
【健康福祉部長　　山口　俊英】

人員 121人

一般会計　　18,401,510千円
国保特別会計15,300,650千円
後期特別会計　3,870,171千円
介護特別会計13,619,100千円

【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

●近隣市と合同で後見人候補者等養成基礎講習を実施
し、東村山市から4名の方が受講を修了した。

●成年後見事例検討会を開催し、その検討結果によ
り、市民後見人等の受任要件に該当した事案2件につ
いて、市長申立をすることを決定した。

2
地域福祉
推進課

総計 A

●改修工事を令和2年8月末までに完了した。

●新型コロナウイルス感染症予防策を講じながら、令
和２年度からの新たな事業を含む、全ての事業を円滑
に運営した。

3
生活福祉

課
総計 A

●学習支援事業の卒業生が主な利用者であり、令和3
年3月末現在で51名の利用があった。
・言語等により、進学や進学のための貸付制度の手続
きが難しい場合に、手続きに同行することで進学の支
援をしたケースや、進路相談を受けながら、希望のア
ルバイトにつくための面接練習や履歴書添削を行い採
用されたケースがあった。
・高校に在籍のないケースでは、義務教育終了以降の
継続的な支援関係の構築により、就労や復学等、引き
続き進路に関する具体的な支援を行っていく。

社会福祉センター就労支援・地域づくり推進事業

社会福祉センターの改修工事を完了させるとともに、
令和2年度から開始する各種の事業を、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大の状況を考慮しながら、円滑
に実施する。

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。

令和2年度目標管理シート

部の概要 予算規模

項　目

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 健康で元気に経済的にも自立した生活を、地域で続けていただくことで、住民福祉の向上を図っていく

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。
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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

4
生活福祉

課
総計 A

●後発医薬品の数量シェア80.0％を維持した。（令和
3年2月実績90.7％）

●他法他施策のうち自立支援（精神通院）は延べ124
件を支援した。難病医療費助成は延べ42件を支援し
た。

●長期入院患者等の施設または居宅移行支援として延
べ15件を支援した。

●健康管理支援事業では健診受診勧奨を183件、看護
師による健康指導を10件行った。

5
生活福祉

課

総計

行革
A

●コロナ禍における就労支援となり、利用者の全体数
が多かったことから、決定者の割合は53.0％であった
が、コロナ禍での求職活動を継続して支援すること
で、就労決定者数としては112名と、平成29年度か
ら令和元年度の平均（113名）並みを維持した。

●就労支援と家計支援の二本柱で自立促進を図った結
果、その他世帯数は令和3年3月末で315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については新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から未実施であり、今後市民へ
の説明方法を検討する必要がある。

●令和2年度徴収率は97.1％となり、目標を達成し
た。

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80.0％を維
持する。

・他法他施策の利用促進に向けた手続き支援を行う。

・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。

・健康管理支援事業により、被保護者のQOL（生活の
質）の維持および将来的な医療扶助を抑制する。

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

・令和2年度中に介護保険制度説明会を開催し、市民
の理解促進を図る。

・収納課との連携をさらに強化し、過年度分の徴収に
ついて収納率の向上を図る。

・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68.0％以上にする。
（平成28・29年度平均68％）

・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。
（令和元年度末　329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。
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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

7
障害支援

課
総計 A

●地域の社会福祉法人等とのネットワーク支援体制の
拡充を図ることを目的に、東村山市障害者自立支援協
議会の専門部会に「地域生活支援部会」を立ち上げ、
地域のネットワーク支援体制を構築した。

●地域の福祉人材の育成を目的とした研修会を開催し
たほか、地域の相談支援体制の向上を行った。

8
障害支援

課
総計 A

●令和2年度の新規就労者数は47名であり、目標を達
成した。
・委託業者と定期的な協議をし、目標管理や関係所管
との連絡会を行った。

9
健康増進

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る受診期間の
短縮や受診控えなどから、集団健診の受診率が低下し
たと考えられる。

●特定健診時対象者数24,511人、受診者数11,337
人、受診率46.3％（令和元年度受診者数：11,717
人、受診率46.8％）
内、集団健診受診者数506人

