Ⅳ．提案編
1 これからの市町村の総合計画に対する社会的要請への対応の方向性
1 − 1．総合計画の概要と市町村の動向から見た論点整理
調査分析編における総合計画の概要と市町村の動向に関する検討結果をもとに、これから
の市町村の総合計画に対する社会的要請への対応の方向性に関する論点を整理する。
次頁の表は、調査分析編の主要な分析結果から得られた論点を、総合計画のマネジメン
ト全体と、調査分析編で整理した総合計画のマネジメントの局面（総合計画の策定（Plan）
・
運用（Do）・進行管理（Check、Action）
）ごとに整理したものである。
これらの論点をベースとして、次の１－２においてこれからの市町村の総合計画に対する
社会的要請への対応の方向性を整理する。
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＊進行管理の実効性・明快性の向上

＊市民・民間部門の役割の明確化

＊施策・事業の選択・重点化と優先
順位の明確化

＊総合計画の新たな役割・位置づけ
に応じた効率性・明快性・実効
性の向上

＊職員参加による職員の計画への理
解促進と実践的アイディアの活用

＊市民参加機会とその反映性の充実

文献調査による全国的動向
（今日の総合計画の課題）

Ｃ＆Ａ ＊マニフェスト型政治への認識の普
及などを背景とした目標の明確化
と成果に係る説明責任の重要性

Ｄ

Ｐ

全体

局面

図表Ⅳ‑1

＊約 3 分の 2 の市町村で施策・事業の双方、またはいずれかを対象とし
た行政評価制度が導入されている。

＊大部分の市町村において分野別計画は基本構想と整合性を確保する
ように位置づけられているが、約 2 割の市町村では整合性が確保され
ていない。

＊計画の円滑な推進に向けて施策大綱に応じた組織編成を行う市町村
も見られる。

＊施策・事業の選択と重点化を実現するため、重点的、優先的に実
施する施策・事業を設定するとともに、その目標の達成に向けて、
策定内容に対応した組織編成を行う市町村も見られる。

＊一部の市町村においては、既に基本計画の議決事件化はもちろん、
実施計画を議決事件としている市町村も見られる。

＊多くの市町村において、市民が策定プロセスに直接参加できる機会
を設けており、先進的な市町村では無作為抽出による参加機会を
導入し、成果をあげている例も見られる。

＊一層制、二層制など既に独自の計画体系を導入している事例が見ら
れる。

＊総合計画の廃止を本格的に検討している市区町村は都内にはない。

文献及びアンケート調査結果から見た
多摩・島しょ地域の実態と課題

＊全ての施策に定量的な目標値を設定している市町村は約 2 割に留ま
っている。

＊評価を改善に結びつけることができていない。 ＊ただし、外部評価制度を実施している市町村は 3 割となり、さらに施
策評価まで対象にした外部評価制度は 3 市町村しか導入していない。
職員が改善を実感できる仕組みが必要である。

＊三鷹市、新宿区など総合計画と個別計画を一
体的に策定する事例も見られ、評価できる取
り組みである。

＊総合計画と個別計画は両者を連動させて考え
るべきである。

＊基本構想条例化は位置づけや個別計画との関
係を明確にする上で有効な方策の一つである。

＊法改正により基本計画までを議決する市町村
が増える可能性がある。

＊総合計画の改定サイクルは首長の任期に合わ
せることが望ましい。

＊総合計画は多様な主体との協働を前提とした
公共計画（行政にとどまらず地域のすべて
の主体が一定の責任を負う計画）である。

＊総合計画自身の条例化も含めた策定根拠、評
価・改善の根拠の抜本的な見直しが必要で
ある。

＊総合計画は既に市町村の基本インフラとなっ
ており、法改正後も必要である。

ヒアリング調査により提示された
有識者の主要意見

これからの市町村の総合計画への社会的要請と対応の方向性に係る論点整理

1 − 2．市町村の総合計画全体に係る今後の対応の方向性
・地方自治法の改正により、基本構想の策定義務づけが廃止され、改めて総合計画の必要
性が議論される契機となった。
・しかし、市町村の行政運営全体が恣意的で計画性のないものとならないようにするため
には、市町村行政全般を統制する何らかの計画が必要であり、実態としても本調査研究
で把握した東京都内の市区町村はすべて行政全般を対象とした何らかの計画を策定する
こととしていた。
・したがって、今後もほとんどの市町村においては総合計画が策定されるものと思われる。
・また、Ⅲの１で整理したとおり、地方自治法改正による基本構想の策定義務付けの廃止
は、地方分権改革の一環として実施されたものであり、今後は市町村が主体的に創意工
夫を凝らして、地域の実情に即した最適な総合計画の策定及びそのマネジメントを行う
ことが求められている。
（1）目標を分かりやすく示すことが必要
・マニフェスト型政治への認識の普及や、最も身近な行政である市町村行政に対し、地域
住民の関心は従来よりも高まっている。
・また市民との協働が重要性を増す中で、その基盤とすべく、総合計画の策定内容を市民
と共有することが重要となっている。
・こうした状況をふまえ、これからの総合計画は、要点が明快で分かりやすく、何を目標
としてどのようなことを実施するのかを明確に示すものである必要がある。
（2）総合計画の位置づけと策定根拠の再確認が必要
・基本構想における法的な位置づけがなくなったことで、総合計画を市町村行政において
どのような位置づけの計画とするかは、各市町村の判断に委ねられることとなった。
・このため、総合計画の位置づけを改めて確認するとともに、その位置づけに相応な策定
根拠、手続きを明確にする必要がある。
・総合計画の位置づけは、誰が計画の策定主体となり、その目標の実現に責任を負うかで、
以下の二つのタイプに大別される。
＊「公共計画」：地域社会全体が計画の策定主体となり、住民も含めた地域の総意に基づ
いて策定し、地域が進むべき方向性とその実現に向けた関係主体の役割
を示したもの。計画目標の実現に地域社会全体が責任を負う。
＊「行政計画」：首長を長とする行政が計画の策定主体となり、目指す地域社会像とその
実現に向けて行政が実施することを明示したもの。計画目標の実現に行
政が責任を負う。
・また、策定根拠、手続きについては、具体的には議会における計画の議決手続きがポイ
ントとなる。法に基づき全ての市町村が基本構想を議会の議決事件としていたこれまで
の手続きに対し、改めて総合計画（基本構想－基本計画－実施計画）のどの範囲を議決
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事件とすべきかを明確にすることが必要である。
・この際、重要性や公共性が高く議会の議決を経るべき計画と、柔軟かつ迅速な見直しの
必要性が高い計画とを明確に区分し、
最適な対応のあり方を検討することが必要である。
・なお、こうした観点からは、総合計画を構成する計画のうち公共計画に位置づけられる
計画は議決の対象とする必要性がより高いと考えられる。
（3）計画体系、内容、策定サイクルなど基本的事項の再確認が必要
・総合計画の体系や内容、計画期間などの基本的事項は、これまでは総合計画の導入当初
に国が設置した研究会から示された標準的なスタイルが踏襲されるケースが多かった。
・今後は、
（１）で示した明快に示すべき計画の要点と、
（２）で示した位置づけをふまえて、
改めてこうした計画の基本事項を再確認し、改善すべき点は前例にとらわれずに改善し
ていくことが必要である。

1 − 3．総合計画のマネジメントの各局面に係る今後の対応の方向性
（1）策定（Plan）段階

①

最適な計画体系について再確認が必要

・これまでは、
「研究報告」においてあるべき市町村計画の原型として「基本構想－基本計
画－実施計画」が示されたことからこの計画体系をとっている市町村が圧倒的に多かっ
たが、総合計画全体のあり方や個々の計画の役割などをふまえて、今後は二層制（従来
の三層の計画のうち一つを省略）
、一層制（三層の計画のすべての内容を中期的な計画
期間の単独の計画に整理）など、最適な計画体系を改めて検討する必要がある。
・また、こうした対応と併せて、各計画の計画期間についても、中長期的な視点に立った
計画の必要性と機動的な見直しの必要性のバランスや、首長のマニフェストとの連携な
どの観点から最適な期間を改めて検討する必要がある。

②

各計画を議会の議決事件とするか否かの検討が必要

・総合計画を構成する各計画の位置づけと役割をふまえて、それに応じた議会での扱いに
ついて検討が必要である。
・基本的には重要な計画は議会によるチェックの対象とすることが望ましいが、行政の効
率性、機動性とのバランスを考慮し、重要性や公共性の高さに応じて議決の対象とする
計画を検討することが必要である。

③

市民参加機会の充実が必要

・市民ニーズを反映した計画づくりや市民協働の一層の強化に向けた計画への関心と理解
の向上などに向けて、計画策定プロセスへの市民参加機会のより一層の充実を図ること
が必要である。
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（2）運用（Do）段階

①

選択と集中による効率的な施策展開を行う上での基準が明確にされている事が

必要

・財政を取り巻く厳しい環境や行政課題の多様化などに的確に対応するため、総合計画の
中のどの取り組みに重点が置かれているかを明確にし、選択と集中により効率的な施策
展開を行う根拠が明示されている必要がある。

②

分野別計画との円滑な連携が必要

・地方分権改革の推進に伴う国の法令による義務づけ、枠付けの廃止により、基本構想に
準拠して策定すべきとされていた分野別計画についても、大部分の計画はその位置づけ
が市町村の主体性に委ねられることとなった。このため、基本構想と分野別計画との円
滑な連携が可能となる仕組みを検討する必要がある。
（3）進行管理（Check、Action）段階

①

評価の基礎となる目標の設定が必要

・信頼性と透明性の高い進行管理の仕組みの基礎として、総合計画の施策について、客観
的に実績を検証することが可能なように、数値目標の設定が必要である。

②

信頼性と透明性の高い進行管理の仕組みの確立が必要

・計画の機動的な見直しを可能とするとともに、市民への説明責任（アカウンタビリティ）
を向上する観点から、信頼性と透明性が高く、改善の実効性が得られる計画の進行管理
の仕組みを検討、確立することが必要である。
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2

これからの市町村の総合計画のマネジメントの具体的な手法

2 − 1．総合計画のマネジメントの各局面における手法
前項で提示した方向性をふまえて、総合計画のマネジメントの各局面における、これから
の市町村の総合計画のマネジメントの具体的な手法を提示する。計画の策定（Plan）
、運用
（Do）、進行管理（Check、Action）の各局面における手法の一覧については以下のとおりで
ある。
図表 Ⅳ‑2

