
企 画 調 整 担 当 

１ 総合計画の策定、推進等 

   総合計画は、市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の経営の根幹となる 

基本構想をはじめとして、基本構想に基づく基本計画及び実施計画で構成される。 

基本構想で示されたまちづくりの基本理念、将来都市像及び目標を達成するため、具体的な施策 

の事業化に当たっては社会環境の変化、市民要望等に対応し、計画行政を進めていく。 

また、平成 31 年４月の福生市基本構想審議会の答申を踏まえ、令和２年度から令和 11 年度まで

を計画期間とした福生市基本構想（第５期）を策定するとともに、基本構想を実現するための基本

計画（令和２年度～６年度）を策定し、福生市総合計画（第５期）を作成した。 

（１） 総合計画策定委員会 

ア 構 成 

委 員 長 副市長 

副 委 員 長 教育長 

委 員 

議会事務局長 企画財政部長 総務部長 市民部長 生活環境部長 

福祉保健部長 福祉保健部参事 子ども家庭部長 都市建設部長 

都市建設部参事 教育部長 教育部参事 会計管理者 

イ 開催回数 19 回 

（２） 実施計画 

 基本計画に基づき、市政運営の短期的方針と毎年度の予算編成の指針とするため、事業の

進捗状況、社会環境の変化等を考慮し、３か年の実施計画（令和２年度～令和４年度）を策

定した。 

（３） 福生市総合計画（第５期）の策定事務 

ア 福生市基本構想審議会 

（ア） 委  員 

選 出 区 分 氏 名    備 考    

学識経験者 西浦 定継 大学教授 

市民等の代表 

瀬古 毅 防災・防犯分野 

○町田 朝夫 防災・防犯分野 

板寺 正行 福祉保健分野 

萬沢 明 福祉保健分野 

田村 半十郎 都市整備分野 

◎山下 真一 都市整備分野 
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田村 光男 教育・子育て分野 

