）局面における課題への対応状況
・
「実効性・明快性の向上」という課題に対しては、多くの市町村が定量的な成果指標を
設定することにより対応している一方で、そこで評価された成果と予算編成との連動に
まで言及している市町村は一部に限られている。
・
「目標の明確化と成果に係る説明責任の重要性」という課題に対しては、外部評価の導
入や前回計画の達成状況の開示といった取り組みは進んできていると考えられるもの
の、その他の対応は一部の市町村に限られている。
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