
【地域創生部長　　武岡　忠史】

人員 19人 542,107千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
産業振興

課
総計 A

●9経営体の農家より防災兼用農業用井戸、土
留めフェンス等の設置工事の申請をいただき、
補助を行った。
・防災兼用農業用井戸、土留めフェンス等の設
置を希望する農家と協議を行い、事業を実施し
た。

●5経営体の農家に都市農業活性化支援事業の
申請をいただき、補助を行った。
・東村山市果樹組合に説明会を開催するととも
に、事業実施に向けた協議を行った。

2
産業振興

課
総計 A

●平成30年度における地場野菜の使用割合は
12.97%となり、台風の影響はあったものの、
以降の天候が良好であったことなどから目標数
値を上回った。
・学校給食地場野菜納入会議を年3回開催し、
地場野菜の日の野菜の選定等協議し、使用率の
向上に努めた。

●マルシェ久米川を通年で開催した。
・マルシェ久米川への出店要請を継続して行う
とともに、7周年イベントを開催し、認知度向
上に努めた。

・学校給食における地場農産物の使用比率を
12.5％以上とする。

・マルシェ久米川を継続的に開催する。

平成30年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
部の目標 これまでの歩みを振り返るとともに、一歩先をしっかり見据え、自己実現が図れる“たのしむらやま”なまちをつくる

部の概要 予算規模

項　目 目　標

地産地消の推進

都市農地保全の推進

・都市農地の多面的機能を発揮し、市民の農業への
理解を醸成するため、都市農地保全支援プロジェク
ト補助金を活用する農家を5経営体以上とする。

・果樹の出荷体制を強化し、東村山農業の安定的な
継続を図るため、都市農業活性化支援事業補助金を
活用する農家を5経営体以上とする。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

3
産業振興

課
総計 A

●地区別座談会において、農協「新鮮館」の建
替えに伴う協議を実施した。
・スポーツセンター及びサンパルネにおいて、
夏季及び冬季限定でマルシェを実施するととも
に、平成30年8月から文京区体育館において
文京マルシェを計8回実施した。

4
産業振興

課
総計 A

●12農家より申請をいただき、果樹苗木の補
助を行った。
・果樹組合にブランド化補助の説明を行い、周
知を図った。

5
産業振興

課
総計 B

●市の融資制度紹介や窓口相談、また、各支援
機関からの創業塾・セミナー開催等を実施し、
16件の創業者が創業を行った。
・市創業相談窓口による相談（20件）
・市融資制度の利用及び補助制度の利用（創業
1件・特定創業3件）
・商工会による創業塾の開催（3回実施。内1
回市施設利用）
・創業支援団体による創業セミナー・創業塾の
開催（一部市施設利用）
・小平市との共催により、東村山市内で創業セ
ミナーを開催した。

農産物等共同直売所設置に向け、地元業者と協議す
る。

ブランド化補助を活用する農家を5経営体以上とす
るとともに、赤キウイのブランド化に向け、東村山
果樹組合と協議する。

農産物等共同直売所設置の検討

農産物ブランド化推進事業

項　目 目　標

東村山市内において、年間17件の創業者を創出す
る。
（東村山市創業支援事業計画内記載）

創業支援事業の推進
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

6
産業振興

課
総計 A

●菖蒲まつりの来場者層の拡大のため、以下の
取り組みを行った。
・新たに「Old meets New 東京150年」と
のタイアップや新宿アルタビジョンにて広告上
映する等、新たな層へ菖蒲まつりをPRした。

●地域ブランド「里に八国」の認知度向上のた
め、以下の取り組みを行った。
・鉄道事業者ウォーキングイベントを開催し、
市外から多くの来場者を誘客（参加者1,980
名）するとともに、参加者記念品として地域ブ
ランド「里に八国」関連商品を頒布（1,050
個）した。

7
シティ

セールス
課

総計 A

●平成30年度の新規伴走型支援対象事業者3
社を加え、全9事業者の意向に沿った伴走型支
援を実施し、市内消費の拡大や市外からの集
客・交流ビジネスの一層の拡充を図った。

●市内事業者の販路拡大支援事業の成果報告会
を実施し、市内産業関係機関との情報共有を
図った。

・平成31年3月17日に、市内の市民団体が主
催する、市内産の日本酒と飲食店とのマッチン
グイベント「のみむら」が昨年に引き続き開催
され、市民団体と市が協力して企画・立案を
行った。

