
資料編

資料 ２　多摩・島しょ地域自治体における行政課題
～本編第 ５章　多摩・島しょ地域自治体はAI・RPAをどう活用すべきか～
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２ － １ 　政策分野の課題
（ 1）調査方法

本編図表 ５－ 6における10の政策分野について、調査方法を以下に示す。

・多摩・島しょ地域の中核市、町、村から各 １自治体を抽出した。

・さらに、一般市は自治体数が多いため、人口が最多・平均・最少の ３自治体を選出し、合

計 ６自治体を対象とした。

・対象自治体の総合計画等を確認し、政策分野における共通課題を抽出した。

（資料編）図表 ２－ １　 ６自治体における政策分野の課題
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２ － １ 　政策分野の課題 ２－ ２　現場の課題
（ 1）調査方法

本編図表 ５－ 7における ２つの現場の課題について、調査方法を以下に示す。

ここでは、国が指摘する自治体の行政改革に関わる課題が、多摩・島しょ地域においても

該当するかを確認するため、 ４自治体について行政改革に関わる計画書等（行政改革大綱や

行政改革推進プラン）を調査した。

・政策分野の課題を抽出した 6自治体のうち、行政改革に関わる計画書等の記載レベルが同

程度の ４ 自治体を選定（中核市及び一般市の人口が最多・平均・最少の自治体）。

・対象自治体の行政改革に関わる計画書等（行政改革大綱や行政改革推進プラン等）の上位

方針、方策、実施内容を確認し、現場の業務における共通課題を抽出した。

（資料編）図表 ２－ ２　 ４自治体における現場の課題①

１ ）行政改革の取組方針の確認

　①�政府の「デジタル・ガバメント実行計画」（※ １）と「自治体戦略２０４０構想研究会」（※ ２）では、自

治体行政の課題を「業務生産性の向上」・「住民サービスの向上」の ２点を指摘している。

文書名 掲載箇所 業務生産性の向上 住民サービスの向上

デジタル・ガバメント
実行計画

P52　地方公共団体にお
けるデジタル・ガバメン
トの推進

効果・効率的な行政運営
利用者中心の行政サービ
スの提供

自治体戦略2040
構想研究会

P4　自治体行政の標準化
の必要性

執行体制の簡素化・効率化 利便性向上

（※１）2018年７月20日　デジタル・ガバメント閣僚会議決定
（※２）2018年７月　自治体戦略2040構想研究会公表
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　②�自治体の政策分野に共通的な「現場の課題」を確認するため、 ４自治体の行政改革に関わる計画書等

から取組方針を抽出した。

自治体 八王子市 町田市 青梅市 羽村市

文書
第8次

行財政改革大綱

町田市５ヵ年計画
17-21（行政経営
改革プラン）

行財政改革
推進プラン

第六次行財政改革
基本計画
（行政改革）

行政改革の
取組方針

・�多様な担い手との
連携強化
・�市民基点のマーケ
ティング力の強化
・政策力の強化
・効率性の強化

・�市役所の生産性の
向上
・�公共施設における
行政サービス改革

・�効果的・効率的な
行政システムの推
進
・�簡素で活力ある組
織と人材の育成
・財政基盤の確立

・�社会経済情勢や市
民ニーズに合った
行政サービスの展
開
・�効果的、効率的な
事務事業の推進
・�多様な担い手との
連携
・�人材育成と機動的
な執行体制の確保

　③�上記②の各取組方針のうち、「業務生産性の向上」・「住民サービスの向上」に関するものを抽出した。

各自治体は、「業務生産性の向上」・「住民サービスの向上」に関する取組を計画（下線部）していた。

自治体 八王子市 町田市 青梅市 羽村市

文書
第8次

行財政改革大綱

町田市５ヵ年計画
17-21（行政経営
改革プラン）

行財政改革
推進プラン

第六次行財政改革
基本計画
（行政改革）

行政改革の
取組方針

・�多様な担い手との
連携強化
・�市民基点のマーケ
ティング力の強化
・政策力の強化
・効率性の強化

・�市役所の生産性の
向上
・�公共施設における
行政サービス改革

・�効果的・効率的な
行政システムの推
進
・�簡素で活力ある組
織と人材の育成
・財政基盤の確立

・�社会経済情勢や市
民ニーズに合った
行政サービスの展
開
・�効果的、効率的な
事務事業の推進
・�多様な担い手との
連携
・�人材育成と機動的
な執行体制の確保
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（資料編）図表 ２－ ３　 ４自治体における現場の課題②

