
３．第五次羽村市長期総合計画
の進捗
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「自立と連携」

ひとが輝き みんなでつくる 安心と活力のまち はむら

基本構想

基本計画

実施計画

市行政の総合的かつ計画的な運営を図るための指針
＜１０年間：平成２４（2012）年度〜令和３（2021）年度＞

基本構想に基づき実施する具体的な施策を示すもの
＜前期５年間：平成２４（2012）年度～２８（2016）年度＞
＜後期５年間：平成２９（2017）年度～令和３（2021）年度＞

基本計画に基づき実施する具体的な事業を示すもの
＜３年間の計画を毎年度ローリング＞

目標年次となる令和３年度における人口は、おおむね57,000人と想定しています。

基本理念

将来像

計画の構成と
計画期間

人口想定

計画は、基本構想、基本計画、実施計画の３つにより構成されています。

羽村市が魅力あるまちとして持続的に発展していくため、市民・事業者・行政
が自立し、それぞれの責任と役割を担い、相互に連携していくことが必要であ
るため、「自立と連携」を基本理念としています。

「ひとが輝き」…市民一人ひとりが人として尊重され、子どもから高齢者まで、だれもが明るくいきいき
と輝くまちを目指します。

「みんなでつくる」…市民それぞれが、まちづくりのために持てる力を発揮し協力するまちを目指します。

「安心と活力のまち」…だれもが、安全で安心して暮らせるまち、市民が元気に活動し、地域社会や産業
が活気に満ちた活力のあるまちを目指します。

❶ 第五次羽村市長期総合計画の概要

基本計画プロジェクト

13



社
会
の
で
き
ご
と

「脱ゆとり」の新学習指導要領の実

施／中学校「体育」で「武道」必修化

国内の50基ある全原発が停止

「東京スカイツリー」オープン

東京電力の実質的国有化正式決定

九州北部豪雨の発生

米軍新型輸送機オスプレイ沖縄普

天間基地に配備完了

中央道笹子トンネル天井板崩落事

故発生 ／東京都知事に猪瀬直樹氏が当
選／安倍晋三内閣 再び発足

障害者総合支援法 施行／障害者優

先調達推進法 施行

いじめ防止対策推進法が成立／改

正ＤＶ防止法成立（配偶者以外も対象
に）

IOC総会で2020年五輪・パラの開催

都市が東京に決定／初の特別警報を京
都・滋賀・福井で発表

改正生活保護法・生活困窮者自

立支援法 成立

東京都知事に舛添要一氏が当選

消費税17 年ぶりに増税 ８％へ

群馬県「富岡製糸場」が世界文化

遺産へ登録決定

平成26年８月豪雨の発生

御嶽山（長野県・岐阜県）噴火

長野北部でＭ6.7 最大震度6弱の

地震が発生

特定秘密保護法施行

鹿児島県「口永良部島」で爆発的

噴火

戦後70年の終戦の日／女性活躍推

進法成立

関東・東北豪雨の発生／安全保障

関連法が成立

若者雇用促進法施行／マイナン

バー法施行

改正自殺対策基本法が成立

羽
村
市
の
で
き
ご
と

羽村第一中学校 特別支援学級開級

羽村市ポイ捨て及び飼い犬のふん

の放置の禁止並びに路上喫煙の制限に
関する条例の施行

日野自動車(株)と災害協定締結

羽村市商工会事業「はむらe-市場」

オープン

愛知県清須市、神奈川県足柄下郡

真鶴町、京都府乙訓郡大山崎町、大阪
府泉北郡忠岡町、大阪府泉南郡田尻町、
兵庫県加古郡播磨町との新たな災害時
相互応援協定の締結／茨城県古河市と
の災害時相互応援協定の締結

