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平成 30年度目標管理制度の総括 

市では、組織としての思いを共有し、市民の皆様に市の目標と達成度を見える化する目標管理制度を運用しています。 

この度、平成 30年度における結果がまとまりましたので、報告します。 

 

平成 30年度目標管理は・・・ 

 総合計画後期基本計画、行財政改革大綱後期基本方針に基づいた取り組みに加え、課独自の

取り組みを行い、多くの成果が生み出されました。 

 平成 30年度当初に立てた目標及び、行財政改革大綱後期基本方針に基づく実行プログラムの 

ローリングによる項目の達成率は、下記のとおりです。 

 

平成 30年度 目標管理制度全体の評価※ 

   １５４項目     90.3％達成 

（評価 A（目標とした成果水準を達成）の割合） 

【参考】平成 29年度 150項目⇒89.3％達成 

 

 平成 30 年度の全体の評価から見ても、市の目標として掲げた将来都市像「人と人 人とみ

どりが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現に向けた取り組みが推進され、後期基本計

画（方針）の進捗を図ることができました。 

 引き続き、更なる取り組みの推進を図っていきます。 

※ 評価の考え方 A 目標とした成果水準を達成 

B 目標達成に向けて取り組みを行ったが、目標未達成 

C 取り組み未着手 
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平成 30年度目標管理制度の主な成果 

平成 30 年度目標管理制度による各課の取り組みを通して、市の将来都市像実現に向けた歩みを着実に進めることができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 
みんなで支え助け合う、
健やかにいきいきと暮ら
せるまち 

基本目標２ 
みんなが楽しく学び、
豊かな心を育むまち 

基本目標３ 
みんなでつくる安全・
安心とうるおいを実感
できるまち 

基本目標４ 
みんなが快適に暮らせる、
活力と魅力にあふれたまち 

• 社会福祉センター改修に向けた実施設計と改修後の事業拡大
の決定 

• 生活困窮世帯の子どもへの学習支援事業の対象者の拡大 
• 児童クラブの学校内への整備に関する検討の推進 
• 医療的ケアを必要とする園児への支援体制の充実 

• 市立小学校全 15 校の特別教室への空調設備設置完了 
• 「国語基礎ドリル＜中学校＞」の完成 
• 自閉症・情緒障害特別支援学級整備に向けた調査及び開設小
学校の決定 

• 市立小学校全 15 校への通学路への防犯カメラ設置完了 
（各校 3 台ずつ設置） 

• 市内小学生を派遣し中国蘇州市※でのサッカー交流等の実施 
• 企画展「下宅部遺跡展 縄文の漆Ⅱ」等の実施 

• 本庁舎耐震補強等改修工事等の完了 
• 生物モニタリング調査等による生物の生息状況等の確認 
• せせらぎの郷多摩湖緑地への散策路等の整備 
• 前川の水位をリアルタイムに確認するための水位計設置 

• 公民連携による「ジョブシェアセンター東村山」の市民セン
ターでの開設 

• 課税・非課税証明書（個人市・都民税）のコンビニエンスス
トア交付の開始 

• 八坂駅構内への内方線付点状ブロックの整備 
• 「ところバス吾妻循環」の延伸による多摩湖町地域へのコミ
ュニティバス実証運行の開始 

• 市 85 施設の保守や清掃など維持管理業務

638 業務を一括して委託する包括施設管理委
託の開始 

• 包括施設管理委託契約に伴う本庁舎１階及び

中央図書館２階読書室への Free Wi-fi サービ

スの実施 
• 北庁舎 2 階の間仕切り壁変更等工事実施など

オフィス改革モデル事業として執務室什器の

入替実施 

• 出退勤管理システムの導入に向けた各種工事
や運用方法説明会等の実施 

• ごみ集積所跡地の売払い 

• 廃道敷の売払い 

• 災害発生時に発生する廃棄物を円滑かつ迅速に

処理するため、災害廃棄物処理基本計画を策定 

• 東京 2020 大会※の理解促進をテーマとした図
書展示を市内図書館全館で実施 

その他の取り組み 

東村山市第 4 次総合計画 後期基本計画 
（平成 28 年度～32 年度）に基づく 

平成 30 年度版実施計画の取り組み 

第 4 次東村山市行財政改革大綱 後期基本方針 
（平成 28 年度～32 年度）に基づく 

第 3・4 次実行プログラムの取り組み 

※中国蘇州市：友好交流都市。中国は東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン相手国でもある。 

※東京 2020 大会：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の略称。 
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目標管理制度による 

「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」に基づくまちづくりの推進 
「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」の中で、自治を進める基本原則である「情報共有の原則」「市民参加の
原則」「協働の原則」が示されています。目標管理制度で扱う項目においても、基本原則に沿った取り組みが行われまし
た。 
 

 基本原則に沿った主な取り組みは次のとおりです。 

 

情報共有 

• 公民連携による SNS(インスタグラム)
での東村山市エリア情報の発信の開始 

• デジタルサイネージ付番号交付機等に
よる待合スペースでの情報発信 

• 東京 2020 大会※の気運醸成に向け
た啓発活動（中国ホストタウン啓発ポ
スターを鉄道駅、公共施設等へ掲出） 

市民参加 

• 東村山市災害廃棄物処理計画の策定 
（パブリックコメントの実施等） 

• 市単独で行っている障害福祉事業の制
度設計 
(パブリックコメントの実施) 

• ごみ処理施設の基本方針策定に向けた
市民意見交換会 

協働 

• 公民連携による「ジョブシェアセンター
東村山」の市民センターでの開設 

• 東村山市と民間事業者との公民連携によ
るまちづくりに関する基本方針の策定 

• 災害時外国人支援ボランティア、外国人
市民向け防災講座の開催（「防災倉庫を
開けてみよう」） 

(1)情報共有の原則 
市は、市民に対し、市政に関する情報を
分かりやすく公表し、情報共有に努めま
す。 

(2)市民参加の原則 
市は、市民が自治の中心であることを基
本として、市民の参加の下にまちづくり
を進めます。 

(3)協働の原則 
市民及び市は、市内において活動をする
個人・団体と互いに自らの意思と責任の
もと、対等な関係で協働してまちづくり
を進めます。 
 

「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」（抜粋） 

第 3 条 自治を進める基本原則は、次の各号に定めるとおりとします。 

 



　　　全体の評価状況

（項目数、割合）

139 90.3% 15 9.7% 0 0.0% 154

会計課 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 1

経営政策部 20 90.9% 2 9.1% 0 0.0% 22

総務部 16 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 16

地域創生部 11 84.6% 2 15.4% 0 0.0% 13

市民部 11 91.7% 1 8.3% 0 0.0% 12

環境安全部 9 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 9

健康福祉部 18 90.0% 2 10.0% 0 0.0% 20

子ども家庭部 10 76.9% 3 23.1% 0 0.0% 13

資源循環部 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 4

まちづくり部 29 87.9% 4 12.1% 0 0.0% 33

教育部 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 11

評価の考え方

A 目標とした成果水準を達成

B 目標達成に向けて取り組みを行ったが、目標未達成

C 取り組み未着手

全体

評価
総項目数

A B C
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目標管理シートの見方

【○○部長　　東村山　太郎】

人員 ●人 予算規模 ●●●●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 ●●課 総計 A

●～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～。

・～～～～～～～。

●～～～～～～～。

2 ▲▲課 行革
【行革】

B ●～～～～～～～～～～～～。

3 ××課 その他 A ●～～～～～～～～～～～～。

特記事項
●

・ 東村山市第4次総合計画 平成30年度版実施計画

・ 第4次東村山市行財政改革大綱 第3次・4次実行プログラム

本シートは、以下に掲げる項目の中から実施項目を抽出し、部ごとに再構成しております。なお、組織改正に伴い、以下に掲げる項目と本シートに記載されている課名が一致しないこ
とがあります。

～～～～～～～ ◆◆◆◆◆◆◆

項　目 目　標

～～～～～～～
・□□□

・○○○

～～～～～～～ □□□□□

平成30年度目標管理シート

市の目標

部の目標

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

○○○○○○

部の概要

【部の目標】市の目標に基づいて、部が
掲げる目標です。

【市の目標】東村山市第4次総合計画 基
本構想における将来都市像の実現を市の
目標として定めています。

【総計・行革・その他】目標管理で扱う取り
組みの区分です。
総計：東村山市第4次総合計画 平成30年度版
実施計画
行革：第4次東村山市行財政改革大綱 第3
次・4次実行プログラム
ローリングにより第4次実行プログラムから追
加となった項目は【】表示としています。
その他：上記計画以外の個別計画や課独自の
取り組みなど

【項目】取り組み内容を端的に表しています。な
お、下記計画に基づく取り組みは、それぞれの計
画における事業名またはプログラム名を使用して
います。
（計画）
・東村山市第4次総合計画 平成30年度版実施計
画
・第4次東村山市行財政改革大綱 第3次・4次実
行プログラム

【No.】部目標管理
シートにおける番号で
す。

【課名】取り組み
を行う課の名称で
す。

【評価】取り組み項目に関して掲げた目標の達成
度を確認し、A、B、Cの3段階で評価します。目標
が複数ある場合は、すべて達成した場合をAとし
ます。
〈評価の考え方〉
A 目標とした成果水準を達成
B 目標達成に向けて取り組みを行ったが、目標
未達成
C 取り組み未着手

【目標】取り組み項目に対して、平成30年度末ま
でに到達する目標を端的に表しています。ひとつ
の項目に対して複数の目標を掲げている場合もあ
ります。

【成果又は課題】目標管理で扱った取り組みにつ

いて、平成30年度末時点での成果又は課題を記載

しています。

●：目標の達成度を評価するにあたっての、成果

又は課題
・：目標を達成するための取り組み内容の詳細な
ど
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【会計管理者　　戸水　雅規】

人員 9人 12,182千円

【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 会計課 行革 B

●以下の取り組みを行い、貸借対照表の作
成について一部調整を残す以外は完了した
ものの、作成には至らなかった。
・関係所管、業務支援委託業者等との連
携、協力、調整により財務書類4表の作成
を進めた。