前 里惠 教育・子育て分野 

野村 亮 生活環境分野

持田 洸 生活環境分野

赤崎 茂樹 市民公募

小澤 はる奈 市民公募

中出 雅俊 市民公募

※ ◎：会長 ○：副会長 

（イ） 開催回数 １回 

（ウ） 開催内容 

開 催 日      内 容    

４月 23 日 
・福生市基本構想（第５期）答申の内容確認について 

・福生市基本構想（第５期）答申について 

イ パブリックコメント（福生市総合計画（第５期）） 

・募集期間 令和２年１月７日（火）から令和２年１月 21 日(火）まで 

・市民意見 １件 

２ 庁議 

市行政の基本方針及び重要施策等を審議策定することを目的に庁議を置く。 

（１） 庁 議 

ア 構 成 

主 宰 市長 

構 成 員 

副市長 教育長 

議会事務局長 企画財政部長 総務部長 市民部長 生活環境部長 

福祉保健部長 福祉保健部参事 子ども家庭部長 都市建設部長 

都市建設部参事 教育部長 教育部参事 会計管理者 

イ 開催回数 定例 23 回 臨時 16 回 原則毎月第１・３木曜日及び臨時 

（２） 審議内容 

協 議 事 項        報 告 事 項        

228 件 93 件 
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３ 施策検討会 

 議題所管部長からの発議による自由な討論の場として、基本的な考え方について議論するため施 

策検討会を置く。 

（１） 構 成 

主 宰 市長 

構 成 員 

副市長 教育長 

議会事務局長 企画財政部長 総務部長 市民部長 生活環境部長 

福祉保健部長 福祉保健部参事 子ども家庭部長 都市建設部長 

都市建設部参事 教育部長 教育部参事 会計管理者 財政課長 

（２） 開催回数 10 回 

４ 部課長会議 

 庁議において協議した事項その他を適切に処理し、その実施を円滑に行うための連絡協議を目的 

に部課長会議を置く。 

開催回数 ５回 

５ 西多摩地域広域行政圏協議会 

西多摩地域の一体的整備と住民の福祉増進を図るため、広域行政圏計画の策定及び広域行政圏に 

関する必要な事務の連絡調整を行うことを目的として設置している。 

（１） 加入市町村（４市３町１村） 

青梅市  福生市  羽村市  あきる野市  瑞穂町  日の出町  檜原村  奥多摩町 

（２） 計画の推進 

ア 西多摩地域広域行政圏計画［平成 28（2016）～令和２（2020）年度］ 

 圏域を取り巻く社会・経済状況の変化に対応し、圏域市町村のより一層の連携強化を図り、

西多摩らしい魅力ある圏域づくりを進めるため、西多摩地域広域行政圏計画に基づき、取組

を行った。 

イ 分野別検討部会 

事業を分野別に検討するため、次の部会が設置されている。 

開発部会 生活部会 産業部会 教育文化部会 環境部会 
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（３） 共同事業 

ア 西多摩地域広域行政圏体育大会（中止） 

令和元年台風第 19 号による被害のため中止とした。 

イ 西多摩地域広域行政圏内市町村立図書館広域利用事業 

 西多摩地域の住民の交流と生涯学習の場を拡充し、文化及び教養の向上に寄与するととも

に、市町村立図書館の相互協力を促進し、図書館奉仕の発展を図ることを目的とし、平成 14

年 10 月開始の図書館広域利用事業を更に周知するため、「ブックカバー」を作成し、ＰＲし

た。 

ウ その他の共同事業 

・地域包括ケアシステム連携事業 

・消費生活相談広域連携の継続実施 

・ホームページ、公式ツイッター、公式インスタグラムの管理運営 

・アートビューイング西多摩の実施 

・西多摩地域における移住・定住促進事業 

・西多摩地域魅力発信ＰＲ事業 

・東京オリンピック・パラリンピックに向けたホストタウン登録申請 

（４） その他の事業 

ア 青梅線、五日市線及び八高線の改善要望（令和元年８月１日（木）） 

 東日本旅客鉄道株式会社八王子支社長に対し、ＪＲ３線の改善及び輸送力増強についての

要望を行った。 

イ 東京都への予算要望 

東京都に対し、共同事業及び各団体の圏域事業に係る総合交付金の予算要望を行った。 

ウ 幹事会、事務局会議及び部会での検討等 

幹事会及び事務局会議の定期的な開催とともに、各事業実施に向けて部会を開催し、検討

及び調査研究を行った。 

６ 福生市総合戦略推進委員会 

福生市総合戦略推進委員会を設置し、福生市人口ビジョン及び総合戦略の推進状況や次期策定等

について協議した。 

開催回数 ２回 
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７ 開庁時間の延長 

平成 16 年 10 月から従来の開庁時間では市役所に来庁できない方の利便性向上を目的に、土曜日

の開庁と水曜日の開庁時間の延長を全庁的に制度化し、市民サービスの一層の向上と市民からパー

トナーとして信頼される市役所の構築を目指し、開庁時間の延長を実施してきたが、利用実績及び

節電効果について検討した結果、平成 26 年４月からは時間延長を実施する窓口を限定して実施して

いる。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和２年３月４日から時間外開庁を一時休止した。 

８ 組織等検討委員会の設置 

 福生市総合計画（第４期）を推進し、更に社会情勢の変化に伴う課題に対応できる効率的な組織

の構築を目指した組織改正を行うため、平成 25 年４月に組織等検討委員会を常設とした。 

（１）委員会の構成 

委 員 長 副市長 

副 委 員 長 教育長 

委 員 

議会事務局長 企画財政部長 総務部長 市民部長 生活環境部長 

福祉保健部長 福祉保健部参事 子ども家庭部長 都市建設部長 

都市建設部参事 教育部長 教育部参事 会計管理者 

（２）委員会の開催回数  ４回 

（３）委員会の開催内容 

開 催 日 検 討 内 容 

５月 10 日 
・平成 30 年度重要施策推進状況の報告について 

・今後の組織等検討スケジュールについて 

５月 22 日 ・今後の組織等検討スケジュールについて 

11 月 12 日 

・令和２年度組織改正案について 

・令和２年度重要施策推進要員配置案について 

・令和２年度再任用職員（短時間）配置予定部署案について 

12 月 25 日 
・令和２年度組織改正案について 

・令和２年度再任用職員（短時間）配置予定部署案について 
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