項　目 目　標

支援対象事業者への伴走支援、市内事業者を結ぶ商
品開発やイベントへの支援、市内事業者・関係機関
による成果報告会を行う。

観光事業の推進

・菖蒲まつりの周知方法を拡充する。

・鉄道事業者主催イベントで地域ブランドのＰＲ強
化を図るためキャンペーン商品を企画し頒布（500
個程度）する。

市内事業者の販路拡大支援
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

8
シティ

セールス
課

総計 B

●都内進出を検討する中小企業等への直接の営
業活動までは至らなかった。

・市内不動産情報提供の仕組み整備について
は、都や他市事例の収集に止まった。

・市内に新規出店した地方銀行に対し、平成
29年度に作成した企業立地ガイドを活用した
営業活動を行った。また、東京都企業立地相談
センターとの情報交換や企業立地ガイドの配架
を行い、広域的な広報活動に取り組んだ。

9
シティ

セールス
課

総計 A

●市民センター内に「ジョブシェアセンター東
村山」を開設し、多様化する市民の就労ニーズ
に対応した雇用の場を創設することが出来た。

・平成30年7月2日に、「東村山市市民セン
ター内に（仮称）ジョブシェアセンター東村山
を設置すること及び運営に関する協定」を締
結。

・平成30年9月1日に、「ジョブシェアセン
ター東村山開所にかかる賃貸借契約」を締結。

・平成30年10月4日、市民センター1階に、
「ジョブシェアセンター東村山」を開設。

項　目 目　標

地方の中小企業の首都圏進出拠点形成支援 都内進出を検討する中小企業等に営業活動を行う。

市民センター内にジョブシェアセンターを誘致・開
設する。

公民連携による雇用創出
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

10
シティ

セールス
課

総計 A

●都内2カ所の街頭ビジョンにおいて東村山市
プロモーション動画（30秒版）を放映し、ま
ちの魅力を発信するとともに、市外へ向けての
認知度向上及び市民のシビックプライドの醸成
を図った。

・平成30年6月1日から6月30日
場所：新宿アルタビジョン
内容：まちの魅力及び菖蒲まつりのＰＲ

・平成31年2月1日から2月14日
場所：伊勢丹立川ビジョン
内容：まちの魅力

11

東京2020
オリンピッ
ク・パラリ
ンピック担

当主幹

総計 A

●平成30年7月30日から8月2日に、蘇州市、
東村山市サッカー協会と連携し、蘇州市等でス
ポーツ交流事業を行った。

・現地での活動を市公式facebookや市ホーム
ページなどを通じて積極的に情報を発信すると
共に、帰国後は各学校ならびに中央公民館で報
告会を開催し、参加者以外にも広く現地の様子
を伝え、国際交流を促進した。

項　目 目　標

シティプロモーションの推進
東村山市プロモーション動画を都心部街頭ビジョン
で放映する。

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機と
した国際スポーツ交流事業

関係団体及び関係各課と協議・調整を行いながら、
友好交流都市中国蘇州市などとのスポーツ交流事業
を実施する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

12
市民ス

ポーツ課
総計 A

●交流事業終了後に実施したアンケートから、
「中国の皆さんの優しさに触れ、中国が好きに
なった」、「中国の文化にを学ぶことができ
た」等の声が聞かれた。

●蘇州市のマスコミに取り上げられ、蘇州市の
方々に、東村山市のことや、交流事業の意義な
どが伝わった。

●「アンバサダー」の役目を果たし、多くの子
ども達や市民に対し、交流事業の意義を伝える
ことができた。
・中央公民館での報告会を、進行や体験の報告
全て子ども達で行い、大ホールが満員となっ
た。

13
市民ス

ポーツ課
総計 A

●平成31年2月24日（日）に車いすバスケッ
トボールエキシビジョンマッチ＆体験会を、約
250名の参加者のもと開催した。
・アンケートを行い試合観戦や体験会を通じ、
84.4％の方から障害に対する理解が深まった
との意見をいただいた。

●パラリンピック競技を身近に感じたことで、
来る東京2020パラリンピックに対する意識の
向上や気運醸成に繋がった。

項　目 目　標

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機と
した国際スポーツ交流事業

市内スポーツ関係団体等との調整を行ない、友好交
流都市中国蘇州市などとのスポーツ交流事業を実施
する。

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機と
した市民スポーツの推進

パラスポーツに対する理解促進を図り、2020年東
京大会の開催に向けて市民の気運を高めるため、パ
ラリンピック種目の車いすバスケットボールの試合
及び体験会を開催する。
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