財政状況についての認識の共有
平成29年度決算における財務書類4表を作成す
る。

項　目 目　標

会計課の概要
会計課の目標 正確かつ確実な出納管理及び執行

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

予算規模

7
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【経営政策部長　　間野　雅之】

人員 44人 5,547,783千円

【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
秘書広報

課
総計 A

●平成30年6月に実施した広報・広聴研修や
適宜実施している「最近のFacebook」の報告
等でタブレット端末の活用促進について周知し
た。
（使用実績　平成31年3月31日時点　34
件）

●タブレット端末を活用した市Facebookの投
稿のうち、東大和市・東村山市広島派遣事業や
東村山市・蘇州市スポーツ事業など、市域を越
えた現地での活用増が図られた。

● 動画編集ソフトを活用した動画投稿に向
け、所管へ周知した。
（動画編集ソフトを活用した動画投稿数　平成
31年3月31日時点　11件）

2
秘書広報

課
行革 A

●東村山市広報・広聴活動方針については、平
成30年6月に実施した広報・広聴研修で周知
した。

●市報運用ルールについては課題の洗い出し及
び研究を行った。今後全庁に周知を行うことが
出来るよう検討していく。

●平成31年1月より公民連携の手法により東
村山市公認インスタグラムアカウント
「@tanoshi_murayama」での情報発信を
行った。

3
秘書広報

課
行革 A

●市民からの声について平成30年8月、同年
12月、平成31年3月に更新し、庁内共有を
行った。

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 オール東村山の主体的な行動により、公民連携手法の浸透と職員の生産性向上を促進し、東村山創生の加速化を図る。

広報・広聴手段の市民への更なる浸透

平成29年度末に策定した「東村山市広報・広聴活
動方針」の庁内周知と「市報運用ルール」の研究を
行う。

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
公民連携の手法による情報発信の実施

市民からの声（意見・要望・提案等）の共有化 市民からの声の庁内共有した情報の更新を行う。

部の概要 予算規模

項　目 目　標

ＳＮＳによる情報発信の充実
市Facebookの投稿についてタブレット端末を活か
した利用増を図る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4
秘書広報

課
行革 A

●寄付件数が266件となり、前年度227件を
上回った。リピーターについては58件とな
り、前年度32件を上回った。
・ふるさと納税ポータルサイト上で動画配信を
行ったほか、新着やオススメ情報等を随時更新
し、ＰＲに努めた。
・お礼の品パンフレットを更新・作成し、寄附
者へのお礼状に同封し、リピーター獲得に努め
た。
・市内事業者等への個別訪問、説明会を開催
し、新規お礼の品の拡大を行った。

5
企画政策

課
総計 A

●以下のイベントを開催した。
〈イベント内訳〉
・散策ガイド：平成30年4月8日開催
・語り部講演会（第1回）：平成30年6月2日
開催
・語り部講演会（第2回）：平成31年2月2日
開催
・多磨全生園を学ぶ講座：平成30年10月6
日、10月13日開催
・清掃ボランティア：平成30年10月12日、
平成31年3月2日開催

・各イベントの実施にあたり、全生園入所者自
治会及びNPOほか関係団体等と連携した。

6
企画政策

課
総計 A

●市センター地区整備構想の検討にあたり、事
例の収集及び事業手法等の把握を行い、庁内で
共有した。
・平成30年11月20日に第1回、平成31年3
月4日に第2回市センター地区整備構想検討会
議を開催した。
・平成31年1月27日に先進事例として千代田
区役所の視察を行った。

人権の森構想推進事業
市主催の「人権の森」構想推進イベント（散策ガイ
ド、語り部講演会、清掃ボランティア及び多磨全生
園を学ぶ講座）を開催する。

市センター地区整備構想の検討
市センター地区整備構想の検討にあたり、事例を収
集し、事業手法等を把握し、庁内で共有する。

がんばれ東村山（ふるさと納税）寄附制度の活用の
検討

ふるさと納税寄附件数及びリピーターの前年度比増
（平成29年度　寄附件数227件、リピーター32
件）

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

7
企画政策

課
行革 B

●平成30年11月17日に東村山市版株主総会
を開催し、市政報告を行った。参加者アンケー
トにおける市政運営についての理解度は
85.0%ではあったものの、参加された多くの
方（87.5%）から「市政に対する関心が高
まった」と回答いただき、東村山市版株主総会
の目的達成に寄与した。

8
企画政策

課
行革 A

●先進自治体の取組み事例をまとめ庁内周知を
行った。
・平成31年3月27日の総務会議で報告し、翌
日28日に庁内メールと掲示板を活用し庁内周
知を行った。

9
行政経営

課
行革 A

●市の現行の取り組みの振り返りや他自治体事
例の研究を行った。

●行政内部評価制度構築に向けた目的や評価の
視点を検討した。

10
行政経営

課
行革 A

●民間活力の導入及びその他業務の効率化に向
けて、平成30年10月に働きやすい職場環境づ
くりプロジェクトチームを発足し支援を行っ
た。

行政内部評価制度導入の準備
行政内部評価制度の目的と活用について整理し、必
要なコスト情報や評価の視点を検討する。

東村山市版株主総会の継続開催
【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
参加者アンケートにおける市政運営についての理解
度90.0％以上

項　目 目　標

民間活力の導入の検討（窓口業務）

民間活力の導入の検討（その他業務）
民間活力の導入検討を支援する。

広告収入の拡充
平成29年度に改定した基本方針に基づき、広告収
入を得る手法及び導入の可能性を高めるべく庁内周
知を行う。

11



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

11
行政経営

課
行革 A

●関係機関と窓口業務における利用者の利便性
向上、業務効率化などについて協議を行い、本
庁舎１階窓口について委託業者を統一化し、利
便性向上を目指す方針とした。

12
行政経営

課
行革 A

●土地開発公社の保有土地の買戻しや先行取得
に際して、関係各課への支援を行った。

13
行政経営

課
行革 A

●補助金に関する調査を実施し、補助金の現状
把握や今後の検討に必要な課題整理を行った。
・全庁的な補助金調査を実施した。
・組織内で課題を共有した。

14
行政経営

課
行革 A

●平成30年4月から収納課を設置し、収納課
を中心に債権保有所管での協議のもと、市税・
国民健康保険税に加え、後期高齢者医療保険
料、介護保険料、保育所の利用者負担（保育
料）について、一元的な納付相談、庁内の情報
共有を開始した。
・継続して取り組む必要がある項目として、第
4次実行プログラムに位置付けた。

15
資産マネ
ジメント

課
行革 A

●普通財産1件のインターネットオークション
を2回（平成30年10月及び平成31年1月）実
施した。
・2回目（平成31年1月）で応札があり、平成
31年3月に土地売買契約を締結するなど手続
きを進めた。

補助金見直しガイドラインの策定
現状把握のための調査を実施するとともに、補助金
ガイドラインの検討に必要な課題を整理し、協議を
行う。

債権管理強化の検討
債権管理に関する庁内体制について現状の課題を整
理し、関係所管と協議を行う。

ワンストップサービス機能の導入
窓口サービスの利便性向上に向けて関係所管と協議
を行い、取り組み内容について庁内の合意形成を図
る。

土地開発公社の経営改革の継続
土地開発公社の保有土地活用について、働きかけを
行う。

市有財産の整理・売却・活用 インターネットオークションを実施する。

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

16
資産マネ
ジメント

課

総計

行革
A

●公共施設再生計画出張講座を12回開催し
た。
・平成30年度の公共施設再生計画出張講座の
参加者は457名（平成27年度からの通算で
1,103名）。

●「東村山市と民間事業者との公民連携による
まちづくりに関する基本方針」を平成31年2
月に策定し、民間提案制度の運用なども含め、
公民連携の市の基本的な考え方を示した（民間
提案制度の運用詳細は引き続き検討する）。
・「東村山市と民間事業者との公民連携による
まちづくりに関する基本方針」の案のパブリッ
クコメントは平成30年9月18日～同年10月9
日に実施した

17
資産マネ
ジメント

課

総計

行革
A

●安定運営のため、平成30年4月から、施設
管理担当と情報共有するためのプロジェクト定
期報告会を定期的に開催した。

●平成30年4月から施設の巡回点検を定期的
に行うほか、平成30年10月1日より本庁舎1
階・中央図書館読書室にWi-Fiスポットを設置
するなど、これまでの施設維持管理業務にはな
い付加価値を実現した。

18
資産マネ
ジメント

課

その他

【行革】
A

●「東村山市と民間事業者との公民連携による
まちづくりに関する基本方針」を平成31年2
月に策定し、民間提案制度の運用なども含め、
公民連携の市の基本的な考え方を示した。

・「東村山市と民間事業者との公民連携による
まちづくりに関する基本方針」の案のパブリッ
クコメントは平成30年9月18日～同年10月9
日に実施した。

公民連携による施設管理業務の包括化

包括施設管理委託導入の検討

【第4次実行プログラムプログラム名：包括施設管
理委託の推進】

・業務を安定運用する。

・受託者と協議し公民連携による付加価値提案を適
宜実施する。

公民連携のあり方の検討

【第4次実行プログラム名】
「東村山市と民間事業者との公民連携によるまちづ
くりに関する基本方針」の策定及び推進

公民連携のあり方について整理し、公表する。

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
基本方針の策定

公共施設再生計画の推進
・公共施設再生計画出張講座を継続実施する。

・民間提案制度の運用方針を公表する。

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

19 財政課 行革 B

●連結財務書類（財務４表、付属明細、注記）
の作成に着手したが、一般会計等分財務書類の
作成に期間を要し、完成に至らなかった。
・このため、財政白書についても財務書類部分
を除いた内容で作成し公表した。
・財務書類の公表は令和元年度早期にまず市
ホームページにて行うこととし、今後、一般会
計等分の作成から早期公表に向けたスケジュー
ル調整が課題。

・作業部会にて５回の連絡調整、その他担当者
間で随時協議を行った。

20
情報政策

課

総計

行革
A

●システム整備を行い、平成30年6月より課
税・非課税証明書（個人市・都民税）の交付
サービスを開始した。

21
情報政策

課
行革 A

●『東京都オープンデータカタログサイト』を
活用し、より大きな枠組みでのオープンデータ
公開、データの利活用促進に向け、オール東京
での取組みを進めていくこととなった。