羽村市長登庁式

天皇皇后両陛下の羽村市郷土博物

館行幸啓

ポイ捨て禁止等条例施行1周年キャ

ンペーンの実施／羽村市公式キャラク
ター「はむりん」はむら夏まつりでお
披露目

第68回国民体育大会（東京多摩国

体）バレーボール競技会を羽村市ス
ポーツセンターで開催

都内で初となる図書館での読書手

帳の配布

羽村市観光協会が、茨城県古河市

観光協会・埼玉県日高市観光協会、神
奈川県南足柄市観光協会・神奈川県真
鶴町観光協会との交流事業を開始／雪
害により山梨県北杜市へ救援物資搬送

放課後子ども教室を全小学校で開

設

MV-22オスプレイが横田基地に初飛

来

公式ツイッターの運用開始

羽村市公式キャラクター「はむり

ん」のうたとダンスが完成

羽村市AZEMS（エイゼムス）プロ

ジェクト始動

羽村西小学校に「くすのき学級

（知的障害）」、松林小学校に「まつ
のこ学級（自閉症・情緒障害）」の特
別支援学級を開級

「はむらん」運行10周年事業の実

施

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

開館10周年記念事業～伝統文化交流事
業inゆとろぎ「越中八尾おわら風の盆」
の実施

はむら夏まつり40回記念～羽村駅

東口・西口イルミネーション～の開催

杏林・羽村コモンズ2015の開催

創業支援スペースiサロンの開設

／はむらイルミネーション～はむりん
の魔法～の開催

◀ 羽村市公式キャ
ラクターはむりん

➋ 第五次羽村市長期総合計画期間における羽村市の歩み
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社
会
の
で
き
ご
と

羽
村
市
の
で
き
ご
と

電力自由化スタート／障害者差別

解消法 施行／熊本地震 益城町で震度7
の地震発生

ヘイトスピーチ解消法成立

改正公職選挙法施行 選挙権18歳に

東京都知事に小池百合子氏が当選

改正ストーカー規制法成立（ブロ

グ・SNSも対象）／沖縄名護市沖でオス
プレイが不時着 大破

プレミアムフライデースタート

人口６年連続減少 総務省

子どもの数 36年連続減 過去最低更

新

九州北部豪雨災害の発生

草津白根山（群馬県草津町）噴火

福井県を中心に大雪発生

改正生活保護法成立（進学一時金

支給）／大阪北部地震 Ｍ6.1 最大震度
６弱の地震発生／成人年齢 18歳に引き
下げる改正民法成立／西日本豪雨 全国
的に広い範囲で記録的な大雨の発生

埼玉 熊谷で観測史上 国内最高気温

の41.1度

北海道地震 Ｍ6.7 最大震度７の地

震発生

次期元号の決定／第125代天皇明仁が

退位し、「平成」が幕を閉じる

皇太子徳仁親王が第126代天皇に即位、

「令和」に改元／気象庁防災気象情報で、
警戒レベル（5段階）の運用開始

台風第15号（令和元年房総半島台

風）発生 千葉県を中心に甚大な被害

消費税10％に／台風第19号（令和

元年東日本台風）発生 首都圏直撃

中国・武漢市で、新型コロナウィル

ス感染症が発生

新型コロナウイルス感染症を「指定

感染症」に指定、イベント中止、学校休
校の要請

シティプロモーション推進課、東

京オリンピック・パラリンピック準備
室の設置／病児保育の開始／全小学校
で「特別支援教室」事業の本格実施／
平成28年熊本地震への被災地支援とし
て熊本県に物資搬送