総合計画のマネジメントの具体的な手法一覧

（１）策定（Plan）段階における手法
①計画体系の簡素化による効率性、明快性の向上（P.55）
②計画の位置づけの明確化と議決事件のあり方に関する方針の確立（P.59）
③効果的な市民参加機会の充実（P.63）

（２）運用（Do）段階における手法
①事業の位置づけ方と実行性の担保（P.66）
②総合計画と分野別計画の整合性を確保する仕組みの確立（P.70）

（３）進行管理（Check、Action）段階における手法
①評価対象の性質に応じた信頼性と合理性の高い評価指標の設定（P.74）
②外部評価導入と適切な評価対象の設定による有効性の高い進行管理の仕組みの確立（P.77）
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（1）策定（Plan）段階における手法

①

計画体系の簡素化による効率性、明快性の向上

（ア） 取り組みの概要
・従来主流であった三層制の総合計画を再点検し、各計画の担う役割と計画期間、改定サ
イクル、首長の任期との関係などを必要に応じて見直した上で、場合によっては計画体
系を簡素化することで、総合計画全体の明快性と策定・運用に係る負担軽減による業務
の効率向上を図る。
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果
■総合計画の明快性の向上
・総合計画が全体として地方自治に果たす役割、またその中で個々の計画が担うべき役割
などを改めて明確化しつつ、必要に応じて計画体系の簡素化を含めて検討することによ
り、総合計画の明快性が向上し、職員、市民にとって共有しやすい計画となることが期
待される。
■策定・運用に係る負担軽減による業務の効率向上
・計画間の重複などを精査しスリム化を図ることによって、計画策定とその後の運用に係
る業務負担が軽減され、業務効率の向上が期待される。
（ウ） 取り組みの具体的な内容
■計画体系の簡素化
・計画体系の簡素化を狙いとする場合には、個々の計画の持つ役割と総合計画全体として
期待する役割、それぞれの方法のメリット、デメリットに応じて適切な計画体系を検討
する。具体的な方法としては、例えば、これまで多くの場合抽象的なビジョンのみを提
示する役割を果たしていた基本構想を基本計画と一体化することで、市町村の中長期的
なビジョンと実施施策の関連性をこれまで以上に明確化し、計画に具体性と実効性を持
たせる方法（P.56 図表Ⅳ-３ 例１参照）や、これまで計画事業を網羅的に掲載していた
実施計画を基本計画と一体化し、施策体系への関連性の強さや重要度、優先度などの基
準で、総合計画に掲載する事業数を精査することで、計画にメリハリと共有のしやすさ
を持たせる方法（P.56 図表Ⅳ-３ 例２、
P.58 参考事例：江東区を参照）
などが考えられる。
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図表 Ⅳ‑3

例１

例２

計画体系簡素化の例

三 層

二 層

基本構想
基本計画

ビジョンに施策を
関連付け具体性を
高めた、実効性の
ある計画

実施計画

施策・事業

基本構想

中長期的ビジョン
網羅的な事業のうち、
網羅的な事業のうち、
重要性などの観点で
重要性などの観点で
精査された事業のみ
精査された事業のみ

基本計画

を掲載した、メリハ
リのある計画
のある計画

実施計画

図表 Ⅳ‑4
計画体系

二層制

一層制

計画体系簡素化の方法の利点と課題

利点

課題

・抽象的なビジョンを具体的な施策と関連
づけ掲載することで、計画を具体化させ
ることが可能となり、総合計画の実効性
の向上にも繋がる。

・市町村の将来的なビジョンを総合計画内
に掲載しない場合は、そうしたビジョン
を他のどの計画で担保するかについての
検討が必要となる。

・網羅的に事業を掲載している計画を精査
し、ビジョンや施策体系、重要度に応
じて掲載事業を厳選した計画を作ること
で、メリハリある事業運営が可能となる。

・総合計画を簡素化した結果、総合計画中
における掲載事業の網羅性が担保されな
くなった際には、総合計画に掲載されな
いこととなった事業も含め、全事業の進
行管理や市民への情報公開をいかに行う
かといった措置が必要となる。

・総合計画を一層化することによって、総
合計画に対する参照先が一元化されるた
め、市民、職員にとっての明快さ、共有
しやすさの向上が期待できる。

・それまで複数の階層で構成されていた計
画を一本化する場合、従来どおりの分量
で計画を作成すると、量が大きくなりす
ぎ、かえって明快性や共有しやすさが損
なわれてしまう場合がある。一方で、明
快性を向上させるために内容を減らしす
ぎると、総合計画の総合性、網羅性は担
保されなくなる。この両者のバランスを
どのように取るかが課題となる。

・政策、施策、事業を一体として策定する
ことによって、計画全体の整合性、連動
性の向上が期待できる。
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＊実践にあたっての留意事項
・いずれの計画体系をとるとしても、市町村の中長期的なビジョン、また総合計画に掲載しない
ことと判断した事業も含め、全事業の中長期的計画及びそれに基づく事業の進捗管理機能につ
いては、何らかの計画において担保するべきである。なお、それは必ずしも総合計画内である
必要はない。例えば事業の網羅的な中長期的計画とその進捗管理であれば、分野別計画にその
機能を持たせることなどが考えられる。

■策定サイクルの短期化、首長任期との連動
・計画体系の簡素化に合わせて、それに整合した計画期間についての検討が必要となる。
例えば、計画体系の簡素化の狙いが実効性の向上にある場合は、策定サイクルを短期化
し、社会経済情勢の変化に対し柔軟に対応できる計画とすることなどが想定される。
・策定サイクルの見直しに当たっては、同時に首長任期との連動の可能性についても留意
し、適宜導入するかどうかについて検討を行う必要がある。
・首長任期との連動のさせ方には、例えば首長任期と同様の４年という期間、あるいはそ
の倍数に総合計画の策定期間を合致させる方法
（P.58参考事例：三鷹市を参照）
のほかに、
計画に重複する期間を持たせることで、次期計画策定のための調整期間を設ける方法な
ど（図表Ⅳ‑5 参照）が考えられる。例えば、首長任期４年に対し基本計画の期間を５年
と設定することで、残りの１年を次期首長の方針に基づく計画策定のための調整期間と
する方法が考えられる。
図表 IV-5
首長任期と連動した計画策定サイクルのイメージ（計画期間を重複させる場合）
図表 Ⅳ‑5
首長任期と連動した計画策定サイクルのイメージ
（計画期間を重複させる場合）
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4
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6

7

8
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11〜

基本構想
前期基本計画

首長任期

調整
期間

展望計画
後期基本計画

首長任期

調整
期間

次期基本構想
次期基本計画

首長任期
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＜参考事例：江東区＞

実施計画を基本計画に盛り込む形での二層化

＜参考事例：江東区＞ 実施計画を基本計画に盛り込む形での二層化
■概要

■ 概要
・江東区では、現基本構想及び長期計画
（平成 22 ～ 31 年度）を策定した際に、それまで期間 3 年、
・江東区では、現基本構想及び長期計画（平成
22～31 年度）を策定した際に、それまで期間３
毎年ローリングで策定していた実施計画を廃止し、基本構想と基本計画の二層化に転換した。
年、毎年ローリングで策定していた実施計画を廃止し、基本構想と基本計画の二層化に転換
・実施計画を廃止する代わりに、基本計画に計画事業 69 事業を明示し、基本計画の前期計画期間
した。
＜参考事例：江東区＞
実施計画を基本計画に盛り込む形での二層化
中の事業量と事業費を明示することとした。計画事業数は実施計画の計画事業と概ね同数であ
・実施計画を廃止する代わりに、基本計画に計画事業 69 事業を明示し、基本計画の前期計画期
■ 概要
り、事業を示す範囲という観点では、基本計画が実施計画の役割を代替している。
間中の事業量と事業費を明示することとした。計画事業数は実施計画の計画事業と概ね同数
・江東区では、現基本構想及び長期計画（平成 22～31 年度）を策定した際に、それまで期間３
であり、事業を示す範囲という観点では、基本計画が実施計画の役割を代替している。
年、毎年ローリングで策定していた実施計画を廃止し、基本構想と基本計画の二層化に転換
■利点と課題
■ 利点と課題
した。
・
実施計画を廃止したメリットは、計画が分かりやすくなり、共有されやすくなった点。
・実施計画を廃止したメリットは、計画が分かりやすくなり、共有されやすくなった点。
・実施計画を廃止する代わりに、基本計画に計画事業 69 事業を明示し、基本計画の前期計画期
・一方、デメリットとしては、中期的な事業計画の提示という観点では、かつての毎年ローリ
・一方、デメリットとしては、中期的な事業計画の提示という観点では、かつての毎年ローリン
間中の事業量と事業費を明示することとした。計画事業数は実施計画の計画事業と概ね同数
ングなら常に３年先までの計画が示されていたものが、現在では計画期間終了間近の時期に
グなら常に
3 年先までの計画が示されていたものが、現在では計画期間終了間近の時期には１、
であり、事業を示す範囲という観点では、基本計画が実施計画の役割を代替している。
は１、２年先しか提示されないという点が挙げられる。このため、こうした時期には計画期
■
利点と課題
2 年先しか提示されないという点が挙げられる。このため、こうした時期には計画期間プラス 1、
間プラス１、２年先までの事業計画を示すことを検討している。
・実施計画を廃止したメリットは、計画が分かりやすくなり、共有されやすくなった点。
2 年先までの事業計画を示すことを検討している。
・一方、デメリットとしては、中期的な事業計画の提示という観点では、かつての毎年ローリ
図表長期計画中の事業の掲載
Ⅳ‑6 長期計画中の事業の掲載
図表 IV-6
ングなら常に３年先までの計画が示されていたものが、現在では計画期間終了間近の時期に
は１、２年先しか提示されないという点が挙げられる。このため、こうした時期には計画期
間プラス１、２年先までの事業計画を示すことを検討している。
図表 IV-6 長期計画中の事業の掲載

出典）
江東区「江東区長期計画（平成 22
～ 31
年度）」
出典）江東区「江東区長期計画（平成
22～31
年度）」

＜参考事例：三鷹市＞ 市長任期と連動した基本計画の策定
■ 概要
＜参考事例：三鷹市＞
市長任期と連動した基本計画の策定
出典）江東区「江東区長期計画（平成
22～31 年度）」

