
【経営政策部長　　間野　雅之】

人員 45人 5,800,787千円

【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

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症の影響により、
Facebookに投稿するイベント等の多くが中止、延期
となったため、利用増が図れなかった。

●タブレット端末搭載の動画編集ソフト活用等により
動画での情報発信を積極的に行い、投稿数を増やし
た。（令和3年3月31日時点、動画編集ソフトを活用
した動画投稿数 17件、タブレット使用実績 69件）

●新たなSNSの発信について、各所管での投稿方法等
について検討を行うとともに、導入に向けた手続きを
進めた。

2
秘書広報

課
行革 A ●市報運用ルールについて、研修での周知を行った。

3
秘書広報

課
行革 A

●市民からの声に関して、所管ごとに個別に情報提供
を行い、共有を図った。

4
企画政策

課
総計 A

●国立療養所多磨全生園、多磨全生園入所者自治会等
の関係者と意見交換会を3回開催した。

●新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から新た
な取り組みとして、日本ペンクラブと共催で令和2年
12月19日にオンラインYouTube配信による「ふる
さとと文学2020北条民雄と多磨全生園」を開催し
た。

令和2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 情報の発信と課題の共有により、オール東村山で新しい時代の扉を開く

広報・広聴手段の市民への更なる浸透

市民にとってよりわかりやすい情報発信を行っていく
ため、令和元年度に作成した市報掲載の基準や編集の
手引き等をまとめた「市報ひがしむらやま発行マニュ
アル」の周知を行う。

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と周知を図
る。

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。

・新たなSNSによる情報発信について実施に向けた検
討を行う。

人権の森構想推進事業

多磨全生園入所者自治会の提唱する将来構想を推進す
るため、国立療養所多磨全生園、多磨全生園入所者自
治会等の関係者と今年度も継続して意見交換会を開催
する。

9



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

5
企画政策

課
総計 A

●市センター地区整備構想検討会議を3回開催した。

●構想（案）を令和2年11月19日から12月8日にか
けて公表し、パブリックコメントの手続きをとった。

●令和3年3月末に東村山市センター地区構想を公表し
た。

6
企画政策

課
行革

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、オ
ンライン開催としたため、参加者アンケートは行わな
かった。
・例年と異なり、オンラインで審議会等の会長職8名
に対し、市長から第4次総合計画後期基本計画の振り
返りや第5次総合計画について説明し、評価をいただ
いた。なお、当日の様子についてリアルタイム及び事
業終了後にYouTube配信も行った。

7
企画政策

課
行革 A

●先進事例や近隣自治体の取り組み等情報収集を行
い、対象となる所管に対し情報提供や職場に出向き、
協議を行いながら、導入可能性について検討した。

8
行政経営

課
行革 B

●行政内部評価の運用に向けて、予算編成等、既存制
度との関係整理を進めたが、運用については財務会計
システムのリプレイスにあわせて行政評価システムを
構築することが最適と判断し、継続して検討すること
とした。

9
行政経営

課
行革 A

●積極的にオンラインセミナーに参加し、市民サービ
スの向上や業務効率化のための民間活力について、情
報収集を行い、関係所管に周知を行った。
・病児保育の予約サービス、都市計画情報等提供シス
テムのサービスが令和3年度より開始されることに
なった。
・公園管理に指定管理者制度の導入が決定し、令和3
年度より選定手続きに入ることになった。

東村山市版株主総会の継続開催
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％以上

市センター地区整備構想の検討 市センター地区構想を策定する。

行政内部評価制度導入の準備
行政内部評価制度の運用に向け、予算編成等、既存制
度との関係整理を行う。

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

新たな広告収入を導入し収入を増加させるだけでな
く、広告収入を活かし事業費を軽減させるといった視
点も含め、庁内外へ広く働きかけるとともに庁内への
周知を推進する。

10



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

10
行政経営

課
行革 B

●公社経営の負担圧縮、健全化、適正化を目的として
用地課と打合せ等を行い、保有土地の整理や協議を
行った。

11
行政経営

課
行革 A

●補助金ガイドラインの策定に向けて、ガイドライン
の位置づけや内容について、行財政改革推進本部にて
協議を行った。

12
行政経営

課
行革 A

●債権管理における効果的・効率的な方策として、電
子納付・クレジットカード納付による納付機会の拡充
を第5次行財政改革大綱第1次実行プログラムに位置付
けた。

●税務システムの自治体クラウド化以降の保険料等と
の連携の可能性検討や、マイナンバー制度を活用した
全国的なシステムの標準化、共同化の動向を踏まえ
て、継続して協議を行っていくこととした。