羽村市公式PRサイトを公開

羽村市マンホールカード「羽村の

堰と桜」を配布開始／年末防犯・交通
安全・火災予防パトロール週間を開始

羽村市動物公園の入園者1,000万人

達成／羽村市長登庁式

【全国初】(株)ベネッセコーポレー

ションと「ひよこクラブ『羽村市ブラ
ンドブック』」を制作／日本郵便(株)羽
村郵便局と「地域における協力に関す
る協定」の締結

YouTube「東京都羽村市公式動画

チャンネル」を開設

子育て世代包括支援センター

「羽っぴー」を開設

羽村市公式PR「Instagram」を開設

住民票等のコンビニ交付の開始

多摩ケーブルネットワーク(株)と

「地域広帯域移動無線アクセスシステ
ムの整備及び公共サービスに関する協
定」の締結

羽村市のマンホールカード「羽村

市動物公園とチューリップ」配布開始

羽村市商工会・福生警察署と「サ

イバーセキュリティに関する協定」の
締結／生活協同組合3団体との「高齢者
の見守りに関する協定」の締結

「特別支援教室」を全中学校に導入／

青梅市とし尿の共同処理の開始

小作駅周辺で「Wi-Fiサービスの運

用」を開始

羽村市がキルギス共和国のホストタウ

ンに登録

蓄熱システムの本格実証試験の開始／

羽村駅周辺で「Wi-Fiサービスの運用」を
開始／キルギス共和国柔道連盟と「事前
キャンプに関する合意書」を締結

キルギス共和国男子柔道ナショナル

チーム「2019世界柔道選手権」事前キャン
プの受入れ／日産自動車(株)と電気自動車
を活用した「災害連携協定」を締結

袖ケ浦市へ支援物資の搬送（台風第15

号への対応）

東京2020オリンピック聖火リレーリ

ハーサルを羽村市で開催／新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の対応として、市主催イ
ベントの中止・延期

新型コロナウイルス感染拡大防止の対

応の継続実施、市立小・中学校の臨時休業
の実施／羽村駅自由通路拡幅部の供用開始

ガバメントクラウドファンディン

グ（動物公園看板制作事業）の実施

ラジオ体操動画を「東京動画 」で

配信開始（都内市区町村第1号）

（株）伊藤園と災害協定の締結

羽村市動物公園開園40周年記念式

典およびリニューアルオープン／米軍
CV-22オスプレイ５機が横田基地に配備

キルギス共和国男子柔道ナショナ

ルチーム「柔道グランドスラム大阪
2018 」事前キャンプの受入れ

「みんなでラジオ体操プロジェク

ト」動画コンクールで入賞

市役所１階に写真撮影用バック

ボードを設置／(株)宅配と「高齢者の見
守りに関する協定」を締結

「ことりっぷ（立川・福生・青

梅・昭島・ 羽村）」発売

トヨタ紡織(株)が 「郷土博物館常設

展示室 自然コーナー」リニューアル寄
贈／(株)赤ちゃん本舗と「赤ちゃんのお
しりふきのふた」製作／オリジナル婚
姻届受理証明書の発行開始

▲ 羽村の堰と桜 ▲ 羽村市動物公園と
チューリップ

羽村市マンホールカード

◀ (株)ベネッセコーポ
レーションと制作した
「ひよこクラブ『羽村市
ブランドブック』」

市役所1階に設置▶
した「写真撮影
用バックボード」
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羽村市の人口は、平成24（2012）年は、57,419人でしたが、その後は減少傾向にあり、平成26（2014）年
には、56,000人台、平成30（2018）年には55,000人台となりました。令和３（2021）年は、54,725人と
なり、平成24（2012）年と比較すると、2,694人減少しました。

内訳をみると、人数と構成割合ともに、年少人口および生産年齢人口が減少し、老年人口は増加しました。

図表 羽村市の人口推移（平成24（2012）年～令和３（2021）年）

資料 羽村市「住民基本台帳人口（毎年１月１日現在）」

（１）人口推移（平成24（2012）年～令和３（2021）年）

➌ 人口の推移

8,044 7,878 7,704 7,572 7,374 7,269 7,102 6,960 6,804 6,579

37,942 37,321 36,608 36,002 35,463 35,164 34,681 34,381 34,105 33,567

11,433 12,038 12,525 13,030 13,518 13,811 14,087 14,266 14,445 14,579

57,419 57,237 56,837 56,604 56,355 56,244
55,870 55,607 55,354

54,725
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（２）世帯数、１世帯当たりの人口推移（平成24（2012）年～令和３（2021）年）

