
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■来年度からの実施計画  
…行財政運営には“住民福祉の向上を実現するため”
の中長期的な視点で体系的に作る大きな目標や方向性
が必要です。東大和市においても、構想期間を２０年
とする『基本構想』を最上位の都市像とし、その実現
のために策定される計画期間を１０年間とする『基本
計画』、そして『基本計画』の実行性を確保するために
施策の内容を３年単位で具体化した『実施計画』を策
定し、それに基づき行財政運営を行っています。そし
て、『実施計画』については、３年間を計画期間としな
がらも、より現実的なものとするために毎年見直しを
行います。 
…今年も来年度からの実施計画が 11 月 13 日に公表さ
れましたが、今年公表された実施計画は令和３年度～
４年度と２年間のものとなっていました。その理由に
ついて市は「これまで実施計画では、今後３年間の主
要事業や財政収支の見直し、財源確保の取組み等につ
いて、毎年度見直しをして策定してきた。しかし令和
２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による緊
急事態宣言の発令に伴い、実施計画策定の時期に職員
の出勤が制限され、全庁的に優先順位をつけた業務の
遂行を求められたことや、その職員体制の中で新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止対策など新たな業
務に対応することが求められたことなどから、毎年度
行っている実施計画の見直し作業が困難な状況となっ
た。」とし、今回の公表された実施計画の主な内容につ
いては下記のとおりとされました。 
 
【令和２年度実施計画の主な内容】 
 
①主要事業及び経常的財政収支（通常の行政運営で必ず

行わなければならない事業と通常入ってくる市の収入の
収支）については、昨年度作成した実施計画（令和２年
度～４年度）に掲載した内容を引き続き掲載した。なお、
一部の事業について、金額の時点修正をおこなっている
ものもある。 

 
②掲載した主要事業は、今後、予算編成作業において、実

施の可否を含めた精査を行う。 
 
③市財政の現状の記載内容については、見やすさ、わかり

やすさの向上を図るため、内容の見直しを行った。 
 
…①に書かれている“金額の時点修正”を行っている
事業について確認したところ「東大和市立学童保育所
運営委託事業」の１事業のみ（前年度より約 1,000 万
円／年減額）で、その他の事業には変更はありません
でした。また、②の内容は“実施計画には計上したが、
予算編成の時点では実施しない可能性もある”とも読
み取れるため、今年度公表された実施計画については
「実施をするかどうか確定していないが、予定してい
る実施したい計画」ともいえると思います。 
 
 

公表された東大和市実施計画（令和３年度～４年度） 

わかりやすく改善、工夫されたが… 
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…また、③の“見やすさとわかりやすさ”という点に
ついては、毎年実施計画の最後に示される「市財政の
現状」の部分が大きく変更、改善されました。通常は
様々な財政指標について文書とグラフなどで示され
ていましたが、今回は A3 という大きな紙面を使用し、
様々な指標の関連や、その指標が示す意味や市の認
識、また「億単位」の様々な決算額を「万単位」で示
し、家計で言うところの支出の種類で表すなど、より
身近な感覚で市財政状況を理解できるような工夫も
されていました。 
…さらに、東大和市の財政状況が近隣他市と比較して
どのような状況なのかがわかるよう、多摩 26 市の平
均値と東大和市の決算値を比較したような分析も加
えられたことにより、今後、東大和市はどのような工
夫や努力をしなければならないのかということもわ
かりやすく示されたものとなっています。 
 
■ここ近年で最も厳しい財政状況 
…東大和市の直近（≒最新）の財政状況を確認できる
ものは昨年度の決算です。その結果や内容から今後の
見通しや予算を立てるのですが、昨年度の“実質単年
度収支”は 5 年ぶりに赤字という結果になり、その赤
字額は 4 億 2,600 万円。前回の実質単年度収支が赤字
だったのは、平成 26 年度決算で約 4,200 万円の赤字
だったため、昨年度の実質単年度収支の赤字額は前回
の約 10 倍となっています。 
 
◆実質収支＝歳入総額 － 歳出総額 
 
◆実質単年度収支＝実質収支から前年度繰越額、基金
（≒貯金）の積み立てや取崩しなどの要素を控除したもの 
 
…また、財政構造の弾力性を表す“経常収支比率”に
ついても過去 10 年と比較しても最悪の結果の 96.6％
となり、前年度より 2.2％もアップしてしまいました。 
（過去 10 年で最悪だった数値は平成 21 年度の
95.7％）この経常収支比率は市税や国や東京都からの
交付金など経常的に入ってくる収入に対する経常的
支出（人件費や扶助費など経常的に必要な経費）の割
合を示すもの。経常収支比率が高いと、普通の事業以
外に何かを行う余裕がないということになり、新規事
業や道路や学校、公園などの整備といった特別な事業
＝投資的事業などのために使用する財源が少なくな
っているということになります。そして、市の説明に
よると昨年度の経常収支比率が上昇した主な要因は  
①包括施設アンド管理業務委託料の増  
②納税管理及び聴取補助等業務委託料の増  
③下水道事業と介護保険事業特別会計への繰出金の増  
④小平・村山・大和衛生組合負担金の増  
とのことでした。 

（裏面に続く） 
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                     
 

◆依存財源（住民一人当たり決算額）  
※国や東京都からの交付金や借金など   
東大和市：21 万 904 円  
多摩 26 市の平均：18 万 1029 円 
 