13
資産マネ
ジメント

課
行革 A

●自動販売機の設置スペースとして新たに9.02㎡（自
動販売機6台分）を令和3年4月1日からの3ヵ年、
10,245,215円で貸し付ける契約を締結した。

14
資産マネ
ジメント

課
行革 A

●11件を事業化した。

●公民連携地域プラットフォームのセミナーを2回開
催し、50人の参加を得た。

「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」の策定及び推進

補助金見直しガイドラインの策定
補助金見直しガイドライン（素案）の策定に向け協議
を行う。

債権管理強化の検討 債権管理における効果的・効率的な方策を検討する。

土地開発公社の保有土地活用について、働きかけを行
う。

土地開発公社の経営改革の継続

・民間事業者からの提案を事業化する。

・公民連携地域プラットフォームのセミナーを開催す
る。

市有財産の整理・売却・活用 市有財産を利活用する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

15
資産マネ
ジメント

課

総計

行革
A

●出張講座を5回実施し、289名の参加を得た。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、市
報での積極的な周知は行わなかった。一方でオンライ
ン開催といった策も講じた。

●公共施設再生計画庁内検討会議を3回開催し、個別
施設計画の策定について議論した。

●令和2年12月に計画改定案のパブリックコメントを
実施し、令和3年3月に公共施設再生計画（公共施設等
総合管理計画）を改定した。

16
資産マネ
ジメント

課

総計

行革
A

●関係課と受託者との業務報告会を定期開催したほ
か、受託者と資産マネジメント課の定例会議により進
捗管理を適正に行った。
・各種報告書などは関係課と適宜データ共有し、内容
確認等を適切に行った。

●前年度より引き続き、付加価値提案事業（本庁舎1
階や中央図書館2階読書室のWi-Fiスポットの整備等）
を実施した。

●令和3年4月からの受託者を公募型のプロポーザル方
式で令和2年7月に選定した。

17 財政課 行革 A

●市ホームページにて、平成30年度版財務書類及び概
要説明を令和2年10月に公表後、同年12月に他団体
比較を経年比較の形で追加した。また、令和元年度版
財務書類及び概要説明を令和3年3月に公表した。
・平成30年度版、令和元年度版とも、一般会計等財務
書類、全体財務書類、連結財務書類、概要説明を同時
に公表した。
・平成30年度版の概要説明の他団体比較について、そ
れぞれ平成29年度版指標との経年比較を追加作成し
た。
・確認作業についてマニュアル化するとともに、担当
を複数体制化しスピードアップを図った。

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。

・令和3年4月からの業務の継続等のため、プロポーザ
ル方式により受託者を選定する。

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
について分析指標を経年比較し、早期に公表する。

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。

・公共施設等総合管理計画の改定を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

18
情報政策

課
総計 A

●企画提案依頼（ＲＦＰ）により次期システム構築事
業者を選定し、対象業務毎のワーキンググループや3
市クラウド推進委員会を通じて、仕様を確定した。

19
情報政策

課
行革

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症対策を優先し、年度内の
実施を見送った。スケジュールを再構築のうえ、引き
続きデータ公開に向けた検討等を進めていくこととし
た。

20
情報政策

課
行革 A

●庁内無線ネットワーク構築に向けた設計を完了し
た。

●新型コロナウイルス感染症対策及び生産性向上を目
的に、テレワークシステムやWEB会議端末を導入し
た。

広域行政圏協議会の構成市である小平市と東久留米市
とともに住民情報システムの共同利用による「自治体
クラウド」の導入に向け、3市で連携しながら業務標
準化を実現していく。

自治体クラウド

情報インフラの機能向上と業務改善ツールの検討
庁内無線ネットワーク構築に向け、無線ＬＡＮ等の設
計のほか、業務改善ツールや機器等の導入の検討を行
う。

オープンデータの公開
東京都の統一フォーマットでのデータ整備を進め、
『東京都オープンデータカタログサイト』での公開を
行う。
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