羽村市の世帯数は、平成24（2012）年は、24,918世帯でしたが、その後は増加傾向にあり、平成25
（2013）年に、25,000世帯を超えました。令和3（2021）年には25,781世帯となり、平成24（2012）年と
比較すると、863世帯増加しました。

1世帯当たりの人口の割合は、平成24（2012）年の2.30人から年々減少し、令和3（2021）年には2.12人と
なり、0.18人減少しました。

図表 世帯数、１世帯当たりの人口推移（平成24（2012）年～令和３（2021）年）

資料 羽村市「住民基本台帳人口（毎年１月１日現在）」
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①歳入

前期基本計画では、歳入として総額1,027億円を見込んでいましたが、決算では、歳入は、総額1,106億円で
79億円の増加となりました。

市税は、推計値よりも11億円減少（△2.0％）しましたが、各種譲与税・交付金等が10億円、地方交付税が8
億円増加しました。歳出が計画時よりも大幅に増加したことへの財源補完として、基金の取崩しや、市債の借入れ
等による対応を図り、繰入金が36億円増加しました。

総額 1,106億円総額 1,027億円

※歳入のその他には、繰越金、諸収入、財産収入・寄付金が含まれます。
※端数処理の関係で、合計額と合わない場合があります。

図表 第五次羽村市長期総合計画前期基本計画
（平成24（2012）年度～28（2016）年度）決算の状況（歳入）

図表 第五次羽村市長期総合計画前期基本計画
（平成24（2012）年度～28（2016）年度）策定時財政推計（歳入）

（１）前期基本計画における財政推計と決算状況

❹ 財政状況の推移
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②歳出

前期基本計画では、歳出として総額1,027億円を見込んでいましたが、決算の状況を見ると、総額1,075億円
で、48億円増加しました。扶助費が計画値よりも16億円（5.6％）増加し、公共施設等の整備のため、普通建設
事業費が24億円（51.1％）増加したほか、基金への積立てに努めたことで、その他が38億円と大幅に増加しま
した。

また、人件費は13億円（△7.1％）、物件費は9億円（△5.5％）、補助費等は12億円（△7.6％）の減額に努
めました。

図表 第五次羽村市長期総合計画前期基本計画
（平成24（2012）年度～28（2016）年度）決算の状況（歳出）

図表 第五次羽村市長期総合計画前期基本計画
（平成24（2012）年度～28（2016）年度）策定時財政推計（歳出）

総額 1,027億円
総額 1,075億円
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市税, 312億円, 44%

各種譲与税･交付金等, 57億円, 8%

国庫支出金, 109億円, 16%

都支出金, 102億円, 14%

使用料・手数料・分担金・負

担金, 19億円, 3%

市債, 25億円, 4%

基金繰入金, 53億円, 7% その他, 26億円, 4%

①歳入

後期基本計画では、歳入として1,129億円を見込んでいます。平成29（2017）年度～令和元（2019）年度
の3か年実績は、701億円で計画値よりも若干高く推移しています。

市税収入は、計画値では、歳入全体の49％を占める構成比としていますが、平成29（2017）年度～令和元
（2019）年度の決算時では44％と歳入全体に占める市税の割合が低くなっています。また、各種譲与税・交付
金の割合も下がっており、基金繰入金や市債等の活用により、財源補完を行っている状況にあります。