・三鷹市では、平成 23 年４月末に市長選挙が行われたため、基本計画の策定は同年度末となっ
＜参考事例：三鷹市＞ 市長任期と連動した基本計画の策定
た。第３次基本計画（第２次改訂）の計画期間が平成 22 年度までだったことから、平成 23
■概要
■年度は実質的に基本計画の空白期間となったが、基本計画と市長の任期を連動させるために、
概要
・三鷹市では、平成 23 年４月末に市長選挙が行われたため、基本計画の策定は同年度末となった。
・三鷹市では、平成
23 年４月末に市長選挙が行われたため、基本計画の策定は同年度末となっ
あえて平成 23 年度も第４次基本計画の計画期間に含めることとした。
第３次基本計画（第２次改訂）の計画期間が平成
22 年度までだったことから、平成
23 年度は実
た。第３次基本計画（第２次改訂）の計画期間が平成
22 年度までだったことから、平成
23
・第４次基本計画は、計画期間を４年毎の３期（前期・中期・後期）に分けることで、首長任
質的に基本計画の空白期間となったが、基本計画と市長の任期を連動させるために、あえて平
年度は実質的に基本計画の空白期間となったが、基本計画と市長の任期を連動させるために、
期との連動を図っている。
成
23 年度も第４次基本計画の計画期間に含めることとした。
あえて平成
23 年度も第４次基本計画の計画期間に含めることとした。
・・第４次基本計画は、計画期間を４年毎の３期（前期・中期・後期）に分けることで、首長任
第４次基本計画は、計画期間を４年毎の３期（前期・中期・後期）に分けることで、首長任期
図表 IV-7 基本計画と首長任期との連動
期との連動を図っている。
との連動を図っている。
図表
Ⅳ‑7 基本計画と首長任期との連動
基本計画と首長任期との連動
図表 IV-7

出典）三鷹市「第４次三鷹市基本計画」
出典）三鷹市「第４次三鷹市基本計画」
出典）
三鷹市「第４次三鷹市基本計画」
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②

計画の位置づけの明確化と議決事件のあり方に関する方針の確立

（ア） 取り組みの概要
・総合計画を構成する各計画について、公共計画、行政計画のどちらの性格がより強いか
を検討し、これに応じた議決事件のあり方に関する方針を明確にする。
・この際、計画の運用や見直しの機動性、柔軟性を確保する観点から、三層制における基
本構想及び基本計画、または二層制における従来より具体性の高い基本構想を議会の議
決事件とすることで、行政の基本的な理念とそれに基づく分野別政策や重点的・優先的
に推進する施策までを、地域の全関係主体のコンセンサスとすることが想定される。
・一方、行財政運営の方針、行政の分野別施策・重点事業などを取りまとめる計画は、首
長を長とする行政が策定主体となる行政計画として位置づけ、計画の運用や見直しの機
動性、柔軟性を確保する観点等から、議会との調整は計画に基づく毎年の予算編成など
で行っていくことが想定される。
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果
■総合計画を「公共計画」と明確に位置づけることで地域社会ビジョンを共有
・市民の価値観や行政ニーズの多様化、公共サービスの担い手の多様化に対応するため、
総合計画を構成するいずれかの階層を公共計画と位置づけ、策定主体が市民であること
を明確にすることで、地域社会ビジョンやその構築手段を地域社会全体で共有すること
ができる。
■適切な議決事件の設定による「公共計画」の共有と「行政計画」の機動性・柔軟性の両立
・総合計画の構成に公共計画と行政計画の双方を位置づける際、議決事件を適切に設定す
ることで、各計画の特徴・性格を相乗的に活かすことができる。
（ウ） 取り組みの具体的な内容
■総合計画における「公共計画」と「行政計画」の位置づけ方とその内容
・総合計画を構成する各階層（基本構想、基本計画、実施計画）の性格（公共計画または
行政計画）を明確にし、各計画の内容、策定主体、議決事件の設定を行う。
図表 Ⅳ‑8

総合計画における公共計画と行政計画の概要

性格

位置づけ

計画に盛り込む内容

策定主体

公共
計画

比較上位の計画（基本
構想、基本計画など）

地域社会のビジョン
市民・事業者・行政の責任、役割分担（協働 地域社会全体
事業など）
（市民）
地域社会目標（指標） など

行政
計画

比較下位の計画（基本
計画、実施計画）

行財政運営の方針（行政の基本理念）
行政の分野別施策・重点事業など
成果指標など

首長を長とす
る行政

議決対象

必須

必要に
応じて
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＊実践にあたっての留意事項
・公共計画はその性格上、市民をはじめとした多様な主体の積極的な参画を得ながら策定す
ることが望ましく、計画素案も行政が提示するだけでなく、市民や議会からも提示され、
各主体が討議を重ねながら地域ビジョンとなる計画を策定していくことが望ましい。
・一方、行政計画を首長の任期と連動させようとする場合などは策定期間が限られることや、
首長公約を直接的に反映するなどの観点から、首長の責任の下、市民などの関係主体の参
画を得ずに策定することもありうる。

■総合計画を議決事件とする法的根拠の整備
・地方自治法第２条第４項の規定 14 が廃止になったことで基本構想は議決事件ではなくな
ったため、総合計画に対して議決を求めるための法的根拠を以下のような手段により、
新たに整備する。なお、地方自治法第 96 条第２項において議決事件とする場合も独自
の条例を策定する必要がある。
図表 Ⅳ‑9

総合計画を議決事件とする法的根拠の整備手法

法的根拠
地方自治法
第 96 条第２項 15

概要
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して、総合計画を対象と
する。
自治体運営の基本原則を定める条例（自治基本条例、まちづくり条例など）の制定・
改定により、自治体運営の基本プロセスとして総合計画を議決事件として規定する。

条例（地方自治体
の自主法）

地方議会運営の基本原則を定める条例（議会基本条例など）の制定・改定により、議
会運営の基本事項として総合計画の議決を規定する。
総合計画策定の基本原則を定める条例（総合計画条例、総合計画審議会設置条例など）
の制定・改定により、総合計画を議決事件として規定する。

＊実践にあたっての留意事項
・公共計画はその性格上、議決事件とすることが必須であると考えられるが、行政計画は首長の
公約との整合をはじめ、計画の運用や見直しの機動性、柔軟性を確保する観点から、首長の責
任の下、議決を経ずに策定し、議会との調整は毎年度の予算編成段階において担保することも
考えられる。

14 「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。
」
15 「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件（法定受託事務に係るもの
を除く。）につき議会の議決すべきものを定めることができる。
」
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＜参考事例：狛江市＞

計画改定に際して基本構想・基本計画の位置づけの明確化

＜参考事例：狛江市＞ 計画改定に際して基本構想・基本計画の位置づけの明確化
■概要

■ 24
概要
・平成
年の新市長就任を契機とした総合計画改定に際して、基本構想は踏襲しながら、基本計
・平成
24 年の新市長就任を契機とした総合計画改定に際して、基本構想は踏襲しながら、基本
画のみを改定することとした。
計画のみを改定することとした。
・この際、両計画の位置付けや性格を整理し、既に議会の議決を受けている基本構想は、個人や
・この際、両計画の位置付けや性格を整理し、既に議会の議決を受けている基本構想は、個人
事業者、団体など、まちづくりにおける行政以外の主体を含めた地域全体を包含した地域ビジ
や事業者、団体など、まちづくりにおける行政以外の主体を含めた地域全体を包含した地域
ョンとして位置づける一方、新たに策定する基本計画は、まちづくりの１つの主体としての行
ビジョンとして位置づける一方、新たに策定する基本計画は、まちづくりの１つの主体とし

政が取り組む各施策の方向性や重点プロジェクトなどを示す行政計画として位置づけた。その
ての行政が取り組む各施策の方向性や重点プロジェクトなどを示す行政計画として位置づけ
ため、基本計画を議決対象とする予定はない。

た。そのため、基本計画を議決対象とする予定はない。

図表
図表 Ⅳ‑10
IV-10 狛江市における基本構想・基本計画の位置づけ
狛江市における基本構想・基本計画の位置づけ

狛江市第３次基本構想
<将来都市像>

私たちがつくる水と緑のまち
個 人

事業者
団 体

行 政

狛江市後期基本計画
・重点プロジェクト，施策の方向性など

実行プラン

個別計画

評価

組織

出典）狛江市「狛江市後期基本計画（平成 25 年度～ 31 年度）素案」
出典）狛江市「狛江市後期基本計画（平成 25 年度～31 年度）素案」

■特徴

■ 特徴

・市長の意思と総合計画との関係で見ると、狛江市では、市長はあくまでもまちづくりの１つの
・市長の意思と総合計画との関係で見ると、狛江市では、市長はあくまでもまちづくりの１つ
主体としての行政責任者であることを前提としている。

の主体としての行政責任者であることを前提としている。

・つまり、総合計画のうち、行政計画である基本計画を改定することについては、一定程度正統
・つまり、総合計画のうち、行政計画である基本計画を改定することについては、一定程度正
性を有していると説明できるものの、行政以外の主体も含めたまちづくりを推進する主体が皆
統性を有していると説明できるものの、行政以外の主体も含めたまちづくりを推進する主体
で共有する地域ビジョンを示す基本構想の改定などを行うことについては、市長の意思のみに
が皆で共有する地域ビジョンを示す基本構想の改定などを行うことについては、市長の意思
おいてはできないことと捉えられる。

のみにおいてはできないことと捉えられる。
・特に、今回の狛江市の基本計画では、市長選挙におけるマニフェストをベースにして「重点
ロジェクト」を整理し、計画期間内において資源配分を重点化していくことを予定しているこ
プロジェクト」を整理し、計画期間内において資源配分を重点化していくことを予定してい
とからも明らかである。
ることからも明らかである。

・特に、今回の狛江市の基本計画では、市長選挙におけるマニフェストをベースにして「重点プ

61

64

65

＜参考事例：滝沢村
（岩手県）
＞基本構想を地域社会計画、
基本計画を行政の戦略計画と位置づけ
＜参考事例：滝沢村（岩手県）＞基本構想を地域社会計画、基本計画を行政の戦略計画と位置づけ
■概要
■17概要
・平成
年の総合計画策定に際し、基本構想を滝沢村地域社会の将来の姿を表す地域社会計画と
・平成
17 年の総合計画策定に際し、基本構想を滝沢村地域社会の将来の姿を表す地域社会計画
して位置づけ、策定主体を行政のみではなく住民も含めた地域社会全体と明確にした上で議決
として位置づけ、策定主体を行政のみではなく住民も含めた地域社会全体と明確にした上で
事件としている。
議決事件としている。
・また、基本計画は行政の戦略計画として、重点政策と基本政策によって構成されている。
・また、基本計画は行政の戦略計画として、重点政策と基本政策によって構成されている。
図表 Ⅳ‑11