１ ）業務内容から取組方針を確認

　①�前項で抽出した取組方針の内容を検証するため、各自治体の取組方針について「方策」と「主な実施

内容」を確認した。

　②�４ 自治体ともに現場の課題として「業務生産性の向上」・「住民サービスの向上」を掲げていることを

確認した（下線部）。

自治体
八王子市 財政マネジメントサイクル（行政評価システム）の強化

選択・集中型の資源配分による効果・効率的な事業展開の推進
受益者負担の適正化
遊休地の利活用・売却
地域情報、協働情報の共有化と活用
各種統計調査等、データの活用検討
組織・事業間の連携強化
自治体間連携の推進
提案型広報の推進
市民満足度調査、市民アンケート、市政世論調査等の効果的な活用
様々な情報通信手段を活用した情報収集機能の強化
新会計制度の考え方を踏まえた事業別施設別行政コスト計算書の作成と活用
事業の成果分析による資源配分の適性性評価（選択と集中）
公共データの民間開放（オープンデータの推進）

町田市 市役所業務の生産性の向上
職員定数の削減
公用車運転業務の見直し
学校給食業務の見直し
学校事務業務の見直し
公共施設再編の推進
行政窓口及びコミュニティセンターのあり方の見直し
文化芸術施設のあり方の見直し
図書館のあり方の見直し
文学館のあり方の見直し

青梅市 市民本位の行政サービスの推進 窓口応対市民アンケートの実施
申請・届出書類の見直し

公民の協働による市政の推進 協働の推進
協働団体との連携強化
「青梅ブランド」商品開発プロジェクトの支援
「おうめものづくり支援事業」の創業支援への活用
公民の協働による外国人が訪れやすいまちづくり
ボランティアセンターとの連携
民間企業との連携による移動販売の拡充
若い世代に対する出会いの場の支援

透明で公正な行政の確立 各種審議会等における公募委員等の登用の推進
透明性の高い契約制度の推進
情報公開制度の見直し

事務事業の見直し 地方公会計制度を踏まえた行政評価の実施
補助金等の見直し
民間事業者を活用した業務コストの削減
職員提案制度の活用

子育てしやすい魅力的なまちづくりの推進子育て支援の拡充
民間保育施設・学童保育所における待機児童の解消
「おうめ版子育てアプリ」の導入
外国人に対する子育て支援

広域的な連携 西多摩地域広域行政圏協議会との連携
災害への対応 避難所運営マニュアルにもとづく訓練の実施

防災ハンドブックの更新
消防活動における支障の排除

市民に必要な情報の活用と発信 ホームページ等を活用した更なる情報の発信
データの公開促進

羽村市 PDCAサイクルによる経営監理システムの運用
広域連携による効率的な行政サービス
市のマーケティング力の強化
情報発信力の強化
ICTを活用した行政手続き等に関するサービスの提供

取組方針 方策 主な実施内容
効率性の強化 コスト意識の徹底強化

行政における連携強化

効果的・効率的な行政シス
テムの推進

効果的、効率的な事務事業の推進

社会経済情勢や市民ニーズに合った行政サービスの展開

市民基点のマーケティング
力の強化

情報収集力の強化

分析力の強化

市役所の生産性の向上 １．業務の流れ、やり方を抜本的に革新
するBPR
２．民間活力やICTによる市役所組織の
スリム化

公共施設における行政サー
ビス改革

１．公共施設の量、機能、コストの最適
化

業
務
生
産
性
の
向
上

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
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