22
情報政策

課

その他

【行革】
A

●働きやすい職場環境づくりプロジェクトチー
ムを通じて、現状把握とともに課題の整理を
行った。

項　目 目　標

財政状況についての認識の共有
統一的な基準による地方公会計制度に則った財務書
類を公表する。

住民票等コンビニエンスストア交付事業

住民票の写しなどのコンビニエンスストア交付の検
討

コンビニエンスストア交付サービスの充実に向け
て、課税・非課税証明書（個人市・都民税）の交付
サービスを開始する。

オープンデータの公開
オープンデータとして公開可能なデータを抽出し、
継続的に更新していくための条件を整理する。

既存システム環境の検証

【第4次実行プログラム名】
情報インフラの機能向上と業務改善ツールの検討

庁内ネットワーク環境などの現状について整理し、
関係所管と協議を行う。
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【総務部長　　東村　浩二】

人員 38人 8,487,270千円

【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 総務課 総計 A
●大きな事故や遅れもなく、居ながら工事によ
り各工事を進め、平成30年8月末に工事を完
了させた。

2 総務課 行革 A

●マニュアルに則り「よくある質問
（FAQ）」ページを適宜更新するよう、平成
30年5月、9月、12月、翌年2月に掲示板及
びメールにて各課へ周知した。

3 総務課 行革 A

●会議室利用の効率化のためオフィス改革の取
り組みとして、北庁舎2階間仕切り壁変更等工
事を実施し、執務室の変更及び会議室スペース
等を創出した。また、モデル事業として、フ
リーアドレス型の机の導入を行った。

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 職員の健全性、組織の機能性、事務事業の生産性を高め、課題解決に取り組む
部の概要 予算規模

平成30年度目標管理シート

時間外勤務の抑制に向けた環境整備
会議室利用効率化のための方策を施設整備も含めて
考え、運用できる方法を詰めて行く。

項　目 目　標

本庁舎耐震補強等改修事業

本庁舎耐震補強等改修工事及び設備老朽化等改修工
事について、履行期間である平成30年8月末まで
に事業を完了させるため、平成30年度分の工事を
遺漏なく進捗させ、事業費の精査を確実に行う。

よくある質問（FAQ）の仕組みの充実
平成29年度に作成したマニュアルを全庁的に活用
し、わかりやすい「よくある質問（FAQ）」ペー
ジを運用する。

15



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4
追加

総務課 【行革】 A
●駐車施設の管理運営方法を検討するととも
に、多摩26市に駐車場の運営状況についての
調査を行った。

5
追加

総務課 【行革】 A
●平成31年度実施に向け、関係所管と具体的
な協議を行った。

6 人事課 行革 A

●平成30年7月にプロポーザルを実施し、導
入システムを決定した。

●平成31年3月に職員向け説明会及び試験運
用を行い、本格運用を円滑に行うための準備を
完了した。

7 人事課 行革 A

●平成30年度の時間外勤務時間数は前年度よ
り6,151.5時間、率にして6.7％減少し、
85,150.0時間となった。
・平成30年7月に年度当初に繁忙期を迎える
一部所管にて人事異動を実施した。
・平成30年9月に7月異動者及び所管にアン
ケートを実施し、7月異動の有効性を検証し
た。

●平成30年6月に会議の効率化・会議時間の
縮減策について全庁に通知した。

項　目 目　標

出退勤管理システムの導入及び人事給与システム更
新の検討

平成30年度中に出退勤管理システムを導入する。

【第4次実行プログラム新規項目】
庁舎施設の機能向上の検討

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
庁舎機能向上を図る方策の検討

時間外勤務の抑制に向けた環境整備

・時間外勤務時間前年度比減
（平成29年度　91,301.5時間）

・会議時間縮減策を庁内で再度共有する。

【第4次実行プログラム新規項目】
駐車施設のあり方検討

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
駐車施設の適切な管理・運用の検討

16



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

8 人事課 行革 A

●市内のスーパー等へのポスターの掲示依頼を
積極的に進めるなど、採用試験の周知方法の改
善等を行い、経験者採用試験を実施し、採用を
行った。
・必要な職種の洗い出しを行うとともに採用時
の年齢要件をこれまでの45歳から55歳へと緩
和した。

●経験者採用試験で任用した職員の配属職場等
への調査を実施した。
・調査結果については、来年度以降の経験者採
用に活用していく必要がある。

9 人事課 行革 A
●平成30年10月に各部にヒアリングを実施
し、平成31年1月に平成31年度（令和元年
度）組織案を決定した。

10 人事課 行革 A

●研修内容や研修対象者の見直し等を行い、研
修時間の圧縮と研修の効果的な実施に努めた。
また、研修報告書の見直しを行い、次年度以降
の研修ニーズの把握を図った。

11 人事課 行革 A

●計画に基づき、各種健康相談・検診、研修等
を実施したことにより、休職者数は前年度より
減となった。

●ストレスチェックの結果、高ストレスと判定
された職員に対しメール等により面談を勧奨
し、申し入れのあった職員と面談を実施した。

項　目 目　標

職員の健康保持増進
東村山市職員健康づくり第5次アクションプランに
基づく健康保持増進活動を適切に実施する。

専門的な人材の経験者採用

・経験者採用試験を実施し、市の業務に求められ
る、専門知識及び経験を有する人材の採用を行う。

・経験者採用の職員等へ調査を実施し、経験者採用
後の検証を行う。

組織機構の見直し
各部の課題や社会状況、市民ニーズを踏まえ、平成
31年度の組織体制を構築する。

人材育成ビジョンの適切な運用
人材育成ビジョンの実行計画に従い、実行計画に掲
げる「実施項目」の実行、「検討項目」の課題解決
に向けた取り組みを着実に進める。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

12 人事課 行革 A

●平成31年度（令和元年度）より人事評価結
果を全職員の勤勉手当・昇給へ反映させること
について、平成30年11月に職員組合と妥結
し、同年12月に条例改正を行った。

13 営繕課 その他 A

●平成30年度の工事・委託について、適正価
格・適正工期にて設計を行い、それに基づいた
工事監理を行い、遅延の無い進捗管理に努め,
当初予定の通り完了した。

14 契約課 その他 A

●平成31年3月より、総合評価方式による公
共工事の入札指針（試行版）の改正を行った。
・他自治体の運用状況を調査し、当市との比較
検討を行った。
・過去の実施案件を精査し、見直しの検討を
行った。
・見直し案を作成し、入札制度等検討委員会に
て、審議し決定した。

15 法務課 その他 A

●新入職員と係長職等を対象に、計4科目の研
修を実施した。
・新入職員に対し「法務研修」「法令のよみ方
研修」を平成30年10月に実施した。
・係長職等に対して「行政手続制度研修」を平
成30年7月に、「債権管理研修」を平成31年
2月に実施した。

項　目 目　標

公共工事の質の確保

今年度予定している工事及び委託について、安全
性、耐久性、美観等の質を確保しながら、受注者へ
の管理監督を適正に行い、予定期間内に完了させ
る。

総合評価方式の検証・検討
3年間の試行実施の結果を受けて総合評価方式の見
直しを図る。

組織内部の自治体法務能力の向上
庁内で抱える法的課題の傾向に応じた法務研修を実
施する。

人事評価制度と給与体系の関連付けの実施、検証
人事評価結果の給与反映について、対象を全職員に
拡大する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

16
行政不服
審査制度

担当
その他 A

●平成30年8月31日、審査請求における窓口
対応事務説明会（受講者66名）及び平成31年
1月30日、行政不服審査法研修（受講者9名）
を実施し、行政不服審査法の実務運用の理解を
深めた。

項　目 目　標

組織内部における行政不服審査制度への理解力向上
処分庁が審査請求の相談を受けた段階の窓口対応を
含めた行政不服審査法の実務運用について研修を実
施し、組織内部の理解を深める。
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【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。

26



【市民部長　　清水　信幸】

人員 90人 323,616千円

【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 市民課
総計

行革
A

●啓発用ポスター・チラシを作成し、グリーン
バスや市内公共施設に掲出した。

●来年度からの実施に向けて、マイナンバー
カードに貼付する写真の撮影サービス事業を行
うにあたり機材等を整えた。

●新規設置したデジタルサイネージにて交付増
に向けた広報を行った。

2 市民課 行革 A

●市民課、総務課、保険年金課の委託業者を統
一化し、1階窓口の利便性向上を目指す方針と
した。
・市民課、保険年金課ともにデジタルサイネー
ジ付番号交付機に係る経費無料化を実現した。

●デジタルビジョンを活用し、当課事業をはじ
め各種市政情報を音声と画像により効果的に提
供できるようになった。

3
追加

市民課 【行革】 A

●コンビニエンスストアでの各種証明書等交付
サービスの実施状況について確認を行い、地域
窓口の利用状況と合わせて、実態把握を行っ
た。

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 更なる親切窓口の推進と、市民のいきいきとした暮らしの実現

住民票等コンビニエンスストア交付事業

住民票の写しなどのコンビニエンスストア交付の検
討

平成30年2月1日から開始した住民票等のコンビニ
エンスストアでの交付増のために、マイナンバー
カード増に向けた啓発を行う。

ワンストップサービス機能の導入

・届出・証明書発行に関する一連の手続きについて
現状の整理をし、手続きのあり方について検討す
る。

・来庁者の利便性向上や市内情報の周知一元化な
ど、効率的な具体案を導入する。

部の概要 予算規模

項　目 目　標

【第4次実行プログラム新規項目】
地域における窓口サービスのあり方検討

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
各種証明書等のコンビニエンスストア交付サービス
の実施状況の把握・整理

平成30年度目標管理シート
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4
市民協働

課
総計 A

●自治会加入率多摩26市中7位を維持した。

・自治会調査を実施し、自治会の地域課題の抽
出及び、解決に向けて市と共有を図った。

・自治会活性化委員会を年7回、グループ会議
を年3回実施した。また総合震災訓練における
加入促進活動、出前講座のほか自治会ヒアリン
グを行い、自治会運営相談などによる活動支援
を行った。