滝沢村における基本構想・基本計画の位置づけ

図表 IV-11 滝沢村における基本構想・基本計画の位置づけ

出典）滝沢村「第５次滝沢村総合計画 基本構想」

出典）滝沢村「第５次滝沢村総合計画

基本構想」

■ 特徴
・基本構想の下には基本計画とともに地域計画（地域ビジョン）が位置づけられており、地域
■特徴
ビジョンは地域住民が自らその地域のためにできることを掲げた計画となっている。
・基本構想の下には基本計画とともに地域計画（地域ビジョン）が位置づけられており、地域ビ
・議会からの要請もあり、基本構想に加え、基本計画も議決事件としている。
ジョンは地域住民が自らその地域のためにできることを掲げた計画となっている。
・議会からの要請もあり、基本構想に加え、基本計画も議決事件としている。

6262
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③

効果的な市民参加機会の充実

（ア） 取り組みの概要
・総合計画を構成する各計画の位置づけ（P.59 ②参照）に応じて、市民参加機会導入の方
針を明確化した上で、その方針に応じた参加機会の拡充（量の充実）や無作為抽出によ
る市民全体の代表性の担保や効率的、効果的な意見抽出手法の導入（質の充実）など、
計画への市民の主体的関与と地域における総合計画の理念、方針の共有を促進する。
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果
■計画の位置づけに応じた市民の積極的な関与の促進
・市民も策定主体となる計画策定プロセスにおいて直接型市民参加機会を充実させること
で、公共計画における策定主体としての自覚醸成やビジョン・内容の共有、行政計画へ
の市民ニーズの的確な反映などが促進される。
■計画に活かせる、質の高い市民意見の収集
・直接型市民参加機会における参加者の抽出や討議方法を工夫することで、意見の質（市
民の代表性の担保、計画へ反映可能な実現性など）を高めていくことができる。
（ウ） 取り組みの具体的な内容
■総合計画の位置づけに応じた直接型市民参加手法の採用
・特に公共計画においては策定主体が市民であるため、市民参加機会はアンケート調査な
どの間接的な機会に加え、直接型市民参加手法を策定プロセスに導入し、充実させる。
図表 Ⅳ‑12
手法

市民参加の手法と概要

具体的な手法例

メリット

デメリット

アンケート調査、パブリッ
間接型
クコメント、タウンミーテ
市民参加手法
ィング など

幅広い市民意見の収集が可
能

市民の参加実感は薄く、意
見反映状況も共有困難

直接型
審議会委員就任、ワーク
市民参加手法 ショップ など

詳細なニーズ把握や市民ア
イディアの収集が可能
当事者意識の醸成

限られた参加市民の意見の
代表性が担保されない恐れ
が高い

＊実践にあたっての留意事項
・直接型市民参加手法を採用する際には、その後の協働事業の実施（Do）、進行管理の実施（Check、
Action）における市民参加の採用方法についても予め念頭に置いておくことが望ましい。
（進行
管理における市民参加についてはP.74 ～ 79 参照）
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■直接型市民参加手法の新たな手法の採用
・直接型市民参加手法の課題である「限られた枠に参加している市民意見の代表性への疑
義」の解決に向け、以下のような無作為抽出での市民参加手法を採用する。
図表 Ⅳ‑13

無作為抽出による直接型市民参加手法例

主な手法

概要

手法の特徴（期待される効果）

市民討議会
（プラーヌン
クスツェレ）

無作為抽出により選出された市民が、行政からの
十分な情報提供を受けたうえで、市民たちだけで
議論を行い、短時間で合意形成を図る手法
＊各討議テーマに対し１回の会議で結論を出す
＊市民自身による会議運営による主体的提言
＊報酬を支払うことによる責任の醸成

行政関係者が参画せず、無作為
抽出市民のみでの討議であり、
意見の代表性、中立性を担保。
報酬の存在、自ら合意形成を図
る必要性から、陳情型ではなく
主体型意見の収集が可能。

討論型
世論調査

無作為抽出により選出された市民たちの討議を通
じて、十分な情報や専門家の意見、市民相互の意
見などを聞く機会を提供し、その経験により熟慮
された世論調査結果を得る手法
＊事前の市民アンケート、討議者の事前・事後ア
ンケートにより意見の推移を可視化

意見の合意形成は行われないた
め、各人の意見が世論調査結果
に直接反映され、代表性・中立
性がより高まる。
また、アンケート結果として体
系的、網羅的な意見の収集が可
能。

＊実践にあたっての留意事項
・市民討議会（プラーヌンクスツェレ）は複雑な事項の検討やじっくりと意見を練るような議題
には不向きである。また、討論型世論調査の成果はアンケート調査結果であり提案の収集はで
きないことから、それぞれの手法に応じた適切な議題設定が重要である。
・無作為抽出による直接型市民参加手法を採用する際、参加機会の平等・均等を図る目的であれ
ば抽出サンプル数（参加者数）の大小は問わないが、市民意見の代表性を担保したい場合は、
十分なサンプル数を確保することに留意する。
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＜参考事例：三鷹市＞

基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション

■概要

・プラーヌンクスツェレの手法を参考に、三鷹市では平成 18 年から無作為抽出による市民討議会
「まちづくりディスカッション」を断続的に実施している。平成 19 年には第 3 次三鷹市基本計画
第 2 次改定時に採用した。
・18 歳以上の市民 1,000 人を無作為抽出し、73 人から参加承諾を得て、公開抽選により 60 人の参
加者を確定した。
＜参考事例：三鷹市＞ 基本計画改定に向けたまちづくりディスカッション

■特徴

■ 概要
・プラーヌンクスツェレの手法を参考に、三鷹市では平成 18 年から無作為抽出による市民討議
・討議テーマを「①三鷹の魅力」
「②災害に強いまち」
「③高齢者にも暮らしやすいまち」に設定し、
会「まちづくりディスカッション」を断続的に実施している。平成 19 年には第３次三鷹市基
2 日間にわたり討議を行っている。初日は①を扱い、40
分の情報提供の後、9 グループに分け
本計画第２次改定時に採用した。
60 分の話し合いを行い、発表と投票を実施している。2
日目は②と③を分科会形式に分け、同
・18 歳以上の市民 1,000 人を無作為抽出し、73 人から参加承諾を得て、公開抽選により
60 人
の参加者を確定した。
様に討議と発表、投票を実施している。

・討議から得られた提案と計画への反映状況はすべて実施報告書により公開されている。

■ 特徴
・討議テーマを「①三鷹の魅力」「②災害に強いまち」「③高齢者にも暮らしやすいまち」に設
定し、２日間にわたり討議を行っている。初日は①を扱い、40
分の情報提供の後、９グルー
＜参考事例：藤沢市
（神奈川県）＞ 討論型世論調査 「ふじさわのこれから、集中討議」
プに分け 60 分の話し合いを行い、発表と投票を実施している。２日目は②と③を分科会形式
に分け、同様に討議と発表、投票を実施している。
■概要
・討議から得られた提案と計画への反映状況はすべて実施報告書により公開されている。

・平成 21 年に総合計画の策定プロセスに討論型世論調査を採用している。

＜参考事例：藤沢市（神奈川県）＞ 討論型世論調査
「ふじさわのこれから、集中討議」1,185（39.5%）
・事前調査を通常の世論調査同様、全市民から
3,000 人を無作為抽出し、有効回答
■ 概要
を得ている。その後、調査対象者から討論フォーラムの参加希望者を募集し、約
300 人が参加
・平成 21 年に総合計画の策定プロセスに討論型世論調査を採用している。
している。
・事前調査を通常の世論調査同様、全市民から 3,000 人を無作為抽出し、有効回答 1,185（39.5%）

・討論フォーラムは
1 日（10 時～ 17 時）で行われ、フォーラム開始前後でそれぞれ参加者を対象
を得ている。その後、調査対象者から討論フォーラムの参加希望者を募集し、約
300 人が参
に世論調査を実施している。
加している。

■特徴

・討論フォーラムは１日（10 時～17 時）で行われ、フォーラム開始前後でそれぞれ参加者を対
象に世論調査を実施している。

・討議はグループ討論、全体討論で構成され、グループ討論は合意形成せず、意見交換と全体討
■ 特徴
論への質問のとりまとめを目的としている。全体討論はその質問を専門家や市職員担当に対し
・討議はグループ討論、全体討論で構成され、グループ討論は合意形成せず、意見交換と全体討
て行い、意見や情報提供を受けている。
論への質問のとりまとめを目的としている。全体討論はその質問を専門家や市職員担当に対し
て行い、意見や情報提供を受けている。
・事前の世論調査で藤沢の将来都市像として最も支持されていた
「スローライフ都市」の比率が討
・事前の世論調査で藤沢の将来都市像として最も支持されていた「スローライフ都市」の比率が
論後の世論調査では低下し、他方で「ネットワーク都市」が最も高い支持を得るに至るなど、回
討論後の世論調査では低下し、他方で「ネットワーク都市」が最も高い支持を得るに至るなど、
答傾向に大きな違いが見られ、討議参加により一般の世論調査では得られない自分たちのまち
回答傾向に大きな違いが見られ、討議参加により一般の世論調査では得られない自分たちのま
をより深く考えた結果が得られた。
ちをより深く考えた結果が得られた。
図表 Ⅳ‑14
図表

討論型世論調査の流れ
IV-14
討論型世論調査の流れ

出典）慶應義塾大学 DP 研究会「「市民
人調査、200人討論」
人討論」調査報告書」
出典）慶應義塾大学DP研究会
「「市民 10001000
人調査、200
調査報告書」
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（2）運用（Do）段階における手法

①

事業の位置づけ方と実行性の担保

（ア） 取り組みの概要
・総合計画を構成するどの階層の計画に具体的事業を位置づけるか、また位置づける場合
にどのような範囲の事業を対象とするかについて、計画の具体性・わかりやすさと信頼
性が確保されるよう適切に設定する。
・この際、必要に応じて重点プロジェクトなどを設定したり、これらの事業の実行性を担
保するため、予算編成時の優先性の確立や策定内容に対応した組織体制の整備などを行
うことが想定される。
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果
■計画の具体性、わかりやすさの確保
・総合計画に位置づける事業の性格を明確にしたり、掲載事業の中で重点化を行ったりす
ることで、財政的な制約が強まる中での総合計画の具体性、わかりやすさを確保できる。
■計画掲載事業に関する予算措置や見通しを明確にすることによる実効性、信頼性の担保
・総合計画掲載事業または重点化した事業に対する計画期間内での予算措置や見通しを計
画に掲載することで総合計画の実効性、信頼性を担保できる。
（ウ） 取り組みの具体的な内容
■総合計画に位置づける事業の性格を明確化する
・総合計画の階層構造によらず、いずれの階層の計画まで具体的事業を位置づけるかを明
確にするとともに、位置づける事業の基準・条件（予算の裏付けの有無など）を明確に
する。この際、総合計画の網羅性を担保しつつ、具体性や実効性を高めるためには、掲
載事業の中で重点的・優先的に実施する施策・事業を以下のような分類に留意しながら
設定する方法も有効である。
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図表 Ⅳ‑15
重点化の性格