…市民一人あたりの歳入決算額は東大和市が 39 万
1,528 円、多摩 26 市平均が 39 万 50 円と大差がない
中、自主財源割合については、東大和市が 49.7％、多
摩 26 市平均が 55.2％となっており、東大和市は国や
東京都の財源に依存している割合が平均より高い状
況です。 
…また、住民一人当たりの決算歳出について多摩 26
市平均と比較すると、 
 
◆東大和市は人件費や扶助費（生活保護費や児童手当

等）や交際費などの義務的経費の占める割合が高い 
（東大和市 54.3％    26 市平均 50.3％） 
※特に扶助費の占める割合が高い。 
（東大和市 35.7％ 26 市平均 31.5％） 

 
◆東大和市は投資的経費の占める割合が低い 

（東大和市 3.3％ 26 市平均 9.4％） 
 
という結果に。「限られた予算の中で、投資的事業へ
配分する財源が不足しているのに、今後、公共施設等
総合管理計画における老朽化対策等によりその増額
が見込まれる」と市は今後について危機感を示してい
ます。 
■市民と理解を共有した“その先”に 
…そのほか、今回の実施計画では「将来見込まれる主
な財政課題と負担額」と「新型コロナウイルス感染症
の影響見込み」についても明記し、今後の市財政の余
裕のなさを従来以上に伝えようとしている感が…。 
…そして市は「今後も住民福祉の向上を図るための新
たな課題等に対応するための財源が必要で、 持続可
能な自治体経営のための財政基盤の確立に向けて限
られた財源を有効に活用していくことを考えている
が、厳しい財政状況は続くものと考え以下の取組みを
進める。」としています。 
 
◆行政改革の推進による適正な歳入の確保、歳出の縮減  
◆効果的・効率的な事務事業の実施  
◆民間活力の導入  
◆公共施設等総合管理計画に基づく公共施設等の最適

化や予算の平準化  
◆優先度を踏まえた事業の縮小や廃止等による事業の最

適化  
…今回の実施計画は“市財政の厳しい状況をより市民
に理解してもらいたい”という思いが強く感じられま
したが、それに対する策は今までの延長でしかありま
せん。市民に理解してもらったうえで、どういう部分
が市民と協働でき、解決、改善できるのかということ
も見通しも示すべきだと感じます。 

■今後の見通しと取組みの成果は 
…今回、公表された実施計画の歳入見込の市税について
は、固定資産の評価替に伴う減等を見込んでいるものの、
その他の点については策定時点における制度等に基づき
見込んだとのこと。また、歳出については、 主に公債費
（≒借金の返済）、高齢化社会の進展に伴う特別会計への
繰出金の増額を見込んだものの、その他の経費は必要最
小限の額としているとのこと。その結果、令和３年度か
ら令和４年度の２年で、東大和市は約 17 億 1,200 万円
の一般財源が不足する見通しとなっているとのことで
す。そのうえ新型コロナウイルスの影響により、今後、
新たな財政需要の増加や、さらなる大幅な税収の減も見
込まれることから、これまで以上に厳しい財政運営にな
ることを市は予想しています。 
…このような状況の中で、市は第５次行政改革大綱推進
計画に基づき、民間活力導入の推進による歳入の確保、
歳出の縮減等を実施。これについては、前述の“経常収
支比率”の増加理由の①と②で民間委託料の増額という
マイナス面が挙げられており、民間委託の効果が不明確
に感じます。民間に委託しない場合は、その分、市の人
件費が増加するとも言えるため、委託経費と効果の比較
を明示すべき。特に②納税管理及び聴取補助等業務委託に
ついては昨年度の決算では、  
◆市税の収納率の向上 98.3% 
（目標 96.7%、前年度実績 97.5%） 効果額 1 憶 810 万円  
◆国民健康保険税の収納率の向上 86.1% 
（目標 78.9%、前年度実績 83.2%） 効果額 6,072 万円  
といった効果も出ているため、一概に経費増加とも言え
ません。民間委託を今後進めていくという市の方針への
理解を得るためにはこれらの民間委託の経費と効果をよ
り明確にすることが必要です。  
■多摩２６市の平均と比較して 
…前述のとおり、今回の実施計画では財政状況のわかり
やすさという点で「歳入と歳出の決算状況」について多
摩26市の平均と東大和市の数値が比較して明記されてい
ます。  
【昨年度決算の歳入について】  
◆自主財源（住民一人当たり決算額）         単位：円 

区 分 東大和市 26 市平均 差 額 
地方税 150,688 176,293 △25,605 
分担金・負担金 3,205 3,132 73 
使用料 1,535 3,568 △ 2,033 
手数料 4,036 3,840 196 
財産収入 271 924 △ 653 
寄付金 246 742 △ 496 
繰入金 14,481 11,366 3,115 
繰越金 18,141 11,158 6,983 
諸収入 2,097 4,479 △ 2,382 
合計額 194,700 215,502 △20,802 
  

■ 連絡先  和地 ひとみ事務所   HP：http://www.wachi1103.jp 
wachi_hitomi@cocoa.ocn.ne.jp 【電話・ＦＡＸ】 042－516－8546  
〒207-0005 東大和市高木 3－274－2－102   
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