・自治会フォーラム「いつものつながり、いつ
かのために」をテーマに約70名の参加をいた
だき、講演とワークショップを実施し、自治会
同士の交流や課題抽出と自治会活動における情
報共有につながった。

5
市民協働

課
総計 B

●地主との交渉を続けたが、建設予定地を絞り
込むに至らなかった。
・個人資産に関わることであり、地権者の意向
を踏まえつつ、慎重かつ丁寧に協議を進めた。

6
市民協働

課

総計

行革
A

●協働に関する意識啓発及び協働ガイドライン
の改定に向けた事業や検討を進めた。
・市民協働講座（研修）を2回開催し、協働マ
ニュアルに基づく市民と行政の役割分担の考え
方を共有し、活動資金についても安定した活動
基盤に資する集め方について意識啓発をするこ
とができた。
・よろず交流会運営委員会を7回開催し、協働
による団体交流や課題抽出、情報共有への支援
を行った。
・「市民と行政の協働に関する検討委員会」を
3回開催し、市民ネットワークの構築について
合意形成を得ることができた。

野口町地域集会施設建設事業 建設予定地を絞り込む。

自治会の活性化
自治会加入率多摩26市7位以内
（平成29年度7位）

項　目 目　標

市民協働の促進

市民協働の促進に向けた環境整備

・協働に関する意識啓発を行う。

・協働ガイドラインの改訂に向けた適正運用の考え
方をまとめる。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

7
市民相

談・交流
課

総計 A

●平成30年9月8日に災害時外国人支援ボラン
ティアと、外国人市民に向けた「防災倉庫を開
けてみよう」講座を実施し、44名の参加が
あった。
●平成30年10月14日の総合防災訓練にてＰ
Ｒブースを開設。
●平成30年度において3名の災害時外国人支
援ボランティア登録の申し込みがあった。

8
市民相

談・交流
課

総計 A

●中国人留学生については、留学開始の平成
30年9月から平成31年2月まで毎月、市のイ
ベントや市民との交流行事に参加し、市民と交
流の機会を設けた。
・市ホームページにて活動の様子を紹介し、ホ
ストタウンのＰＲを行った。
・東京2020オリンピック・パラリンピック担
当主幹に協力して、中国ホストタウン啓発のポ
スターに留学生の意見を取り入れ作成に携わっ
た。

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機と
した国際文化交流事業

東京2020オリンピック・パラリンピックにおける
ホストタウンとしての国際交流の一環として、中国
人留学生を受け入れ、気運醸成につなげる。

項　目 目　標

災害時外国人支援ボランティア養成事業

多言語支援センターの運営にかかる訓練として、災
害時外国人支援ボランティア養成講座の実施と、市
総合震災訓練にて災害についての啓発を行い、ボラ
ンティアの登録につなげる。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

9
市民相

談・交流
課

総計 A

●東村山就職情報室利用者を対象に、毎月2回
(平成30年10月・11月のみ4回)の保育サービス
を実施した。年間を通して32件の利用があっ
た。

●「女性のための就職支援事業」を実施した。
・無料個別相談会を平成30年9月12日～10月5
日に4回開催し、3名が参加した。
・無料公開セミナーを平成30年9月11日～10
月5日に10回開催した。10回を通して参加者は
35名で、延べ参加者数は88名。セミナーを通
して「またセミナーを開いてほしい」「自分の
今後を考えるきっかけになった」等の声があっ
た。
・インターンシップ事前研修を平成30年10月
10日～10月31日に10回実施した。参加者は5
名であった。「再就職に向けて同じ目標をもっ
た参加者と一緒に目標を目指すことが励みに
なった」「内容も濃く素晴らしかった」等の声
があった。
・インターンシップを平成30年11月1日～11
月30日(最大5日間、1人最大2か所まで）実施
した。事前研修参加者の内4名がインターンシッ
プに進んだ。実習受け入れ先は、市内と近隣地
域にある25か所から選ぶことができ、実際に6
か所で実習を実施した(参加者の内2名が2か所、
2名が1か所で職場実習)。最終的に1名が雇用に
繋がった。
・事業者の採用担当等に対し人材採用・教育・
定着セミナーを平成30年9月13日～10月4日に
3回実施した。延べ26人の参加者があった。

10 課税課 行革 A

●市報、市ホームページで広報を行った。
・申告期間中、市民ロビーにポスター等を掲示
した。
・コンビニ交付担当者連絡会に参加し情報共有
を図った。（平成31年2月27日）

項　目 目　標

ワーク・ライフ・バランスの推進

・東村山就職情報室利用者へ保育サービスを提供す
る。

・「女性のための就職支援事業」として、無料公開
セミナーを開催する他、インターンシップ(職場実
習)生に対し市内事業者等での職場実習を通して、
地域での就職へ繫げるとともに事業者の採用担当者
等に対し人材採用・教育・定着セミナーを開催し、
就職後の女性が長く働くことのできる職場環境の整
備を行う。

住民票の写しなどのコンビニエンスストア交付の検
討

平成30年6月の課税・非課税証明書（個人市・都
民税）のコンビニエンスストア交付開始に伴い、利
用促進のため随時市民周知を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

11
追加

課税課 【行革】 A
●課税賦課業務の効率化に関して検討を行い、
令和元年度予算にRPA、AI-OCR活用の予算
要求を行った。

12 収納課 その他 A

●平成31年3月末（第4四半期）の収納率は、
前年度比、市税0.4ポイント、国民健康保険税
3.1ポイント向上。
・納税通知書にペイジー口座振替サービスの案
内チラシを作成し同封した。
・催告書の封筒（色・模様）を工夫し、効果的
な納付勧奨を行った。

項　目 目　標

徴収率の維持・向上の取り組み
市税、国民健康保険税の徴収率の維持・向上
（平成28年度市税97.1％、国民健康保険税
79.3％）

【第4次実行プログラム新規項目】
民間活力の導入の検討（その他業務）

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
課税賦課業務の委託化等の調査・検討
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【環境安全部長　　平岡　和富】

人員 26人 2,462,116千円

【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
地域安全

課
総計 A

●予定していた3団体について、防犯カメラの
設置が完了し、補助金交付及び東京都への請求
についても完了した。

2
地域安全

課
総計 A

●500灯分の予算を確保し、事業を実施した
ところ、488灯分の申請があり全件に補助を
行った。

●補助希望自治会への補助を通して自治会等が
所有する防犯街路灯のLED化が促進された。

自治会等に対し防犯カメラの設置が必要とされる場
所を選定し、安全安心まちづくりの取り組みを行
い、設置自治会を3団体とする。

自治会防犯街路灯のLED化

部の目標 つなぐ、つながる安全・安心なまちを目指して
部の概要 予算規模

項　目 目　標

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

自治会等が所有する防犯街路灯のLED化の促進を図
る。500灯分の補助を年度末までに実施する。

安全・安心まちづくりの推進
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

3
地域安全

課
総計 A

●スケアード・ストレイト方式による交通安全
教室では、自転車利用に対する意識改革につい
て、生徒参加者の89％、市民参加者の90％か
ら、見直す・一部見直すとの回答をいただい
た。

●高齢者、自転車利用者及び飲食店への交通安
全意識の啓発を図るキャンペーンを年間を通し
て実施すると共に、幼稚園、保育園の園児に保
護者(ＰＴＡ)も含め各年代に合わせた交通安全
教室及び自転車シミュレーター利用の交通安全
教室の実施を行った。また、市内全小学校で交
通安全教室（一校は都が実施）の他に希望する
小学校での自転車実技教室も実施した。

●交通安全啓発看板（ナイトポリス）について
は、市民の要望等を勘案し、現地調査を行う中
で適切な設置となるように取り組み、35基の
設置を完了した。

4
環境・住

宅課
総計 A

●平成30年6月29日に2社の事業者と東村山
市空き家対策の総合相談事業の協定を締結。同
年7月1日に総合相談窓口を設置した。

5
環境・住

宅課
総計 A

●補強設計助成の対象物件14件の内、平成30
年10月30日に1件の交付決定を行った。

6
防災安全

課
総計 A

●スマートフォン向けアプリケーションを利用
した防災システムの構築に向け、運用方法を検
討し、令和元年度稼働に向けた準備を行った。

・市立第二中学校、市立第四中学校及び市立第五中
学校で実施するスケアード・ストレイト技法（プロ
スタントマンによる交通事故再現）を用いた自転車
安全教室への市民参加を呼びかけ、参加者の自転車
安全利用についてアンケートを実施し、80％以上
の意識改革を図る。

・小学校やPTAが主体となって交通安全運転教室
を開催し、交通安全意識の向上を目的とした交通安
全教室事業を市内全小学校に対して実施する。

・交通安全啓発看板（ナイトポリス）を市内の交通
事故発生地点や、危険個所を分析したうえで30基
設置し、適切な内容の啓発を実施する。

災害時応急活動体制の強化
スマートフォン向けアプリケーションを利用した防
災システムを構築、関係機関との連携方法の運用を
検討する。

項　目 目　標

住環境のマネジメント
平成30年3月に策定した東村山市空家等対策計画
に基づき、総合相談窓口を設置する。

交通安全対策の強化

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業（補強
設計助成）

耐震補強設計、耐震改修促進を目指し、東京都の助
成制度（市が上乗せして助成）の利用に向けた支援
を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

7
防災安全

課
総計 A

●避難想定数分の数量確保に向けて100,000
個の排便処理剤を備蓄した、

8
防災安全

課
総計 A

●関係部署と協議を行った結果、新規設置場所
として検討すべき候補地が複数上がったため、
今後選定に向けた調査を行う。

9
公共交通

課
総計 A

●多摩湖町地域において、「ところバス吾妻循
環」を延伸し平成30年10月1日より実証運行
を開始した。
・地域公共交通会議でご議論いただき、本格運
行移行の判断基準を設定
・平成30年7月27日　所沢市と協定締結
・平成30年10月1日　実証運行開始

