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問経営改革室辺724・2503返050・3085・3095　市では、将来のあるべき姿を見据え、2012～2021年度の10年間に、何
を目標とし、どのようにまちづくりを進めていくのかを示す町田市基本計
画「まちだ未来づくりプラン」と、その実行計画である「町田市新5ヵ年計画」
を2011年12月に策定し、2012年度から取り組みを進めています。
　この度、「町田市新5ヵ年計画」の4年目である、2015年度の取り組み状況
がまとまりました。この中から、「重点事業プラン」と「行政経営改革プラン」
は取り組みの一部を、「財政見通し」は計画額と201５年度決算見込額との比
較分析を紹介します。
　新5ヵ年計画のすべての取り組みなど、詳細は、各市立図書館にある冊子、
または町田市ホームページでご覧いただけます。

重点事業プランの主な成果
基本目標Ⅰ　将来を担う人が育つまちをつくる

基本目標Ⅱ　安心して生活できるまちをつくる

基本目標Ⅲ　賑わいのあるまちをつくる

基本目標Ⅳ　暮らしやすいまちをつくる

12月に、小山ヶ丘地域に「子ど
もセンターぱお」の分館「WAA
AO（わーお）」を開設し、市内
の子どもセンター・子どもク
ラブは計7施設となりました。

3月に、鶴川中央公園で「常設
型冒険遊び場」の活動を開始
し、計12か所で「冒険遊び場」
を実施しました。

市立小学校1校の防音工事、小・中学校
3校で老朽化したトイレの改修工事を行
いました。

5月に、蔵書数7万3036冊の忠生図書
館を開館しました。

高齢者のあんしん相談室を成
瀬、忠生、小川の3か所に新設
し、あんしん相談室は計11か
所になりました。

避難所の衛生面を保ち、被災時の市民
の健康を守る「マンホールトイレ」を市
内6か所に設置し、マンホールトイレは
計10か所になりました。

12月に、玉川学園コミュニティ
センター建替基本計画を策定
し、基本設計に着手しました。

地域の防災リーダー講習会を2回開催
し、4年間で325人の市民が講習を修了
しました。

FC町田ゼルビアがJ2リーグに昇
格したことから、J2リーグの資
格基準となる大型映像装置を市
立陸上競技場に設置する資金を
獲得するため、ふるさと納税制
度等の仕組みを構築しました。

7月に、キヤノンイーグルスが、
南アフリカ共和国を本拠地とす
るラグビーチーム「ブルーブル
ズ」との国際交流戦を行いました。

和光大学ポプリホール鶴川のホ
ール・会議室等の年間利用者数
が9万5062人を記録しました。

市内のものづくり事業者に対
し、市外の産業見本市への出展
費用として10件、特許・実用
新案権取得費用として6件の補
助を行いました。

11月に、多摩都市モノレールの町
田方面延伸の気運醸成イベントを市
庁舎で開催し、1時間で3142.15m
の紙チェーンをつなぎ、ギネス世
界記録®を達成しました。

南町田駅南北自由通路の予備設
計を行いました。

1月に、熱回収施設等の整備運営
事業の実施方針を公表しました。

太陽光発電システムの設置に
対して、戸建住宅に198件（4
か年累計で2688件）、共同住
宅に9件（同35件）の補助を行
いました。

行政経営改革プランの主な成果
こんな行政経営改革に取り組みました！

5月に、所管課と評価人による
「市民参加型事業評価」を12事
業について実施し、事業ごと
に改善プログラムを策定しま
した。

5月に、各職員に「人事考課結
果通知書（評価項目別一次評価
結果）」を通知し、職員のキャ
リア形成や自己啓発を支援す
る仕組みを構築しました。

課別・事業別行政評価シートを「主要な施策の
成果に関する説明書」として第3回市議会に提出
し、決算特別委員会の審議に活用しました。

「町田市公債権一元化実施方針」に基づき、納
税課に公債権対策係を設置して国民健康保険
税の滞納案件を移管し、債権管理を強化しま
した。

学校給食調理員の退職状況に対応し、4月から
小学校6校で調理業務委託を導入しました。

財政見通しと2015年度決算見込額との比較

　歳入については、徴収率の向上や景気の回復傾向などから「市税」が
計画額を上回ったほか、いずれの項目でも計画額を上回りました。
　歳出については、義務的経費のうち「人件費」は計画額を下回りまし
たが、「扶助費」やその他の経費のうち「繰出金」などが計画額を上回り
ました。

　2012～2016年度に重点的に取り組む「重点事業プラン」の88事業のうち、計画当初の予
定どおりに進捗しているのは57事業（65％）でした。また、同期間中に「行政経営改革プラン」
で取り組む43項目のうち、計画当初の予定どおりに進捗しているのは32件（74％）でした。
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8月の母子健康案内　お気軽にご相談下さい
事業名 対　象 会　場 開催日 時　間 内　容／その他 問い合わせ

プレママ・パパクラス
（Aコース=母親、Bコース=
両親学級）

―2コース制―
（申し込み制）

申電話でイベントダイヤル
（辺724・5656）へ

16～35週の妊婦とそ
の夫 健康福祉会館

Ａ
コ
ー
ス

5日㈮
午後1時30分～4時

妊娠中の過ごし方、歯の衛生、
栄養と食生活

保健予防課
地域保健係
辺725･5127
返725･5198

19日㈮ 分娩経過とリラックス法、産後
のライフスタイル

Ｂ
コ
ー
ス
27日㈯ 午前10時～正午 もく浴実習、妊婦体験、新生児

の保育体験

乳幼児・母性相談
※母子健康手帳をお持ちのう
え、直接会場へおいで下さい。

2か月以上の未就学児
とその保護者

健康福祉会館 8日、22日㈪ 受け付け＝午前9時45分～
11時30分、午後1時30分
～3時

身長･体重測定、保育相談、栄
養相談、歯科相談、母親のから
だや気持ちの相談

忠生保健センター 17日㈬
子どもセンターばあん 19日㈮
子どもセンターつるっこ 24日㈬

プレママクッキング
（申し込み制）

申電話でイベントダイヤル
（辺724･5656）へ（町田市ホ
ームページで申し込みも可）

16～35週の妊婦 健康福祉会館 25日㈭ 午前10時～午後1時 調理実習、会食、妊娠中の食生
活の話費500円（食材費）

保健予防課
保健栄養係
辺722・7996
返722・3249

離乳食・幼児食講習会
(申し込み制)

申電話でイベントダイヤル
（辺724･5656）へ（町田市ホ
ームページで申し込みも可）

4～5か月児の保護者

健康福祉会館

初
期
１日、
29日㈪ 午前10時5分～11時45分 離乳食の話と試食（各日とも同

一内容）
8～9か月児の保護者 後

期22日㈪ 午前10時5分～11時40分 離乳食後期の話と試食、歯の話
1歳6か月～2歳0か月
児の親子 17日㈬ 午前9時55分～11時45分 親子遊び、幼児食の話と試食

町田市新5ヵ年計画 2015年度の取り組み状況

初回教育相談体制の整備など、相談を
受ける体制を充実させ、1507件の相談
に対応しました。




