
【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

41



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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