●東村山市にあった新たな移動手段を検討する
ため、庁内で情報共有を図った。
・福祉担当所管と交通担当所管で情報共有、課
題整理を行った。

●コミュニティバスガイドランの見直しについ
て地域公共交通会議でご意見を頂き、検討地域
及び広域連携について改定した。
・第3回～第5回の地域公共交通会議（平成30
年11月2日、平成31年1月16日、同年2月
18日開催）で、見直しの内容についてご意見
をいただき、改訂版を作成した。

項　目 目　標

新規防災備蓄倉庫の設置場所を検討する。

災害時防災備蓄の充実
多摩直下地震の避難想定数である約23,500人分に
対応するため、100,000個の排便処理剤を備蓄す
る。

防災備蓄倉庫整備事業

地域公共交通事業の充実

・「ところバス吾妻循環」の多摩湖町周辺への延伸
について、本格運行移行判断基準を策定し、平成
30年10月より実証運行を実施する。

・公共交通空白・不便地域の解消に向け、「市域全
体の公平性の視点を踏まえた市民の新たな足の確保
方法」について、検討を始める。
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【健康福祉部長　　山口　俊英】

人員 118人

一般会計　　17,657,994千円
国保特別会計15,921,177千円
後期特別会計  3,702,124千円
介護特別会計12,071,046千円

【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
地域福祉
推進課

総計 A

●近隣市と合同で市民後見人養成基礎講習を実
施し、2名が修了した。

・市民後見人等の受任要件に該当した事例につ
いて、申立ての準備を進めた。

2
地域福祉
推進課

総計 A

●平成30年11月に改修工事に関する実施設計
書が完成した。

●平成31年度（令和元年度）からの事業方針
を定め、東村山市立社会福祉センター条例の改
正を行った。

3
生活福祉

課
総計 A

●平成30年4月1日より高校生世代に対する先
行的に支援を開始した。

・学習支援事業の卒業生が利用者であり、平成
31年3月現在、28名の利用がある。

・来所によりコミュニケーション面での改善等
の例がある。

・高校に在籍のない子に対しては今後の進路を
具体的に支援することが課題である。

社会福祉センター就労支援・地域づくり推進事業

・年内に耐震補強及び設備改修の実施設計書を作成
する。

・平成31年度から実施する事業の事業設計を行
う。

学習支援充実事業
義務教育終了から就労支援まで切れ目のない支援を
実施する。

予算規模

項　目 目　標

市民後見人養成等事業

・市民後見人となっていただける市民を募り、市民
後見人養成基礎講習を修了していただく。

・市民後見人等の受任要件に該当する事例につい
て、市民後見人等の申立をする。

部の概要

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 地域でつながり、だれもがいきいきと生活できるまちづくりと生涯にわたる健康づくりを支援する
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4
生活福祉

課
総計 A

●後発医薬品の数量シェア90.0％（平成31年
2月）へ向上した。

●他法他施策のうち自立支援（精神通院）は
148名を支援。難病医療費助成は40名を支援
した。

●長期入院患者等の施設または居宅移行支援と
して9名を支援した。

5
生活福祉

課

総計

行革
A

●生活困窮者の就労支援について職業紹介を含
む就労支援を展開した。その結果、平成30年
度は、新規相談者数が561名となり、就労決
定率も上半期よりは下がったものの、73％と
目標を大幅に上回った。

●平成29年度より就労支援と家計支援の二本
柱で自立促進を図った結果、その他世帯数は平
成31年3月末で394世帯となっており、目標
を上回る結果となった。

●主管課長会において生活保護法及び生活困窮
者自立支援法に基づく事業の補助率の見直しと
財政支援の充実を国及び東京都に要請した。

6
介護保険

課
行革 A

●介護保険制度説明会を開催したことにより、
より多くの市民への制度説明を行うことができ
た。また、ペイジーの導入等の取り組みによ
り、収納率の向上及び職員負担の軽減が達成さ
れた。平成30年度収納率：96.3％（決算見
込）

項　目 目　標

医療扶助適正実施推進事業

・後発医薬品の使用を促進し、数量シェアを
80.0％まで向上させる。
（平成29年度　76.1％）

・他法他施策の未利用者及び継続利用者の手続き支
援を行う。

・長期入院患者等の退院手続きや、施設または居宅
生活への移行を支援する。

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
介護保険料徴収率の維持・向上
（平成28・29年度平均　95.8％）

生活困窮者及び被保護者就労支援事業

生活困窮者や生活保護受給者への自立支援

・生活困窮者について、就労相談者数に対する就労
決定者数の割合を48.0％以上にする。
（平成27年度上半期　48.0％）

・被保護者について世帯類型のうち、その他世帯と
して生活保護を受けている世帯数の更なる減少を目
指す。
（平成26年度　457世帯→平成29年度433世
帯）

・各種事務改善や適切な予算措置を国・東京都に要
請する。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童クラブ使
用料・保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維
持・向上の取り組み
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

7
障害支援

課
総計 A

●平成31年1月にパブリックコメントを実施
し、最終的な制度設計を行った。

・平成31年3月の市議会定例会において、関
連する条例の制定・改正案や予算案が可決・成
立し、令和元年8月分より、障害者手当、難病
患者福祉手当の見直しと従来の補助制度を統合
した移動費用支援手当を開始するための準備が
整った。

8
障害支援

課
総計 A

●平成31年4月1日に「基幹相談支援セン
ター」が設置できるよう、東村山市社会福祉協
議会との協議等を行い、同センターの担う業務
や体制を確立させるとともに、必要な予算を確
保した。

9
障害支援

課
総計 A

●平成30年度については、59名の一般就労と
なった。
・障害者就労支援室との連携会議を月に1回実
施した。
・障害者自立支援協議会就労支援部会において
関係機関との情報共有を行い、連携を強化し
た。

10
健康増進

課
総計 B

●特定健診対象者数25,903人、受診者数
12,842人、受診率49.6％
内、集団健診受診者数334人

●特定保健指導対象者 1,301人（集団健診分
除く）
※特定保健指導実施率未確定（令和元年7月確
定）。

項　目 目　標

相談支援の充実と連携強化

障害福祉単独事業の再構築

市単独で行っている障害福祉事業を、時代の変化に
合うように見直すため、障害福祉に関する市単独事
業再構築検討会からの提言書を踏まえ、制度設計を
行う。
（第5次東村山市障害者福祉計画）

特定健康診査受診率・特定保健指導利用率向上事業

・特定健康診査受診率50％以上

・特定保健指導実施率25％以上
（東村山市国民健康保険第三期特定健康診査等実施
計画）

・受診率及び実施率を向上させ、生活習慣病予防の
推進を行うことを通じて、医療費等の適正化を図
る。

早期に基幹相談支援センターを設置できるよう、障
害者自立支援協議会からの報告書を踏まえ、同セン
ターの担う業務や体制を確立させる。
（第5期東村山市障害福祉計画）

障害者就労支援事業
40名の障害者の一般就労を達成する。
（第5期東村山市障害福祉計画）
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

11
健康増進

課
総計 A

●新規活動団体３団体、継続支援団体５団体に
補助を行った。
・地域における住民同士の、見守りを含めた支
え合い活動が、より拡大した。

12
健康増進

課
総計 A

●生活支援コーディネーターを主体として、地
域の活動団体と住民を結び付けるマッチングイ
ベントを実施。総勢530人を集め、多くの
マッチングが行われた。

●学識経験者による研修及び専門家による「効
果的な広報物の作成方法」といった、地域づく
りに必要な研修を生活支援コーディネーターの
意見を踏まえ柔軟に行った。

13
健康増進

課
総計 A

●認知症初期集中支援チームとの事前カンファ
レンスを全10回実施し、連携強化を図った。

14
健康増進

課
総計 A

●平成30年4月に基幹型包括支援センターに
在宅療養コーディネーターを1名配置した。
・在宅療養コーディネーターを中心に多職種連
携研修会を医療・介護関係者向けに2回実施し
（201名参加）、窓口の周知を行った。
・市民への普及啓発として三師会の協力、地域
包括支援センタ―と在宅療養コーディネーター
と協働で市民健康のつどいで展示（多数来
所）・相談（95名）を実施

項　目 目　標

高齢者見守りのために生活支援活動団体に対して補
助を行う。

認知症初期集中支援チームの設置
認知症初期集中支援チームと認知症支援コーディ
ネーターとの連携強化を図る。

在宅療養支援窓口の設置
在宅医療コーディネーターを配置することで、在宅
療養支援窓口のバックアップ体制を強化する。

地域包括支援センターの体制強化
各地域包括支援センターに配置した、生活支援コー
ディネーターに対して、連続研修を実施し、支援技
術の向上を図る。

高齢者見守り事業
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

15
健康増進

課
総計 B

●以下の取り組みを行ったが、計画策定には至
らなかった。
・東村山市いのちを支える自殺対策推進本部を
1回開催。
・東村山市いのちを支える庁内連絡会を2回開
催。
・東村山市自殺対策協議会を2回開催。
・自殺対策に関連する事業の棚卸し作業を行
い、関係課に対しヒアリングを実施。
・棚卸し作業とヒアリング結果をもとに、各部
毎に基本事業及び重点事業の選定を実施。

16
健康増進

課
総計 A

●申込者数332人、受診者数281人。
●胃がん検討会、5月、11月、2月の3回実
施。

17
健康増進

課
総計 A

●大腸がん検診受診者　4,746人
●がん検診実施医療機関医師を構成員とする精
度管理に関する検討会「がん検診に関する検討
会」を平成30年9月、平成31年3月に実施し
た。

18
保険年金

課
行革 A

●繰入金は10億6,655万2,502円（決算見
込）。目標である繰入金の割合は3.7%（決算
見込）と目標を達成した。

胃がんリスク検診事業
平成28年度に導入した胃がんリスク検診を引き続
き実施し、事業のあり方等についての検討会を実施
する。

がん予防対策事業 がん検診の受診率向上と精度管理を向上させる。

自殺対策推進事業
平成30年度内を目途に市町村総合自殺対策計画の
策定を行う。

項　目 目　標

国民健康保険事業特別会計の健全化
標準財政規模に対する、一般会計からの基準外繰入
額と国民健康保険事業運営基金からの繰入金の割合
5.0％以下
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