重点プロジェクトの分類

テーマ

分野別体系では打ち出せない横断的な施策テーマや、首長の
公約の反映などに対応した事業群を象徴的に打ち出す。中期
的に重点化する施策の方向性が明らかになる。

基

大規模予算事業、長期の事業（建設事業など）など、分野横
断的に見て一定の基準に合致する事業を抽出する。この事業
群を一覧化することで、計画として重点化する事業群が明ら
かになる。

分野
横断型

各分野
先導型

準

－

計画への
位置づけ方

総合計画における重点化・優先化の方法と意義

施策体系の大項目、中項目（施策）レベルで実施する事業の
中で重視している事業を各項目内で打ち出す。こうした事業
が位置づけられることで各施策の具体性が高まる。

施策大綱（分野
別施策体系）と
は別枠で括り、
強調

各施策の中で重
点事業などと強
調

＊実践にあたっての留意事項
・重点プロジェクトにかかる予算の裏付けや推進体制のあり方が連動してないと実効性に乏しく
なる（計画冊子上のわかりやすさの向上のみにとどまる）。

■重点化した事業の財源見通しを掲載することで実現性・信頼性を高める
・重点化の性格に応じて、また、庁内調整状況を踏まえ、総合計画の施策群、施策、事業
単位のいずれかで財源（事業費）をしかるべき階層の計画に位置づける。
図表 Ⅳ‑16

総合計画への財源（事業費）の位置づけ方

規定・掲載

概要、効果と課題

事業単位

重点プロジェクトを構成する事業ごとに中期的な事業費を規定・掲載する。具体
性が高まる一方で、事業単体での規定となるため、変動リスクへの対応が難しく
なる。

施策単位

重点プロジェクトを構成する施策ごとに中期的な事業費（枠）を規定・掲載する。
施策を構成する事業間での調整が可能となるため、各部局での変動リスクへの対
応が可能となる。

施策群単位

重点プロジェクトごとに中期的な事業費（枠）を規定・掲載する。変動リスクへの
対応は比較的容易であるが、構成する施策・事業が多い場合、それらの間での予
算調整が困難となる恐れがある。

＊実践にあたっての留意事項
・いずれの形で予算枠を設定する場合も、あくまで見通しであることを明確にするとともに、財
政見通しに基づく配分可能額に一定の減額幅を設け、その分を変動調整枠として確保しておく
ことが重要である。
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＜参考事例：三鷹市＞

市政の主要課題に対応した分野横断型の重点プロジェクトの設定

■概要
・三鷹市では重点的に取り組む課題に対する事業群を重点プロジェクトと位置づけ、分野横断型
の６つの重点プロジェクトを設定し、重点プロジェクトの中で、特に集中的に取り組むべき最
重点プロジェクト、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急プロジェクトを設けている。

■特徴
・分野横断的なプロジェクトとしての整理をしつつ、当該プロジェクトを構成する分野別の施策
群とその中での重点事業も同時に表現することで、分野横断型・各分野先導型の双方の重点化
を一覧化している。
図表 Ⅳ‑17 「都市再生プロジェクト」の構成施策群

出典）三鷹市「第４次三鷹市基本計画」
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＜参考事例：弘前市（青森県）＞

施策群ごとに計画期間中の財源見通しを掲載

＜参考事例：弘前市（青森県）＞
施策群ごとに計画期間中の財源見通しを掲載
■概要
■
概要
・弘前市のアクションプラン（基本計画・実施計画の役割）では、計画期間中の概算所要額が施
・弘前市のアクションプラン（基本計画・実施計画の役割）では、計画期間中の概算所要額が
策群（「約束」と表現）ごとに設定されている。
施策群（「約束」と表現）ごとに設定されている。
■特徴
■
特徴
・当初、概算所要額は財政見通しを踏まえた参考値であったが、総合計画に掲載されたことで、
・当初、概算所要額は財政見通しを踏まえた参考値であったが、総合計画に掲載されたことで、
庁内的にも各「約束」での概算要求額の上限として認識が持たれるようになり、結果として計
庁内的にも各「約束」での概算要求額の上限として認識が持たれるようになり、結果として計
画的な予算要求、事業の実施に貢献している。
画的な予算要求、事業の実施に貢献している。
・アクションプラン 2012 では、アクションプラン 2010 策定時に設定した概算所要額とその後の
・アクションプラン 2012 では、アクションプラン 2010 策定時に設定した概算所要額とその後
決算額、当初予算額などが掲載されており、予算面での執行状況も確認できる。
の決算額、当初予算額などが掲載されており、予算面での執行状況も確認できる。
図表 Ⅳ‑18
IV-18 施策体系
施策体系（大項目）ごとの中期的な概算所要額の掲載例
図表
（大項目）ごとの中期的な概算所要額の掲載例

出典）弘前市「弘前市アクションプラン 2012」
出典）弘前市「弘前市アクションプラン 2012」
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②

総合計画と分野別計画の整合性を確保する仕組みの確立

（ア） 取り組みの概要
・総合計画による分野別計画の統制を確立し、両者の整合性を確保するためには、条例な
どによりこうした方針を位置づけるなど根拠の確立を図るとともに、両者の実態的な連
携が可能となるよう計画策定スケジュールを調整するといった実務的対応を行う。
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果
■総合計画を活用した行政の計画性、統一性の確保
・総合計画による分野別計画の統制を確立することで、計画行政の統一性を確保する。
■総合計画の簡素化・明快性が向上
・総合計画の中で具体的な事業を明記する階層の計画（三層制の場合は実施計画）と分野
別計画の役割分担を明確にすることで、総合計画の簡素化や明快性が向上する。
（ウ） 取り組みの具体的な内容
■総合計画による分野別計画の統制、整合のあり方
・分野別計画の計画期間に比べ、総合計画が同等ないし、より長期的な期間で策定されて
いる場合は垂直統合型を適用しやすい。一方、総合計画が首長の任期と連動させるなど
短期的な期間で策定されたり、分野的な網羅性を求めず重点プロジェクトのみを位置づ
けたりするような場合は、並列整合型により分野別計画との整合を図る。
図表 Ⅳ‑19

総合計画の性格に応じた分野別計画の統制、整合のパターン

パターン

目的

統制のイメージ

垂直
統合型

分野別計画に比べ、総合計画が長期的な
期間で策定されている場合、総合計画が
分野別計画を統制すると規定し、総合計
画によるマネジメントを強化する。

総合計画の中で具体的な事業を明記する
階層の計画の下位に分野別計画を位置づ
け、分野別計画策定段階ではその上位の
計画に準拠する形で調整を図る。

並列
整合型

総合計画を首長の公約や任期と連動させ
るなど計画期間を短期的に設定する場合
や、総合計画の対象分野を絞る場合など、
総合計画から漏れた分野の施策や事業を
分野別計画で補完するなど、総合計画と
分野別計画の役割分担を明確にし、計画
体系全体のマネジメントを強化する。

総合計画の中で具体的な事業を明記する
階層の計画と並列する計画として位置づ
け、両者の役割分担を位置づけた上で、
その上位の計画に準拠する形で調整を図
る。
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図表
図表Ⅳ‑20
IV-20 総合計画と分野別計画の統制、整合のイメージ
総合計画と分野別計画の統制、整合のイメージ
図：垂直統合型のイメージ

図：並列整合型のイメージ

基本構想

基本構想

基本計画

基本計画
実施計画

実施計画

統制

統制

（重点プロジェクト等）

統制

統制
分野別
計画

整合
補完

統制
分野別
計画

分野別
計画

分野別
計画

分野別
計画

＊実践にあたっての留意事項
＊実践にあたっての留意事項
・垂直統合型の場合、総合計画の策定スケジュールに分野別計画を整合させる方法と、各計画の
策定段階でお互いの計画所管が関与し、統制が働くよう調整する方法がある。
・垂直統合型の場合、総合計画の策定スケジュールに分野別計画を整合させる方法と、各計画
・並列整合型の場合、各計画の策定段階でお互いの計画所管が関与し、整合されるよう調整する
の策定段階でお互いの計画所管が関与し、統制が働くよう調整する方法がある。
方法がある。

・並列整合型の場合、各計画の策定段階でお互いの計画所管が関与し、整合されるよう調整す
る方法がある。

■総合計画による分野別計画の統制（整合）を規定する方法
■・総合計画による分野別計画の統制（整合）を規定する方法
これまで地方自治法により総合計画が最上位計画であることが実質的に規定されていた

・これまで地方自治法により総合計画が最上位計画であることが実質的に規定されていたが、
が、その規定が廃止されたため、各市町村における計画の序列を規定する。
その規定が廃止されたため、各市町村における計画の序列を規定する。
・
統制の規定方法としては、条例で定めるほか、議決や要綱で定める方法がある。
・統制の規定方法としては、条例で定めるほか、議決や要綱で定める方法がある。
図表 Ⅳ‑21
規定根拠

規定根拠
条例

条例

事例 図表 IV-21

総合計画による分野別計画の統制（整合）の規定例
規定内容

事例 平成 24 年６月に制定された府中市総合計画条例の第３条第２項では「総合計画は、
規定内容

府中市

市の最上位の計画とし、市が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は
平成 24 年６月に制定された府中市総合計画条例の第３条第２項では「総
変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。」と規定している。

合計画は、市の最上位の計画とし、市が別に策定する個別の行政分野に

府中市

要綱

総合計画による分野別計画の統制（整合）の規定例

関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなけ
平成 17
年に策定された小城市総合計画策定要綱では、個別計画の整合の項で「個別
ればならない。」と規定している。
小城市
計画の策定にあたっては、総合計画が市の最上位計画であることを認識し、庁内体
（佐賀県） 制を活用しながら各計画策定に関する情報などを相互に提供し、総合計画と個別計
平成 17 年に策定された小城市総合計画策定要綱では、個別計画の整合
画との整合性を図っていきます。」と規定している。