●特定保健指導対象者1,190人
※特定保健指導実施率未確定（確定11月）

10
健康増進

課
総計 A

●市内の生活支援活動団体7団体に対し、補助金を交
付した。

11
健康増進

課
総計 A

●第1層コーディネーターと連携し、生活支援コー
ディネーターとの定例会議を毎月開催した。

●業務課題の聞き取りを定期的に行い、対応力向上の
ための研修を2回開催した。

高齢者見守り事業
高齢者の見守りを含めた、地域における支え合いを行
う生活支援活動団体に対して補助を行う。

地域包括支援センターの体制強化
社会福祉協議会及び地域包括支援センターに配置して
いる第1層及び第2層生活支援コーディネーターに対す
る支援技術の向上を図る。

相談支援の充実と連携強化

・基幹相談支援センターを軸に、地域生活支援拠点の
拡充を図る（第5期東村山市障害福祉計画）

・福祉人材の育成を支援する。

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54％以上

・特定保健指導実施率45％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）

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 成果又は課題項　目 目　標

12
健康増進

課
総計 A

●認知症初期集中支援チームと認知症コーディネー
ター及び支援者である地域包括支援センターととも
に、6ケースについて事前カンファレンスを実施し、
連携強化を図った。

13
健康増進

課
総計 A

●在宅療養支援窓口会議を6回開催し、対応事例の共
有及び検討、研修の企画検討を実施した。

●医療・介護関係者の連携強化を目的とした多職種連
携研修を3回実施した。うち、新型コロナウイルス感
染症拡大防止に配慮し、Zoom での研修を2回実施し
た。（参加者128名）

●市民への普及啓発として、「在宅医療・介護情報の
一覧」を更新し、市窓口、地域包括支援センターでの
配布を行った。また市ホームページにも掲載した。

14
健康増進

課
総計 A

●公的機関にて、ポスターの掲示や相談リーフレット
の配布を行い、自殺対策に関する情報の周知を行っ
た。

●令和3年3月に市職員を対象としたゲートキーパー研
修を実施した。

15
健康増進

課
総計 A

●令和元年度指定医療機関数11か所から令和2年度
32か所に増やし、地域受診の利便性の向上を行った。

●令和元年度受診者数347人に対し、令和2年度170
人と新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものと
捉えている。引き続き医療機関へのポスター掲示など
の広報を行う。

●書面で検討会への実績報告を行った。

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
ターおよび地域包括支援センターの連携強化を図る。

在宅療養支援窓口の設置
在宅療養支援窓口のバックアップ体制を強化する。ま
た、市民への普及啓発を図る。

自殺対策推進事業
生活上の困難を抱える人を早期に把握し、支えるた
め、「こころの体温計」の利用増を図るとともに、自
殺対策を支える人材の育成を行う。

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。
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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

16
健康増進

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る受診控えか
ら、受診率が低下したと考えられる。

●大腸がん検診受診者数4,544人、受診率8.4％（令
和元年度受診率：10.1％）

●受診率向上施策としてナッジ理論を取り入れたセッ
ト検診化の推進により、肺がん検診受診者数は令和元
年度868人から令和2年度1,188人(1.37倍)となっ
た。

●特定健診と大腸がん検診の同時実施は当初受診率
50％を見込んでいたが、13％程度であった。施策初
年度と受診者の認知不足や新型コロナウイルス感染症
の影響を受けたものと捉えている。集団検診では年17
回が中止になる等受診者数は前年減となっている。

17
健康増進

課
総計

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症の影響を受け、関係機関
との調整が難航し未完成となった。

18
健康増進

課
行革

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症の影響による受診期間の
短縮や受診控えなどから、受診率が低下したと考えら
れる。

●特定健康診査受診率：46.3％（令和元年度受診率
46.8％）

●特定保健指導実施率：
※特定保健指導実施率未確定（確定11月）

19
保険年金

課
行革 A

●繰入金は決算(見込)値で7億7,590万6,378円であ
る。目標である繰入金の割合は2.6%(見込)と目標を達
成した。

20
保険年金

課
行革 A

●窓口の混雑状況が分かるサイトを市ホームページに
のせ、利便性向上を推進した。

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を
5.0％以下とする。

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、行政手続きのあり方について検討する。

がん予防対策事業
がん検診の受診率を向上させる。
（令和元年度大腸がん受診率10.1％）

国民健康保険事業特別会計の健全化
特定健康診査受診率54％以上、特定保健指導実施率
45％以上に向上させる。

災害時応急活動体制の強化 緊急医療救護所の参集名簿を作成する。
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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

21
保険年金

課
行革 A ●令和2年度徴収率99.1％と目標を達成した。

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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