
【地域創生部長　　武岡　忠史】

人員 21人 545,275千円

【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

●2経営体の農家より防災兼用農業用井戸及び土留め
フェンス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。

●植木部門の農家1経営体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。
・円滑な事業推進のため、事業実施に向けた協議を
行った。

●2経営体の農家より申請をいただき補助を行うとと
もに、生産緑地の追加指定手続きを行った。
・地区別座談会等において制度の周知を図るととも
に、要望調査を行い事業を実施した。

2
産業振興

課
総計 A

●令和2年度における地場野菜の使用比率は、天候に
恵まれたことなどから13.9%となり、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、9周年イベントを開催し、認知度向上に努めた。

3
産業振興

課
総計 A

●地区別座談会（合同開催）等において、農協「新鮮
館」の建替えに伴う協議を実施した。

・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。

農産物等共同直売所設置に向け、地元業者と協議す
る。

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 未来の姿を常に意識し、現下の状況にしっかり目を向け、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

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2経営体以上とする。

・植木部門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1経営体以上とする。

・都市農地の減少に歯止めをかけ、農地の確保及びそ
の有効活用を図るため、農地の創出・再生支援事業補
助金を活用する農家を1経営体以上とする。

地産地消の推進

農産物等共同直売所設置の検討
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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
産業振興

課
総計 A

●23経営体より申請をいただき、果樹苗木及びオリジ
ナル梱包資材等の補助を行った。
・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 A

●6経営体の農家より申請をいただき認定を行うとと
もに、2経営体に補助を行った。
・地区別座談会等において制度の周知を図った。

6
産業振興

課
総計 A

●市の融資制度紹介や窓口相談、また、各支援機関が
実施する創業塾・セミナーの開催支援、周知を実施
し、26人が創業した。
・市創業相談窓口による相談（5件）
・市融資制度の利用及び補助制度の利用（創業融資２
件、特定創業融資３件）
・市報にて、市の創業支援事業の周知を行った（市報
1月15日号）
・商工会による創業塾の開催（11名参加）
・西武信用金庫による創業塾の開催（9名参加、市施
設利用）

7
産業振興

課
総計 A

●掲載施設管理者・ホームぺージ運営事業者と掲載内
容を確定させ、令和2年11月よりGuidoorに市内観光
情報の掲載を開始した。

8
シティ
セールス

課
総計 B

●経営相談窓口「Bisport東村山」を令和2年4月より
開設したが、対面相談の稼働率は37.5％にとどまっ
た。

●令和2年9月28日にオンラインで経営セミナーを開
催した。

●「東村山市魅力創出事業者支援補助金」制度を創設
し、5事業者・団体に交付を決定し、4事業者・団体に
補助金を交付した。

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、市内果樹のブランド化に向け、東村山果樹
組合と協議する。

東村山市内において、年間25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）

農産物ブランド化推進事業

創業支援事業の推進

市内事業者の販路拡大支援

・市内事業者の販路拡大や創業への支援として、セミ
ナーを開催し、経営相談窓口「Bisport東村山」での対
面相談の稼働率を75％とする。

・市内事業者の販路拡大を支援する補助金制度を創設
し、事業者に補助金を交付する。

観光事業の推進
多言語情報サイトGuidoorに市内観光情報の掲載を開
始する。

認証農業者補助事業
市独自制度の認証農業者について、6経営体以上を認
定する。
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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

9
シティ
セールス

課
総計

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症拡大による社会状況の変
化に伴い、中小企業等への営業活動は実施しなかっ
た。
・東京都企業立地相談センターの仕組みの中で市内不
動産情報を必要な人に提供できる体制は整えている
が、市としての働きかけは実施しなかった。
・社会全体で働き方が大きく変動し、国や東京都にお
いても新たな政策・施設整備計画が打ち出される中
で、市としてできることとして、個人のテレワーク環
境を整えることへの支援策を検討した。

10
シティ
セールス

課
総計 A

●ジョブシェアセンター東村山において最大42名の雇
用を達成した。
・東村山就職情報室、ほっとシティ東村山、障害者就
労支援室と連携し、雇用につながった。
・ジョブシェアセンターの運用状況について、関係機
関と、対面で2回、新型コロナウイルス感染症の流行
状況を鑑みて書面で2回の情報交換会を開催した。

11
シティ
セールス

課
総計

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、イ
ベントの開催を検討するには至らなかった。
・いきいきプラザ1階のデジタルサイネージにおいて
プロモーション動画の放映を開始するとともに、市内
に住居を構えることを検討している者に対し、東村山
市の魅力を伝えられるよう、市内に販売店を持つ住宅
施工メーカーにウェルカムガイドを配布した。

12

東京2020
オリンピッ
ク・パラリ
ンピック担
当主幹

総計 A

●コロナ禍で直接交流はできないが、ウィズコロナで
も交流できるリモート案を提案し、準備に向けて双方
で協議を行い化成小学校と彩香実験小学校の間でオン
ライン交流を実現した。

●10代の、ホストタウン認知度が70代に次いで低い
27.8%（令和元年度市民意識調査）であったものが、
交流実施後の調査では49.6%（対象児童へのアンケー
ト）となった。

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。

シティプロモーションの推進

これまで作成したシティプロモーションツールを活用
したシティセールスを行うと共に、市が保有する資産
を活用し、市の魅力の向上につながるイベントの開催
を支援する。

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

ジョブシェアセンター東村山における雇用拡大を図る
（スタッフ数40名）。

公民連携による雇用創出

新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、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。

21



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

13

東京2020
オリンピッ
ク・パラリ
ンピック担
当主幹

総計 A

●市報や市ホームページ、Facebook等を活用して、
東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業を
情報発信した。特にFacebookを活用し情報発信（年
間31件）を行うことによって市民がより身近に感じら
れるよう周知・啓発ができた。

●聖火リレー・セレブレーション等で活躍が期待され
る東村山キャスト（市独自ボランティア）についても
551名の応募があり令和3年度の開催に向けて準備を
整えることができた。

14
市民ス
ポーツ課

総計 A

●新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中国蘇
州市の子どもたちが当市を訪れて実施予定だったス
ポーツ交流事業はできなかったが、その代替措置とし
て、令和3年3月12日に市立化成小学校において、同
校4年生87名を対象に、蘇州市彩香実験小学校4年生
との間でリモート交流を実施した。

●事業終了後のアンケート結果では、「身近に感じ
た」と言った声が多数あり、成果として、国際文化に
触れる機会創出ができ、共生社会の実現や豊かな国際
感覚を持った人材育成に寄与できた。

15
市民ス
ポーツ課

総計 A

●令和2年11月28日にパラリンピック競技種目であ
るボッチャを用いた第1回ひがっしーCUPを開催し、
100名が参加した。
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2
年4月～5月に予定していたボッチャ体験会は中止に
なった。
・ボッチャの裾野を広げるため、令和2年度はスポー
ツ推進委員会が中心となって、各町体力つくり推進委
員会に対し、ボッチャの審判ができるよう体験会プラ
ス審判講習会を開催した。
・体験会プラス審判講習会、第1回ひがっしーCUP共
に、新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドラインを
遵守し、新型コロナウイルス対策を徹底し開催した。

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機と
した国際スポーツ交流事業

新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、友
好交流都市である中国蘇州市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

新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、東
京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた
気運醸成のための各種施策の実施や、1年延期された
東京2020オリンピック・パラリンピックの準備を通
じて市民スポーツを推進していく。

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

新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら、東
京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の延
期に伴い、市民の気運を高める事業を実施する。
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