の項で「個別計画の策定にあたっては、総合計画が市の最上位計画であ
小城市
要綱
ることを認識し、庁内体制を活用しながら各計画策定に関する情報などを
(佐賀県) 平成 24 年４月に策定された武蔵野市第五期長期計画では、長期計画の役割・位置づ
相互に提供し、総合計画と個別計画との整合性を図っていきます。」と規定
長期計画
けとして
「各行政分野には、
（中略）、現在約 50 の計画が（中略）策定されている。こ
武蔵野市
している。
れらの計画は、最上位計画である長期計画と整合性を図り策定されるもので、長期
（議決事件）

計画を基軸とした計画体系を構成している。
」と規定している。
平成 24 年４月に策定された武蔵野市第五期長期計画では、長期計画の役

長期計画
武蔵野市
（議決 事 件 ）

割・位置づけとして「各行政分野には、（中略）、現在約 50 の計画が（中
略）策定されている。これらの計画は、最上位計画である長期計画と整合
性を図り策定されるもので、長期計画を基軸とした計画体系を構成してい
る。」と規定している。
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＜参考事例：三鷹市＞

基本計画と個別計画の同時策定・改定による統制・整合

■概要
・三鷹市では第４次基本計画の策定にあわせ、法令などの定めがあるものを除く 23 の個別計画の
改定・策定を同時並行で行うことで、基本計画による個別計画の統制、役割分担を明確にして
いる。

■特徴
・基本計画は重点課題や施策の方向性を明らかにする一方、個別計画で基本計画に基づく事業の
詳細を定める形で基本計画と個別計画の役割分担を図っている。これにより、基本計画のスリ
ム化（わかりやすさ）も図っている。
・基本計画の策定段階に個別計画を調整する形で策定を進め、パブリックコメントも一部は同時
に実施している。その際、基本計画に対するコメントを受けても、個別計画への反映が相応し
い場合は個別計画で対応するなどして連携している。
図表 Ⅳ‑22

基本計画と同時に策定・改定された個別計画一覧

出典）三鷹市「第４次三鷹市基本計画」
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＜参考事例：狛江市
【再掲】 ＞＞ 基本計画を軸にした行政運営について
基本計画を軸にした行政運営について
＜参考事例：狛江市【再掲】
■ 概要
概要
・基本計画を軸に、実行計画（実施計画）として重点プロジェクトの工程表を整理するほか，
・基本計画を軸に、実行計画（実施計画）として重点プロジェクトの工程表を整理するほか、各
各施策における分野別計画の整理、行政評価の設計、組織体制の整理・再編など、数ある行
施策における分野別計画の整理、行政評価の設計、組織体制の整理・再編など、数ある行政課
政課題の解決に向けた行政運営における「マスタープラン」として、基本計画を位置付けて
題の解決に向けた行政運営における「マスタープラン」として、基本計画を位置付けている。
いる。
図表 Ⅳ‑23
図表
IV-23 総合計画体系における各計画の位置づけ
総合計画体系における各計画の位置づけ

狛江市第３次基本構想
<将来都市像>

私たちがつくる水と緑のまち
個 人

事業者
団 体

行 政

狛江市後期基本計画
・重点プロジェクト，施策の方向性など

実行プラン

個別計画

評価

組織

出典）狛江市「狛江市後期基本計画（平成25
25年度～31
年度～ 31 年度）素案」
年度）素案」
出典）狛江市「狛江市後期基本計画（平成
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（3）進行管理（Check、Action）段階における手法

①

，
行
て

評価対象の性質に応じた信頼性と合理性の高い評価指標の設定

（ア） 取り組みの概要
・進行管理の基本的なツールを整備するため、総合計画策定時に施策ごとに評価指標とそ
の目標値を設定する。
・評価指標は客観的な成果の検証が可能となるよう、必ず何らかの数値目標を設定するこ
ととする。この際、できる限りアウトカム（成果）指標の目標を設定することを基本と
するが、事業が完了するまでアウトカム(成果）が実現しないハード整備に関する事業
など、アウトカム（成果）指標での評価が適切でないものはアウトプット（活動）指標に
より取り組み実績を確実に把握することとする。
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果
■総合計画の実績の分析結果に対する信頼性の確保
・客観性が高い数値目標を評価に用いることで、総合計画の進行管理において、実績の分
析結果の信頼性を高めることができる。
■評価対象に応じた合理的な成果分析の実施
・評価対象に応じた適切な指標を設定することで、過度の事務負担を生じることなく数値
目標を用いた実績の分析を行うことが可能となる。
（ウ） 取り組みの具体的な内容
■実績の分析に活用する数値目標の分類と特性
・実績の分析に活用する数値目標は以下のように大別される。分析の目的や、分析対象に
応じてどのような数値目標設定が可能かを検討し、適切な目標を設定する。
図表 Ⅳ‑24
指標の種類

インプット
指標

進行管理に用いる指標の種類とその内容

特性（指標により何を分析するか）

目標達成のために財源、マンパワーなど
どれだけの行政資源を投入したか（投入）

77

・事業費
・投入人口

アウトプット
指標

サービスやモノ、カネ、施設などを地域
の環境や市民自身にどれだけ供給したか
（結果）

アウトカム
指標

供給したサービスやモノ、カネ、施設など （事業による直接的な効果の例）
の影響により、市民を取り巻く環境や市 ・市民一人あたり公園面積の変化量
民自身にどのような変化がもたらされたか （最終的な事業目的に即した効果の例）
・緑が豊かだと感じる市民の割合
（効果）

74
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数値目標設定例（公園整備の例）

・公園整備箇所数
・公園整備面積

＊実践にあたっての留意事項
・アウトカム指標は、評価対象以外の要素（社会経済動向や他の施策・事業の影響など）に過度
の影響を受けぬように、事業の直接的な効果を表す指標を設定する。
・アウトカム指標に市民満足度指標を用いる場合は、指標値を収集するために必要となる経費や
事務負担などの調査コストを考慮する必要がある。
・こうしたアウトカム指標が設定できない場合はアウトプット指標を用いた分析を行うが、アウ
トプット指標は取り組みの実績を示しているに過ぎず、その効果は把握されないため、この場
合は別途有効性に関する分析が必要である。

■評価対象に応じた数値目標設定のあり方
・総合計画の構成要素の数値目標設定における特性は以下のとおりである。こうした特性
をふまえて、進行管理の目的に即した適切な設定対象と設定内容を検討する。
図表 Ⅳ‑25

総合計画の進行管理の評価対象と数値目標設定の考え方

評価対象

特性

数値目標設定の考え方

政策（施策体
系の大・中
項目）

アウトカム指標による目標設定は可能だ
が、対象領域が大きく単独指標での分析
は困難な場合が多い

複数の指標（構成施策の指
標など）を用いて分析

施策（施策体
系の小項目）

アウトカム指標による目標設定が可能な
場合が多い

出来る限りアウトカム指標
により分析

事務事業

対象領域が限定されるためアウトカム指
標による目標設定は困難な場合も少なく
ない

アウトプット指標による分
析を基本とし、アウトカム
指標は適宜活用

＊実践にあたっての留意事項
・行政内部での進行管理においては、原則として全ての構成要素に数値目標を設定する。
・計画書に掲載する数値目標については、計画策定主体や目標値の位置づけ、その実現手段とな
る事業の実行性などをふまえて別途適切に設定する。
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＜参考事例：厚木市
（神奈川県）
＞ 基本計画の全施策に市民満足度と客観的数値目標の両方を掲載
■概要
＜参考事例：厚木市（神奈川県）＞ 基本計画の全施策に市民満足度と客観的数値目標の両方を掲載

・基本計画の 29 の基本施策について、
「施策の達成目標」として客観的な数値目標と、施策領域に
■ 概要
対する市民の評価度合いを示す、アンケート調査に基づく「市民満足度」の両方を掲載している。
・基本計画の 29 の基本施策について、「施策の達成目標」として客観的な数値目標と、施策領
域に対する市民の評価度合いを示す、アンケート調査に基づく「市民満足度」の両方を掲載
■特徴
している。
・原則としてアウトカム指標で、基本施策を構成する単位施策と概ね同数設定している。
・これらの指標は、施策を対象に実施している総合計画進行管理に活用されている。
■ 特徴
・原則としてアウトカム指標で、基本施策を構成する単位施策と概ね同数設定している。
図表 Ⅳ‑26 施策の達成目標の例
・これらの指標は、施策を対象に実施している総合計画進行管理に活用されている。
図表 IV-26 施策の達成目標の例

出典）厚木市「第九次厚木市総合計画
『あつぎ元気プラン』」
出典）厚木市「第 9 次厚木市総合計画
『あつぎ元気プラン』」

＜参考事例：滝沢村
（岩手県）
＞ 基本構想に行政と住民の役割分担の目標として
「目指そう値」を掲載
＜参考事例：滝沢村（岩手県）＞ 基本構想に行政と住民の役割分担の目標として「目指そう値」を掲載
■概要
■ 概要
・基本構想を地域社会の将来の姿を表す地域社会計画として位置づけ、策定主体を行政のみでは
・基本構想を地域社会の将来の姿を表す地域社会計画として位置づけ、策定主体を行政のみで
なく住民も含めた地域社会全体と明確に位置づけている。
はなく住民も含めた地域社会全体と明確に位置づけている。
・
基本構想が目標とする地域社会像を実現するための具体的条件を
47 の「最適化条件」に分解し、
・基本構想が目標とする地域社会像を実現するための具体的条件を
47 の「最適化条件」に分解
それぞれの数値目標を「めざそう値」として基本構想に掲載している。
し、それぞれの数値目標を「めざそう値」として基本構想に掲載している。
■ ■特徴
特徴
・基本構想が地域社会全体の公共計画であることを明確にし、数値目標も行政のみではなく住民
・基本構想が地域社会全体の公共計画であることを明確にし、
数値目標も行政のみではなく住民
も含めた地域社会全体で達成を目指すものとして位置づけている。
も含めた地域社会全体で達成を目指すものとして位置づけている。
・指標は原則としてアウトカム指標が設定されている。
・指標は原則としてアウトカム指標が設定されている。
・
「めざそう値」の到達状況は、役割分担による取り組みの目安とすべく毎年公表される。
・「めざそう値」の到達状況は、役割分担による取り組みの目安とすべく毎年公表される。
図表
Ⅳ‑27
図表
IV-27 施策の達成目標の例
施策の達成目標の例

出典）滝沢村「第５次滝沢村
出典）
滝沢村
総合計画・基本構想」

「第５次滝沢村総合計画・基本構想」
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② 外部評価導入と適切な評価対象の設定による有効性の高い進行管理の仕組
みの確立
(ア)