19
保険年金

課
行革 A

●市民課、総務課、保険年金課の委託業者を統
一化し、1階窓口の利便性向上を目指す方針と
した。

●市民課、保険年金課ともにデジタルサイネー
ジ付番号表示機設置により、番号交付機に係る
経費無料化を実現した。

●デジタルビジョンを活用し、当課事業をはじ
め各種市政情報を音声と画像により効果的に提
供できるようになった。

20
保険年金

課
行革 A

●徴収率99.1%（決算見込）と目標を達成し
た。
・臨戸徴収を実施し、徴収率向上に努めた。

ワンストップサービス機能の導入

・転入、転出に関する一連の手続きについて現状の
整理をし、手続きのあり方について検討する。

・来庁者の利便性向上や市内情報の周知一元化な
ど、効率的な具体案を導入する。

項　目 目　標

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
後期高齢者医療保険料徴収率の維持向上
（平成28・29年度平均　98.6％）

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童クラブ使
用料・保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維
持・向上の取り組み
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【子ども家庭部長　　野口　浩詞】

人員 213人 10,228,612千円

【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
子ども
政策課

その他 A

●平成31年1月に第2期東村山市子ども・
子育て支援事業計画調査報告書を、平成
31年2月には第2期東村山市子ども・子育
て支援事業計画補足調査報告書の取りまと
めを行った。

●利用希望把握調査の集計データと、所管
による推計等の結果を比較し、子ども・子
育て会議において、委員間で適切な「量の
見込み」の設定に向けた意見交換等を行
なった。

2
子育て支

援課
総計 A

●相談率　94.8%（910/960人）
・相談未実施者への勧奨電話等を行った。
・相談率は、平成28年度実施から年々向上し
ている。（参考　平成28年度：92.9％、平成
29年度：93.5％）

3
子育て支

援課
総計 A

●受診率39.0%（374/960人）
・母子健康手帳交付時に受診勧奨を行った。
・受診率は、平成28年度実施から年々向上し
ている。（参考　平成28年度：32.1％、平成
29年度：34.7％）

第2期計画（計画期間：平成32年度～平成36年
度）策定の基礎資料とするため、教育・保育におけ
る1号から3号までの認定区分ごと、また、地域子
ども・子育て支援事業（法定13事業）ごとに「量
の見込み」の算出に向けたアンケート調査（ニーズ
調査）を実施し、調査結果の数値と所管ごとの推計
値との精査を図る。

ゆりかご・ひがしむらやま事業
妊娠期における母性相談の割合を、母子健康手帳交
付者の93.0％以上とする。

妊婦歯科健康診査の個別化
妊婦歯科健康診査の受診割合を、母子健康手帳交付
者の33.0％以上とする。

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

部の概要 予算規模

項　目 目　標

部の目標 子ども・子育て支援新制度を円滑に実施し切れ目のない支援・連携を強化する

第2期子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた
取り組み
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4
子ども家
庭支援セ
ンター

その他 A

●代表者会議及び実務者会議の開催について
は、計画どおり執行し、各関係機関との連携強
化を図った。

●個別ケース検討会議や援助方針会議等を通じ
て、適切な進行管理及び支援方針を検討し、必
要な支援を行った。

●児童相談所をはじめ各関係機関とは、常に情
報の共有及び支援方針に沿った役割分担によ
り、連携を図った。

5
子ども育

成課
総計 A

●都制度を引き続き活用し、当該事業の充実を
図った。
・幼児教育・保育の無償化等による教育・保育
の環境の変化等を踏まえ、預かり保育の拡充等
に向けた支援が課題である。

6
子ども育

成課
総計 A

●私立保育園長会等において、当該事業の内容
について周知を図る等、事業の活用を促進し、
保育人材の確保に向けた支援を行った。
・保育士等の労働環境の維持・向上に向けた支
援を継続し、保育園等において継続的・安定的
な保育の提供が出来るよう必要な支援を行っ
た。

7
子ども育

成課
総計 A

●医療的ケアのマニュアルの策定を推進するこ
と等により、医療的ケアを行う看護師の確保に
向けた支援を行い、保育環境の整備を図った。

市内幼稚園の預かり保育の充実を図るため、国・都
補助制度の動向、事業の実施状況を踏まえ、預かり
保育ニーズへの対応等に向けた制度運営を行う。

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業

保育園等における保育人材の確保を支援するため、
保育士等の住まい（宿舎）を借り上げる保育事業者
等に対し、平成29年度より都制度を活用した補助
を引き続き行う。

医療的ケア児支援事業
多様な保育ニーズに対応するため、医療的ケア児の
受入れに向けた保育体制の充実に関して支援を行
う。

項　目 目　標

「要保護児童対策地域協議会」の連携強化

・代表者会議の開催　1回／年

・実務者会議の開催　4回／年

・ケースの重症化を防ぐため、各関係機関との情報
共有と役割分担等を協議する「個別ケース検討会
議」を開催し適切な援助方針を決定する。

私立幼稚園預かり保育補助事業
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

8
子ども育

成課

総計

行革
A

●合同保育の実施等により、保育所の民間移管
に伴い児童にかかる負担の軽減に努めるととも
に、三者協議による情報共有や移管に関する協
定の締結等により連携体制の強化を図る等し
て、平成31年4月1日の新園の開所を完了さ
せ、円滑な移管の実現を図った。

9
子ども育

成課
総計 A

●認可外保育施設等を利用する保護者が効果的
に当該事業を利用できるよう、事業の内容等に
ついて周知を図るとともに、月額1万円及び多
子負担軽減補助金として月額2千円の保育料補
助を行い、保護者の負担軽減に努めた。

10
子ども育

成課
行革 B

●電話による催告を実施する等、滞納者との接
触の機会の確保に努めるとともに、収納課等と
会議を行い、一定、問題整理等を行った。

●徴収率は98.45％（決算見込）となった。

11 児童課 総計 A

●回田小・大岱小・秋津小・北山小の4校につ
いて、学校内に児童クラブの整備を行うための
検討を進め、令和２年4月の開設に向けて令和
元年度に整備を行うことになった。

・教育委員会や各校と複数回にわたり、協議を
行った。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童クラブ使
用料・保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維
持・向上の取り組み

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維持・向上
（平成28・29年度平均　98.7％）

児童クラブの整備
受入規模が現状において十分でない児童クラブにつ
いて、新たな児童クラブの整備の検討を行う。

公立保育所の民間移管による保育所整備事業

公立保育園の民間移管

・第二・第六保育園の保育を引継ぐため、平成30
年10月から合同保育を開始する。

・円滑な移管を進めるために、保護者・運営事業
者・市による三者協議により、合同保育や平成31
年4月開所に向けた情報共有などを行う。

認可外保育施設等保育料補助金事業

認可外保育施設等に通う子ども達の保護者の経済的
負担を軽減するため、平成29年度より都制度を活
用し実施した月額1万円の保育料補助を継続して行
う。
（平成28年度 月額5千円、平成29年度 月額1万
円）

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

12 児童課 行革 B

●当初の目標である今後の方針策定について、
複数回に亘る庁内会議のなかで一定の考え方を
整理し、共有を図った。
その中で、当初の想定より丁寧に方針を策定す
るための方策についての議論がなされた結果、
平成31年度は、外部の有識者等を交えた検討
会を設置し、更に議論を深めたなかで方針を策
定することとなった。
・児童課内及び子ども家庭部内で複数回に亘り
検討を行った。

13 児童課 行革 B

●児童クラブ使用料徴収率　98.2%
・児童クラブ使用料の徴収率向上のため、口座
振り込みのお願いを行った。また、滞納があっ
た方については、督促状や催告書を発送してい
るほか、児童手当からの特別徴収を毎年継続し
て行った。
・過年度分の滞納者に対しても電話催告のほ
か、臨戸徴収を行うなど取り組みを継続して
行った。

児童館・児童クラブの運営体制の見直し
児童館・児童クラブの今後の運営体制について方針
を作成する。

項　目 目　標

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童クラブ使
用料・保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維
持・向上の取り組み

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
児童クラブ使用料徴収率の維持・向上
（平成28・29年度平均　98.9％）
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【資源循環部長　　大西　岳宏】

人員 26人 2,105,925千円

【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
廃棄物総

務課
その他 A

●職場の環境づくりを行ったことで、職員の健
康維持及び公務災害防止に繋げることが出来
た。
・作業環境測定を平成30年10月・平成31年
2月に実施した結果、適切であった。
・安全衛生小委員会を平成30年4月及び平成
31年2月に実施。また、平成30年8月に職場
巡視、同年11月に栄養講座を実施した。
・雨天時以外は毎朝ラジオ体操を実施した。

2
廃棄物総

務課
その他 A

●災害発生時に発生する廃棄物を円滑かつ迅速
に処理するため、災害廃棄物処理基本計画を策
定し、公表した。
・部内、庁内連携により、計画内容の検討を進
めた。
・平成30年8月31日、同年11月12日、平成
31年2月13日の廃棄物減量等推進審議会で意
見聴取を行い、計画策定の参考とした。
・平成30年11月28日から12月17日までの
間で計画（素案）についてのパブリックコメン
トを実施し、頂いたご意見についての市の考え
方を公表するとともに、計画策定の参考とし
た。
・平成31年3月に策定した計画を公表した。

3
ごみ減量
推進課

行革 A
●平成31年3月末までで36件の売却が完了
し、順調に売却が進んだ。

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

災害廃棄物処理計画の策定
災害発生時に発生する廃棄物を円滑かつ迅速に処理
するため、平時において、大規模災害時に市が実施
する業務の基本的事項等を定める。

平成30年度目標管理シート

項　目 目　標

施設内作業等における職員の安全管理
職員の健康増進や維持管理及び公務災害が起こらな
いよう、職場の環境づくりを行う。

市有財産の整理・売却・活用

市民目線のごみ処理の実現
部の概要 予算規模

戸別回収により役割を終えたごみ集積所跡地の売
却・活用を行う。

部の目標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4 施設課 総計 A

●基本方針の策定に向けて、市が整理した今後
のごみ処理施設の考え方について、平成31年
1月から3月末まで、自治会等の団体に対し
て、出張意見交換会を開催し、より幅広い意見
を聴取した。