※歳入のその他には、繰越金、諸収入、財産収入・寄付金が含まれます。
※端数処理の関係で、総額と合わない場合があります。

図表 第五次羽村市長期総合計画前期基本計画
（平成29（2017）年度～令和元（2019）年度）決算の状況（歳入）

図表 第五次羽村市長期総合計画後期基本計画
（平成29（2017）年度～令和3（2021）年度）策定時財政推計（歳入）

（２）後期基本計画における財政推計と決算状況（平成29（2017）年度～令和元（2019）年度）

総額 1,129億円 総額 701億円

20



人件費, 102億円, 15%

物件費, 101億円, 15%

扶助費, 212億円, 31%

補助費等, 90億円, 13%

公債費, 33億円, 5%

繰出金, 71億円, 10%

普通建設事業費, 51億円, 8%

その他, 22億円, 3%

②歳出

後期基本計画では、歳出として1,129億円を見込んでいます。
平成29（2017）年度～令和元（2019）年度の3か年の実績は、683億円で計画値よりも若干高い数値で推

移しています。全体の構成比では、扶助費が計画値の割合を若干上回っている一方で、繰出金・普通建設事業費の
割合は、計画値を若干下回っている状況にあります。

総額 1,129億円

図表 第五次羽村市長期総合計画前期基本計画
（平成29（2017）年度～令和元（2019）年度）決算の状況（歳出）

図表 第五次羽村市長期総合計画後期基本計画
（平成29（2017）年度～令和3（2021）年度）策定時財政推計（歳出）

総額 683億円

※端数処理の関係で、総額と合わない場合があります。
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❺ 基本目標ごとの取組状況・現況・市民意識、基本計画プロジェクト
の進捗

第五次羽村市長期総合計画では、基本目標や、基本目標および施策の枠組みを超えた基本計画プロジェク
トに沿って、取組みを進めています。

ここでは、基本目標ごとに、取組みの状況や、羽村市の現況、市民の意識についてまとめるとともに、後
期基本計画における基本計画プロジェクトの進捗状況をまとめています。

基本目標および基本計画プロジェクトの概要

基本目標１ 基本目標２ 基本目標３ 基本目標４

基本構想を
推進するために

生涯を通じて
学び育つまち

【子ども・生涯学習の
分野】

安心して暮らせる
支えあいのまち

【福祉・健康の分野】

ふれあいと活力の
あふれるまち

【市民生活・産業の
分野】

ひとと環境にやさしい
安全で快適なまち

【環境・都市整備の
分野】

施策１ 子育て～
施策５ 生涯学習

施策６ 地域福祉～
施策１１ 保健・医療

施策１２ 市民活動～
施策２２ 消費生活

施策２３ 自然環境～
施策３３ 下水道

施策３４ 行政運営～
施策３５ 経営管理

基本計画プロジェクト

 前期基本計画 … はむらの「絆」プロジェクト
 後期基本計画 … はむら輝プロジェクト
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各基本目標は、以下の項目でまとめています。

項目について

項 目 説 明

基本施策、施策、関連計画の体系 それぞれの基本目標における、基本施策、施策、関連計画を整理しています。

施策別「これまでの取組み」と「今後
２年間の方向性」

施策ごとに、「基本指針」、後期基本計画における「計画の方向性」、「実施
事業」および、「『これまでの取組み』と『今後２年間の方向性』」を整理し
ています。

• 「実施事業」は、令和２（2020）年５月を基準として、平成24（2012）
年度以降に実施した「新たな事業」、「主な事業」および、「検討段階にあ
る主な事業」を掲載しています。

• 「『これまでの取組み』と『今後２年間の方向性』」では、計画の方向性ご
とに、令和２（2020）年５月を基準として、これまでの取組みの状況およ
び、後期基本計画の終期となる令和３年度までの方向性を記載しています。

羽村市の現況

基本計画の分野に関連する現況について、各種報告書などを参考に、統計デー
タとして取りまとめ、分析結果を記載しています（令和２（2020）年12月を
基準）。
※表・グラフの中には、端数処理の関係で合計が一致していない場合があります。

市民の意識 令和2（2020）年度に実施した市政世論調査を分析し、記載しています。
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