取り組みの概要

・計画の進行管理を適切に行い、その結果に基づいて、次年度予算への反映など計画の運用
② 外部評価導入と適切な評価対象の設定による有効性の高い進行管理の仕組みの
の改善を行うことが必要である。このため、計画の実績を評価し、評価結果に即した改善
確立
（ア） 取り組みの概要
方針を検討・策定する進行管理の仕組みを構築することが必要である。
・計画の進行管理を適切に行い、その結果に基づいて、次年度予算への反映など計画の運
・その際、信頼性と透明性の高い進行管理を行うため、外部評価の仕組みを導入することが
用の改善を行うことが必要である。このため、計画の実績を評価し、評価結果に即した

望ましい。

改善方針を検討・策定する進行管理の仕組みを構築することが必要である。

・外部評価にあたっては、効率性と有効性の高い評価を行うため、施策・事業の位置づけや
・その際、信頼性と透明性の高い進行管理を行うため、外部評価の仕組みを導入すること

性質をふまえて、第三者のチェックが必要な施策・事業を明確にした上で実施する。
が望ましい。

・外部評価にあたっては、効率性と有効性の高い評価を行うため、施策・事業の位置づけ

(イ) や性質をふまえて、第三者のチェックが必要な施策・事業を明確にした上で実施する。
取り組みの狙いと期待される効果
■ 総合計画進行管理の透明性、信頼性の向上
（イ） 取り組みの狙いと期待される効果

・外部評価を導入することで、透明性、信頼性の向上が図られるとともに、外部評価の実施
■総合計画進行管理の透明性、信頼性の向上

を通じて進行管理結果の市民の認知度の向上が図られる。

・外部評価を導入することで、透明性、信頼性の向上が図られるとともに、外部評価の実
施を通じて進行管理結果の市民の認知度の向上が図られる。

■ 総合計画進行管理と改善の質の向上
■総合計画進行管理と改善の質の向上
・第三者の意見の活用により、総合計画の成果の分析と、分析結果をふまえた計画運用の改
・第三者の意見の活用により、総合計画の成果の分析と、分析結果をふまえた計画運用の
善策の検討の質の向上が図られる。
改善策の検討の質の向上が図られる。

(ウ)

取り組みの具体的な内容

（ウ） 取り組みの具体的な内容

■ 外部評価導入による成果の評価・分析方法

■外部評価導入による成果の評価・分析方法

・限られた時間の中で効率的に審議を行うため、数値目標と、数値に現れない実績や効果の
・限られた時間の中で効率的に審議を行うため、数値目標と、数値に表れない実績や効果
定性的評価も加味した担当課による成果分析・改善方針案を作成し、その妥当性を外部評
の定性的評価も加味した担当課による成果分析・改善方針案を作成し、その妥当性を外
部評価機関が審議する方法が想定される。この際、すべての施策、事業を外部評価機関
価機関が審議する方法が想定される。この際、すべての施策、事業を外部評価機関が評価
が評価することは多くの時間と労力を要するため、重要性の高い施策・事業に外部評価
することは多くの時間と労力を要するため、重要性の高い施策・事業に外部評価の対象を
の対象を絞るなど、負担と効果のバランスを検討し、適切な評価対象の範囲を設定する。

絞るなど、負担と効果のバランスを検討し、適切な評価対象の範囲を設定する。
図表 Ⅳ‑28 外部評価を導入した進行管理の一般的な流れ
図表 IV-28 外部評価を導入した進行管理の一般的な流れ
第一段階： 指標による評価

行政（ 各担当課）

第二段階： 質的評価による調整

担当課による成果分析･
改善方針案の決定

行政内部の横断的組織等による
チェック・調整

外部評価機関による審議、提言
行政（ 各担当課）

提言を踏まえた成果分析・改善方針の最終案の決定
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＊実践にあたっての留意事項
・外部評価機関は、適切な審議が可能な有識者を中心に構成することが想定されるが、併せて可

＊実践にあたっての留意事項
能な限り市民の参画機会を設けることが望ましい。
・外部評価機関は、適切な審議が可能な有識者を中心に構成することが想定されるが、併せて可
・施策・事業を網羅的に対象とすることが望ましいが、審議負担が多大となるため、重要なもの
能な限り市民の参画機会を設けることが望ましい。

に対象を絞り、半分ずつ２年で審議するといった方法も想定される。

・施策・事業を網羅的に対象とすることが望ましいが、審議負担が多大となるため、重要なもの
に対象を絞り、半分ずつ２年で審議するといった方法も想定される。

■ 評価・分析結果の改善への活用のあり方
■評価・分析結果の改善への活用のあり方
・実績の評価・分析結果は、施策・事業の実施内容、方法の改善に活用する。
・実績の評価・分析結果は、施策・事業の実施内容、方法の改善に活用する。
・具体的には次年度の予算に反映することが基本であり、評価・分析結果において取り組み
・具体的には次年度の予算に反映することが基本であり、評価・分析結果において取り組
を拡充すべきとされたものや取り組みを縮小すべきとされたものは、次年度予算において
みを拡充すべきとされたものや取り組みを縮小すべきとされたものは、次年度予算にお
その方向性をふまえた予算措置を行う。
いてその方向性をふまえた予算措置を行う。
・このように、総合計画進行管理の結果をふまえた予算措置を行うことを予算編成における
・このように、総合計画進行管理の結果をふまえた予算措置を行うことを予算編成におけ
手順・ルールとして確立することで、評価・分析結果の改善への具体的な活用を図ってい
る手順・ルールとして確立することで、評価・分析結果の改善への具体的な活用を図っ

くことが想定される。
ていくことが想定される。
図表 Ⅳ‑29
IV-29 進行管理結果と予算編成への反映の一般的な年間スケジュールのイメージ
進行管理結果と予算編成への反映の一般的な年間スケジュールのイメージ
図表
４月

行政内部の評価

評価表作成
準備

６月

８月

所管課評価 庁内
案決定
評価案

外部評価
予算編成（毎年）

10月

提言への対
応方針検討

12月
成果分析結果をふまえ
た改善の取りまとめ

２月
評価・改善方針と
予算への反映結
果の公表

審議・提言の作成

・事業査定

事業計画の検討

・予算要求 ・予算編成

＊実践にあたっての留意事項
＊実践にあたっての留意事項
・外部評価機関の提言をふまえた改善方針は、抽象的な考え方に留まらず、具体的に事業の構成、
・外部評価機関の提言をふまえた改善方針は、抽象的な考え方に留まらず、具体的に事業の構成、
内容、実施手法などに反映し、公表することが必要となる。
内容、実施手法などに反映し、公表することが必要となる。

・提言に対し、具体的な対応が不要または困難な場合は、反映結果の公表の際にその理由を明確
にすることが必要となる。

・提言に対し、具体的な対応が不要または困難な場合は、反映結果の公表の際にその理由を明確
にすることが必要となる。
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＜参考事例：弘前市（青森県）＞ 実行計画のめざす姿を対象とした第三者評価
＜参考事例：弘前市（青森県）＞ 実行計画のめざす姿を対象とした第三者評価
■概要
■ 概要

・・基本構想の実行計画であるアクションプランの「約束」（一般的な施策体系の大項目に相当）
基本構想の実行計画であるアクションプランの「約束」
（一般的な施策体系の大項目に相当）及
びその構成施策を対象として、有識者と公募市民からなる市民評価会議による審議を実施して
及びその構成施策を対象として、有識者と公募市民からなる市民評価会議による審議を実施
いる。
している。

■特徴
■ 特徴
市民の実感や専門家の視点からアクションプランの
・・市民評価会議は行政の自己評価を参考に、
市民評価会議は行政の自己評価を参考に、市民の実感や専門家の視点からアクションプランの
内容や取り組み状況を評価している。
内容や取り組み状況を評価している。
年度は「約束」を中心として評価・提言を行い、平成2424
年度は「約束」のほか、構成
・・平成
平成 2323
年度は「約束」を中心として評価・提言を行い、平成
年度は「約束」のほか、構成す
する個別施策の一部を選定し内容に踏み込んだ評価を行っている。
る個別施策の一部を選定し内容に踏み込んだ評価を行っている。
・アクションプランは毎年度進行管理の結果をふまえて内容を追加、修正することとされており、
・アクションプランは毎年度進行管理の結果をふまえて内容を追加、修正することとされており、
市民評価会議の検討結果は、次年度のアクションプランの「主な変更点」の部分に、第三者評
市民評価会議の検討結果は、次年度のアクションプランの「主な変更点」の部分に、第三者評
価の提言を受けて変更を行った旨と共に記載している。
価の提言を受けて変更を行った旨と共に記載している。
図表 IV-30 弘前市における総合計画進行管理の流れ

図表 Ⅳ‑30

弘前市における総合計画進行管理の流れ

出典）弘前市市民評価会議「平成 24 年度弘前市アクションプラン第三者評価報告書」

出典）弘前市市民評価会議「平成 24 年度弘前市アクションプラン第三者評価報告書」

＜参考事例：江東区＞ 施策を対象とした第三者評価を２か年で実施
＜参考事例：江東区＞
施策を対象とした第三者評価を 2 か年で実施
■ 概要
・基本計画の 35 施策（一般的な施策体系の中項目に相当）及びその構成個別施策を対象として、

■概要
有識者と公募区民からなる外部評価委員会による評価を実施している。

・基本計画の 35 施策（一般的な施策体系の中項目に相当）及びその構成個別施策を対象として、
有識者と公募区民からなる外部評価委員会による評価を実施している。
■ 特徴
・外部評価委員会は行政の自己評価の妥当性を評価するとともに、施策展開の見直しについても
提言を行っている。
■特徴
委員会を３つの班に分けて分担することに
・・毎年半分ずつ２年間かけて全施策を評価すること、
外部評価委員会は行政の自己評価の妥当性を評価するとともに、施策展開の見直しについても
より、各施策に十分な時間をかけて評価を行っている。
提言を行っている。
・・委員会の提言を区の最終評価に反映させ、その評価を受けて区は評価実施年度の次年度予算
毎年半分ずつ２年間かけて全施策を評価すること、委員会を３つの班に分けて分担することに
を編成する。予算編成後の年度末に予算への反映結果を委員会に報告することで改善の実効
より、各施策に十分な時間をかけて評価を行っている。
性を高めている。
・委員会の提言を区の最終評価に反映させ、その評価を受けて区は評価実施年度の次年度予算を
編成する。予算編成後の年度末に予算への反映結果を委員会に報告することで改善の実効性を
図表 IV-31 進行管理（評価）結果に対する対応状況の報告、公表の例
高めている。
図表 Ⅳ‑31