●また、聴取した市民意見などを取りまとめた
「基本方針策定に向けた市民意見交換会及びパ
ネル展示アンケート　調査結果報告書」を作成
し、市ホームページに掲載し周知した。

ごみ処理施設更新の検討
ごみ処理施設整備の基本方針策定に向けて、広く市
民意見の聴取を行う。

項　目 目　標
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【まちづくり部長　　粕谷　裕司】

人員 54人
一般会計　　　4,027,987千円
下水道特別会計4,485,126千円

【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
都市計画

課
総計 A

●平成30年11月26日に都市計画道路3･4･5
号線、3･4･26号線沿道の一部区域において、
地区計画等の都市計画決定を告示した。
・当該地域に土地又は建物を所有している方及
び居住している方にまちづくりニュースを配付
し、都市計画を定める内容や進捗に関する周知
を行った。
・配付したまちづくりニュースを市ホームペー
ジに掲載し、権利者以外へも周知を図った。
・都市計画の原案説明会を開催した。
・東村山市都市計画審議会に、都市計画の案を
諮り答申を受けた。

2
まちづく
り推進課

総計 A

●東西の駅前広場を常時往来できる方策につい
て、関係機関との協議を平成30年4月、同年8
月、同年9月、平成31年2月の4回実施した。
・平成31年1月に東村山駅周辺まちづくり協
議会を開催した。
・平成30年9月、平成31年1月、同年3月に
東村山駅周辺まちづくりニュースを発行した。

東村山駅周辺まちづくり
東西の駅前広場を常時往来できる方策について、関
係機関との協議を3回実施する。

都市計画道路3･4･5号線、3･4･26号線沿道の一部
区域に、地区計画等の都市計画を定める。

生活都市にふさわしい、みどりと都市機能が調和したまちづくりを進める

部の概要 予算規模

項　目 目　標

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

地区計画の誘導

部の目標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

3
まちづく
り推進課

総計 A
●台帳整備を行い、東京都への引き継ぎが平成
31年2月に完了した。

4
まちづく
り推進課

総計 A

●平成30年5月、同年10月、平成31年2月に
秋津駅南まちづくり推進協議会事務局会議を3
回開催すると共に、まちづくり調査支援事業の
活用について協議会と調整を行った。

5
まちづく
り推進課

総計 A
●平成30年4月に事業及び測量説明会を開催
した。また、予定していた測量及び道路予備設
計等が平成31年3月末に完了した。

6
まちづく
り推進課

総計 A
●平成30年4月に事業及び測量説明会を開催
した。また、予定していた測量及び道路予備設
計等が平成31年3月末に完了した。

7
まちづく
り推進課

総計 A
●鉄道事業者の取り組み促進に向け働き掛けを
行った。

8
まちづく
り推進課

総計 A
●工事が平成31年2月に完了し、補助金の交
付を行った。

西武遊園地駅へのエレベーター設置等について、鉄
道事業者の取り組み促進に向けた働きかけを行う。

駅構内の安全対策
鉄道事業者と協議し、西武鉄道多摩湖線八坂駅構内
に内方線付点状ブロック等の整備を完了させる。

久米川駅北口周辺整備事業
工事完了に伴い、必要な台帳整備を行い東京都への
引継ぎを完了させる。

秋津駅・新秋津駅周辺まちづくり
地元から提出された提言書を踏まえた秋津駅南まち
づくり推進協議会との勉強会を行い活動を支援す
る。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
事業認可取得に向けて、事業及び測量説明会を開催
し、測量及び道路予備設計等を行う。

項　目 目　標

駅エレベータ等設置事業

都市計画道路3・4・31号線整備事業
事業認可取得に向けて、事業及び測量説明会を開催
し、測量及び道路予備設計等を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

9
市街地整

備課
総計 A

●継続区間の道路築造及び補償代行工事は、平
成30年11月19日に完了した。
・周辺地域住民へ説明を行い理解を得ながら、
工事の監理監督を行った。
●新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計
は、平成31年3月25日に完了した。
・東京都等関係機関と業務の段階毎に協議調整
を行った。

10
市街地整

備課
総計 A

●現況測量は平成31年1月17日に完了し、今
後の事業スケジュールを構築した。
・関係人へ説明を行い理解を得ることができ
た。

11 用地課 総計 A ●用地取得率は75％となった。

12 用地課 総計 B

●事業中の区間（継続区間）の用地取得完了に
は至らなかったが合意に向け折衝を行ったこと
で、一部の方には事業に対する理解を得ること
ができた。

13 用地課 総計 A ●平成30年11月に移転完了となった。

鉄道沿い道路の整備

道路拡幅事業
都市計画道路3･4･9号線及び市道第280号線1の現
況測量を完了させ、今後の事業スケジュールを構築
する。

用地取得率を75％とする。

都市計画道路3・4・27号線整備事業
契約済用地の引渡しに向け、早期の移転要請を図
る。

都市計画道路3・4・5号線整備事業 事業中の区間（継続区間）の用地取得を完了する。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の道路築造工事及び補償代行工事を完了
させる。

・新規区間の事業認可取得に向け、道路・橋梁・電
線共同溝予備設計を完了させる。

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

14 用地課 総計 B

●市道81号線の1の用地取得率は5.7％とな
り、目標の7％には至らなかった。

●市道280号線及び都市計画道路3･4･9号線
については、土地鑑定及び物件調査を行った。

15
みどりと
公園課

総計 A
●散策路及び施設管理用安全柵の工事を完了し
た。

16
みどりと
公園課

総計 A ●水路工事を工期内で完了した。

17
みどりと
公園課

総計 A

●平成30年4月に市民と共にかいぼりを実施
し、池に生息する外来種の防除を行った。
・また、かいぼり前及び平成31年3月に水質
調査を実施し、池の水質改善を確認した。
・生物モニタリング調査を平成31年3月末に
完了し、過年度からの生物の生息状況等の変化
を確認した。

18
みどりと
公園課

行革 A
●北山公園の菖蒲管理と同一の事業者が北山公
園管理人業務を受託することで、指揮命令系統
が一本化され、業務効率が向上した。

項　目 目　標

道路拡幅事業

・市道81号線1の用地取得率を7％とする。

・市道280号線1及び都市計画道路3･4･9号線の用
地取得に向けた土地鑑定及び物件調査を行う。

民間活力の導入の検討（その他業務）
北山公園施設管理について、管理業務委託の実施に
伴う検証を行う。

多摩湖緑地保全事業 事業計画に基づき、緑地整備工事を行う。

北山公園整備事業
北山公園内に賦存する水量を有効活用するために、
実施設計を踏まえた水路工事を行う。

北山公園生物調査・保全推進事業
外来生物の防除及び池の水質向上のため、かいぼり
事業並びにモニタリング調査を実施する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

19
追加

みどりと
公園課

【行革】 A
●公園の維持管理手法について、先進自治体に
関する調査や関係者との協議を行った。

20
道路河川

課
総計 B

●東日本旅客鉄道との協議に時間を要したた
め、スケジュールの見直しを行い、工事の施行
を令和元年度に延期した。

21
道路河川

課
総計 A

●市道第81号線1は平成30年4月に実施設計
の契約を行い平成31年2月に設計作業等を完
了した。

●市道第570号線1は平成30年4月に実施設
計の契約を行い同年12月に設計作業等を完了
した。

●都市計画道路3･4･9号線及び市道第280号
線1は平成30年10月に測量の契約を行い平成
31年2月に測量作業等を完了した。

22
道路河川

課
総計 A

●市道第54号線7は、平成30年7月に契約を
行い同年12月に工事完了した。

●市道第447号線7、市道第718号線1、補助
道第7号線、都市計画道路3･4･11号線1は、
平成30年4月に実施設計の契約を行い同年9月
に実施設計を完了した。

項　目 目　標

道路拡幅事業

・道路拡幅工事に向けた設計作業等 （2路線）を実
施する。
　　市道第81号線1
　　市道第570号線1

・道路拡幅工事に向けた測量作業等（2路線）を実
施する。
　　都市計画道路3･4･9号線
　　市道第280号線1

【第4次実行プログラム新規項目】
公共資産（公園）の効率的な維持管理のあり方検討

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
公共資産（公園）の維持管理手法について調査・検
討する。

・道路改良工事（1路線）を実施する。
　　市道第54号線7

・道路改良工事に向けた実施設計（4路線）を実施
する。
　　市道第447号線7
　　市道第718号線1
　　補助道第7号線
　　都市計画道路3･4･11号線

JR武蔵野線道路橋耐震補強事業 武蔵野線宮前陸橋の耐震補強工事を実施する。

道路改良事業
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

23
道路河川

課
総計 A

●必要箇所の浚渫工事及び護岸補修工事を行
い、平成31年3月末までに工事を完了した。

24
道路河川

課
総計 A ●6路線の調査・測量を完了した。

25
道路河川

課
総計 A

●水位監視システム委託業務を平成31年3月
末までに完了し、水位計監視システムを4月よ
り運用開始した。

26
道路河川

課
行革 A ●4件の売払いを完了した。

27 下水道課 総計 A

●当該排水区1.8haについて公共下水道（雨
水）管の整備
・平成30年5月30日に公社と施工業者が契
約。平成31年2月28日に完了。

●当該排水区0.2haについて公共下水道（雨
水）管の整備
・平成30年11月9日に公社と施工業者が契
約。平成31年3月27日に完了。

28 下水道課 総計 A

●当該排水区0.2haについて公共下水道（雨
水）管の整備
・平成30年7月13日に公社と施工業者が契
約。平成31年1月28日に完了。

項　目 目　標

市有財産の整理・売却・活用

法定公共物調査・整理事業
整理可能な法定公共物の占用状況の調査を実施す
る。

整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。

空堀川流域下水道雨水整備事業

・都市計画道路3･3･8号線整備事業に先立ち「空
堀川左岸第二排水区（その2）」で排水面積1.8ha
について公共下水道（雨水）管を布設する。

・都市計画道路3･4･27号線整備事業の進捗に合わ
せ、「空堀川左岸第三排水区（その3）」で排水面
積0.2haについて公共下水道（雨水）管を布設す
る。

黒目川流域下水道雨水整備事業
都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わ
せ、「黒目川第六排水分区」で排水面積0.2haにつ
いて公共下水道（雨水）管を布設する。

災害時応急活動体制の強化 前川に水位計を設置する。

前川流域溢水対策事業 前川の浚渫工事等の溢水対策を実施する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

29 下水道課 総計 B

●東京都が行っている用地買収が難航し、年度
内に工事が完了しないため、平成30年10月9
日に公社と協定変更の協議書を取り交わし、事
業を取りやめた。

30 下水道課 総計 A

●耐震化工事の実施箇所を特定し、115箇所
可とう性化工事を実施。
・平成30年8月23日に公社と施工業者が契
約。平成31年2月22日に完了。

31 下水道課 総計 A

●公共下水道（汚水）管の整備により沿道の地
域の排水を確保。
・平成30年7月13日に公社と施工業者が契
約。平成31年1月28日に完了。

32 下水道課 総計 A

●公共下水道（汚水）管の整備により沿道の地
域の排水を確保。
・平成30年11月9日に公社と施工業者が契
約。平成31年3月27日に完了。

33 下水道課 行革 A

●一般会計繰入金抑制の指標としている、第4
次実行プログラムに定める、一般会計からの繰
入金の歳出総額に占める割合を、26.48%と
見込んでいる。
また、令和2年4月までの公営企業会計移行に
ついても、遅滞なく事務処理を進めているの
で、法適化後の下水道使用料の適正化につい
て、継続した検討が課題である。

都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わ
せ、公共下水道（汚水）管を布設する。

一般会計からの繰入金の歳出総額に占める割合を
26.5％以下にする。

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
下水道使用料の次回見直しに向けた方針の決定

下水道事業特別会計の健全化

都市計画道路3・4・5号線整備事業

都市計画道路3・3・8号線公共下水道（汚水）整
備事業

都市計画道路3･3･8号線整備事業の進捗に合わ
せ、公共下水道（汚水）管を布設する。

下水道総合地震対策事業
「下水道総合地震対策計画」に基づき、平成28年
度の調査結果を踏まえ、耐震化工事を行う。

都市計画道路3・4・27号線整備事業
都市計画道路3･4･27号線整備事業の進捗に合わ
せ、公共下水道（汚水）管を布設する。

項　目 目　標
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【教育部長　　野崎　 満】

人員 120人 2,558,895千円

【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
教育総務

課
総計 A

●平成30年10月に小学校7校の特別教室空調
設備設置工事が完了し、教育環境の充実を図る
ことが出来た。

・平成30年5月に入札を行い、夏休みを中心
に工事を行い、平成30年10月に工事が完了し
た。

2 学務課 総計 A

●市立小学校4校（萩山小学校・南台小学校・
東萩山小学校・野火止小学校）の通学路に3台
ずつ防犯カメラを設置した。
・業者の調査結果を踏まえ4校と調整のうえ、
平成31年3月20日に設置を完了した。

3 指導室 総計 A

●学校と保護者、地域住民等が一体となって学
校運営の改善並びに児童・生徒の健全育成に取
り組んだ。
・東村山市立小学校2校において「東村山市型
学校運営協議会」を年間6回程度開催した。

小学校特別教室空調設備設置事業
東村山市立小学校7校の特別教室に空調設備設置工
事を完了させる。

項　目 目　標

平成30年度目標管理シート

市の目標
部の目標 みんなが安心で楽しく学ぶ学校づくりと生涯学習により市民満足度を高める
部の概要 予算規模

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

通学路防犯カメラ設置事業

通学路における児童の安全・防犯のために、市立小
学校4校（萩山小学校・南台小学校・東萩山小学
校・野火止小学校）に3台ずつ防犯カメラを設置す
る。

コミュニティ・スクールの導入

東村山市立小学校2校において「東村山市型コミュ
ニティ・スクール」を導入し、東村山市教育委員会
指導室及び社会教育課で構成する「東村山市コミュ
ニティ・スクール準備委員会」と連携して、学校と
保護者、地域住民等が一体となって学校運営の改善
並びに児童・生徒の健全育成に取り組む。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

4 指導室 総計 A

●平成31年3月末に「国語基礎ドリル＜中学
校＞」完成版を作成し、市立全中学校へ配布し
た。
・担当校長1名及び副校長1名、各中学校国語
科教員1名で組織した基礎学力向上推進委員会
において、5回の委員会を開催し、ドリルを作
製した。

5
子ども・
教育支援

課
総計 A

●特別支援教室導入検討委員会を4回開催し、
入退級手続き等について検討を行った。また、
中学校7校について、教室改修及び教材等を整
備し、学習環境を整えた。
●保護者説明会及び中学校教員向け説明会を実
施するとともに、入級相談を行い、指導開始の
準備を整えた。このことにより特別な教育的
ニーズのある生徒の学習環境の充実を図った。

6
子ども・
教育支援

課
総計 A

●対象児童・生徒調査及び学校施設使用状況に
ついて調査を行った。
●その結果を基に協議し、令和3年度に東村山
市立萩山小学校に開設することを決定し、平成
31年市議会3月定例会施政方針説明において
報告をした。

7
子ども・
教育支援

課
総計 A

●スクールソーシャルワーカーによる個別支援
や、希望学級及び希望学級分室ほーぷでの支援
を充実させることにより、不登校児童・生徒一
人一人の実態に合わせた多様な支援を行った。
・スクールソーシャルワーカー対応件数214
件、3,022回
・希望学級登録人数110名
・ほーぷ登録人数9名

項　目

基礎学力向上推進事業
「国語基礎ドリル＜中学校＞」を各学校で実証検証
し、完成させる。

中学校特別支援教室整備事業
特別な教育的ニーズのある生徒の指導や支援、相談
機能の充実を図るため、平成31年度の開設に向け
た準備を行う。

不登校対策事業

不登校児童・生徒及びその傾向にある児童・生徒の
未然防止及び早期問題解決に向け、個々の状況に応
じた対応を図り、一人でも多くの不登校児童・生徒
の状態の改善を図る。

自閉症・情緒障害特別支援学級整備事業
児童・生徒の特別な教育的ニーズに応じた多様な教
育の場の充実を図るため、開設に向けた検討、準備
のため開設予定校を決定する

目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

8
社会教育

課
その他 A

●平成31年1月27日（日）に「市民の集い」
を開催し、当日は、多数の来場者に観覧して頂
き、生徒の活動や活躍する様子に称賛の声を頂
いた。
・参加人数延べ510人
・中学生の納税作文・人権作文の発表、生徒会
からは「我がまち　東村山市の中学生によるボ
ランティア活動！発信しよう、中学生の力！」
の発表、中学校部活動（演劇・吹奏楽等）の発
表

9 図書館 その他 A

●オリンピック・パラリンピックの理解促進を
テーマとした図書展示を全館で実施した。

・常設展示書架のある中央図書館は年間で５回
の展示替えを行い、地区館は各館で2～3回の
展示を実施した。

●学校に対しては、オリンピック・パラリン
ピック関連資料の貸出や調べ学習に活用できる
ワークシートの提供等の支援を行った。

・夏休み期間には、ワークシートを使った調べ
学習事業「調べよう！オリンピック・パラリン
ピック」(小・中学生対象）を各図書館で実施
した。

・事業周知は市報。ホームページ等のほか、学
校を通して対象の児童生徒にチラシを配布し
た。

オリンピック・パラリンピック理解促進

・東京2020オリンピック・パラリンピックに向け
て、理解促進のため図書展示等を行う。

・学校でのオリンピック・パラリンピック教育への
資料提供等の支援を行う。

いのちの教育推進事業
「市民の集い」において、学校・家庭・地域・行政
の4者が連携・協力し、市民と児童・生徒に「いの
ちの教育」を実施する。

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

10 公民館 行革 A

●公民館のあり方や運営形態については、公民
館運営審議会第20期及び公民館地区館長会議
において下記事項の審議・協議を行った。
・公民館の利用の緩和
・地区公民館の活性化
・利用団体の活性化

●5館の取り纏め契約を行い、一定の業務軽減
を図った。
・次回の取り纏め契約に向け、仕様書の更なる
改善を目指して検討を行った。

11
ふるさと
歴史館

総計 A

●目標に掲げた事項を達成する為、各種事業等
を実施し、参加者から高い満足度を得ることが
できた。
・平成30年4月28日(土)から7月1日（日）ま
での期間、企画展「下宅部遺跡展　縄文の漆
Ⅱ」および付随事業「下宅部遺跡漆工関連資料
写真展」、講演会「下宅部遺跡からみた縄文時
代の漆工技術」を行った。（期間中の入館者
数：延3,136人、講演会参加者数：43人.）
・下宅部遺跡展『縄文の漆』の展示図録を再版
した。
・市職員への啓発研修「東村山市の文化財とそ
の歴史」を、平成30年11月2日に行い知識習
得の場とすることができた（市職員60名参
加）。
・考古と自然のコラボ講座」（全六回）を行っ
た。（延92名参加）
・東村山考古学講演会（全三回）を開催した。
（延263人参加）
・今後より一層参加者の増加を図り、より一層
の下宅部遺跡の周知を図ることが課題である。

目　標

下宅部遺跡出土漆工資料の国重要文化財指定に向け
た取り組み

・東京都指定有形文化財の下宅部遺跡漆工関連出土
品の国重要文化財として指定を受けるため、メディ
ア等を通じてＰＲするとともに、各種事業を実施す
る。

・市役所職員に対し下宅部遺跡への理解、認識を醸
成する。

公民館の運営形態の見直し
利用者のニーズに対応できる公民館のあり方・運営
形態について、利用の緩和進める中で、これまで協
議した方向性に基づいて具体施策を検討する。

項　目

60



 

編集：東村山市経営政策部行政経営課 

TEL：042-393-5111（代表） 