進行管理（評価）結果に対する対応状況の報告、公表の例

出典）江東区外部評価委員会「平成 24 年度外部評価結果報告書」

出典）江東区外部評価委員会「平成 24 年度外部評価結果報告書」
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2 − 2．総合計画の実践例
・２－１で提示した手法は、今後の総合計画において主要な論点となる側面について具体
的な対応の方向性を提示したものである。
・実際の総合計画の策定においては、これらの手法に示したような工夫をＰＤＣＡの局面
ごとに組み合わせて導入し、総合計画全体の質を高めることが想定される。
・この際、ＰＤＣＡのどの局面にどのような工夫を行うべきかは、総合計画をどのような
全体コンセプトに沿って策定するかによって定まる。
・総合計画の全体コンセプトは、地域特性や地域の関係主体の思いなど、市町村によって
異なる。
・そこで、最後に総合計画の全体コンセプトの例を設定し、それぞれのコンセプトに沿っ
た実践的な総合計画全体のマネジメントのあり方を示すこととする。
・具体的には、計画の位置づけを視点として、住民との協働を特に重視する観点から基本
構想を公共計画とするコンセプト（例１）と、その対極の例として総合計画のすべての
計画を行政計画とするコンセプト（例２）を提示する。さらに、計画の効果的、効率的
な運用を特に重視する観点から、計画の機動性とメリハリを重視した計画とするコンセ
プト（例３）を例として提示する。
図表 Ⅳ‑32

総合計画の全体コンセプトの例

例 1：基本構想を地域社会全体で責任を負う公共計画とする場合
例 2：総合計画の全計画を原則として首長を長とする行政が責任を負う行政計画とする場合
例 3：総合計画を機動性とメリハリを重視した計画とする場合
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例 1：基本構想を地域社会全体で責任を負う公共計画とする場合
■基本的考え方
・地域づくりの基本的な方向性と目標を示す計画（基本構想）を、行政だけでなく地域社会全体
で取り組み、その目標の達成に責任を負う公共計画として策定する。
・上記以外に、行政の責任を明確にするため、行政が責任をもって実施する施策、事業を示す計
画（基本計画、実施計画）を行政計画として策定する。

■個別の局面ごとの策定方針
①Plan
（計画の策定）
■公共計画と行政計画からなる計画体系
・総合計画の構成と各計画の位置づけを以下のとおりとする。
図表 Ⅳ‑33

公共計画と行政計画からなる総合計画の計画体系の例

種類

概要

位置づけ

基本構想

地域づくりの基本的な理念や施策展開の基
本的方向性、目標、関係主体の役割を示す

地域社会全体が策定主体とな
り、その目標の実現に責任を
負う公共計画

基本構想の目標の実現手段となる具体的な
施策・事業を示す。基本計画のみにこれら
基本計画・
行政が策定主体となり、その
をすべて位置づける場合と基本計画（施策）
、
実施計画
実施に責任を負う行政計画
実施計画（事業）に分けて策定する場合が想
定される。
■各計画の位置づけをふまえた策定プロセス
・公共計画として位置づける計画は議会の議決を経て策定される。
・行政計画として位置づける計画は必ずしも議会の議決を必要としない。
・全ての計画において市民意見の反映を重視するが、公共計画については、市民が主体として
計画策定に参画することを必須とする。

②Do
（計画の運用）
■地域一体となった施策・事業の推進体制
・公共計画には関係主体の役割を明記するとともに、その実現手段となる行政計画についても、
行政が責任を負うことを前提とする。しかし市民などの関係主体に期待する役割や協働の具
体的な方法や体制なども明確にする。

③Check、Action
（計画の進行管理）
■目標の実現状況と課題、改善方針の地域社会における共有
・公共計画の目標の実現状況と課題について、広く地域社会に公表、共有し、地域社会一体と
なった取り組みの改善方針を策定する。
・公共計画の目標の実現手段となる施策・事業についても、その実績を公表し、市民の意見を
ふまえた改善方針を策定する。
・また公共計画の場合、アウトプット（活動）指標により目標値を設定する場合は、行政だけ
でなく、市民が事業者、団体など、担い手ごとの活動量の目標を設定する。
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例 2：総合計画を原則として首長を長とする行政が責任を負う行政計画とする場合
■基本的考え方
・総合計画を行政計画の最上位計画として位置づけ、行政が責任をもって実施する施策、事業を
示し、その進行管理を適切に行うことを目的として策定する計画とする。
・計画の策定及び実施の最終的な責任は首長が負うこととし、首長の任期との連動性が確保され
た計画とする。

■個別の側面ごとの策定方針
①Plan
（計画の策定）
■首長の任期との連動性を重視した計画体系・計画期間
・計画の策定及び実施の責任は首長が負うことを明確にし、その任期と連動した計画運用を前
提として最適な計画体系、計画期間を設定する。
・例えば、首長任期２期８年を想定した計画とする場合、以下のような計画体系、計画期間が
想定される。
図表 Ⅳ‑34

首長任期２期８年との連動性を確保した計画体系・計画期間の例

種類

概要

計画期間

基本構想また
は基本計画

地域づくりの基本的な理念や施策
展開の基本的方向性、目標を示す

概ね 10 年とする（首長任期満了時の残
余期間は新計画策定のための調整期間
とする（注）
）

基本計画また
は実施計画

上記計画期間の中期計画として具
体的な施策・事業を示す

概ね 5 年とする（首長任期１期満了時
の残余期間は新計画策定のための調整
期間とする（注）
）

注）下図に示すとおり、計画期間に首長任期よりも１、２年余裕を持たせ、必要に応じ調整期
間として活用する。こうした調整が不要な場合は下図に示すとおり期間内に更新していく。
図表 IV-5 首長任期と連動した計画策定サイクルのイメージ（計画期間を重複させる場合）

図表 Ⅳ‑35

1

2

首長任期と連動させる場合の計画策定サイクルのイメージ（再掲）

3

4

5

6

7

8

9

10

11〜

基本構想
前期基本計画

首長任期

調整
期間

展望計画
後期基本計画

首長任期

調整
期間

次期基本構想
次期基本計画

首長任期

■各計画の位置づけをふまえた策定プロセス
・全ての計画は行政計画であることから、議会との調整は当然ながら必要となるが議決を必須
とはしない。
・全ての計画は市民意見の反映を重視するが、内容は行政が主体的に策定する。
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②Do
（計画の運用）
■財政の裏付けの確保など責任をもって実施する施策・事業を位置づける
・首長がその任期中に責任をもって実施する計画としての位置づけをふまえ、具体的な施策・
事業を位置づける基本計画または実施計画については、財政の裏付けや推進体制の確立など、
実現性が担保された施策・事業のみを位置づける。

③Check、Action
（計画の進行管理）
■客観性・中立性が確保された評価と評価結果の公表
・責任をもって実施することとした施策・事業の実施状況と目標とした成果の達成状況と改善
方針について、客観性・中立性が確保された評価手法、評価体制を確立し、その結果を公表
することとする。
・総合計画の目標値としてアウトプット（活動）指標により目標値を設定する場合は、基本的
に行政が実施する活動の量を対象として設定する。
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例３：総合計画を機動性とメリハリを重視した計画とする場合
■基本的考え方
・総合計画を、社会経済環境の変化に柔軟かつ機動的に対応できるものとする。
・また、総花的で力点が分かりにくく、すべての施策・事業の実現性が十分担保されていない計
画とならないように、選択と重点化を重視した計画とする一方、計画に位置づける施策・事業
はその実現性を確実に担保する。

■個別の側面ごとの策定方針
①Plan
（計画の策定）
■機動性とメリハリを重視した計画体系・計画期間
・計画の機動的な運用を重視し、以下の例に示すとおり具体的な施策・事業を示す３～５年程
度の計画（重点施策・事業の計画）による行政運営を基本とし、さらに必要に応じて計画期
間中の改定を行う。
・なお、中長期的なまちづくりの方針については、従来と同様の計画期間を有する基本構想を
策定する場合と、上記の重点政策・事業の計画に中長期的な地域づくりの方針も定め、改定
の際に必要に応じて見直していくこととし、基本構想は策定しないことも想定される。
図表 Ⅳ‑36

機動性とメリハリを重視した計画体系・計画期間の例

種類

概要

計画期間と見直しの方針

市民との共有を目的として地域づくり
基本構想（注） の基本的理念や施策展開の基本的方向
性のみを示す

地域づくりの大方針として長期の
計画期間とする

重点施策・
事業の計画

３～５年程度とし、必要に応じ計
画期間中の改定を行う

行政が責任をもって実施する重要な施
策・事業のみを示す

注）前述のとおり、重点政策・事業の計画に中長期的な地域づくりの方針を定め、基本構想は
策定しない場合もあり得る。
図表 Ⅳ‑37

機動性とメリハリを重視した計画の計画期間のイメージ

図表 I V- 37 機動性とメリハリを重視した計画の計画期間のイメージ
まちづくりの大方針として長期の計画期間を設定

基本構想
重点施策・事業
の計画
３〜５年程度の計画期間とし、機動的に見直し
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■各計画の位置づけをふまえた策定プロセス
・具体的な施策・事業を示す３～５年程度の計画については、機動的な策定、運用を重視する
観点から行政が主体的に策定し、議会の議決の対象としない。
・併せて基本構想を策定する場合は、市民の参加機会の充実など市民の意見反映を重視して策
定し、議会の議決を経て策定する。

②Do
（計画の運用）
■重要かつ優先的に実施する施策・事業のみを位置づけ、実現性を担保する
・行政分野を網羅的に対象とするのではなく、地域づくりにおいて重要かつ優先的に実施する
施策・事業のみを計画に位置づける。
・計画に位置づけた施策・事業は、その位置づけをふまえ計画期間中に必ず実現するものとし、
財政的な裏付けや推進体制など実現性を確実に担保する。

③Check、Action
（計画の進行管理）
■個々の施策・事業の成果の分析と必要に応じた計画の見直し
・重点施策・事業の計画であるため、個々の施策・事業の詳細な分析・評価を行う。
・目標とした水準の成果が得られなかった阻害要因や目標達成のために必要な条件などを明ら
かにし、こうした分析結果をふまえた目標達成のために行うべき施策・事業の改善の方針の
検討を重視し、計画内容に見直すべき点があれば計画の部分的または全面的な改定を行う。
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