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令和２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、令和２年度における結果がまとまりましたので、報告します。 

 

 

令和２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。 

 令和２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。 

令和２年度 目標管理制度全体の評価※ 

     137項目     86.9％達成 

（評価A（目標とした成果水準を達成）の割合） 

【参考】令和元年度 15３項目⇒85.0％達成 

 令和２年度は第 4次総合計画及び第 4次行財政改革大綱の締めくくりの年でした。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できました。 

 この一年間は新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けましたが、市民生活や地域経済を

支えるための様々な取り組みを緊急的に実施するとともに、新たな生活様式や社会状況の変

化にあわせた庁内体制の拡充、新規市民サービスの実施を進めることができました。 

（評価対象外を除く） 

※評価の考え方については 2ページに記載しました。 
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●評価対象外について 

新型コロナウイルス感染症や市民への外出自粛要請の影響を受け、ABCによる評価が適さないと判断したものです。 

考え方は以下の通りです。 

 

評価対象外の考え方 

・ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、当初予定していたイベント、会議等を中止、延期、形式変更するな

ど、予定通り開催できなかったもの。 

・ 新型コロナウイルス感染症対策を優先的に実施するため、取り組むことができなかったもの。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響による新しい生活様式の定着や、社会状況の変化により、当初予定していた事業を

変更せざるを得なかったもの。 

 
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 

評価対象外 ABCの評価に適さない項目 
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令和２年度の主な成果 

第 4 次総合計画及び第 4 次行財政改革大綱の最終年度である令和２年度目標管理制度による各課の取り組みを通して、

第 5 次総合計画及び第 5 次行財政改革大綱へつなげ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 

• 社会福祉センターにおいて新たに就労サポート
センター、地域交流スペース、知的障害者余暇
活動の場の提供開始 

• 翻訳アプリを搭載したタブレットを庁内に設置
し、外国人の方の手続きや相談等をサポート 

• 市立中学校４校の通学路に防犯カメラを設置 
• 萩山小学校に自閉症・情緒障害特別支援学級を

開級 
• 下宅部遺跡出土品が国の重要文化財に指定 

• 消防団に配備されている可搬ポンプの入替を行
うなど、災害時応急活動体制の強化 

• 防災行政無線（移動系）デジタル化対応 
• 多摩直下地震の避難想定数への対応に向けた防

災備蓄の充実 

• 個別施設ごとの再生の方向性を示した「東村山
市公共施設再生計画」の改定 

• 東村山駅付近の連続立体交差事業、東村山駅周
辺の都市基盤整備の推進 

• 「認証農業者制度」を開始し、認定農業者に次
ぐ市の中核を担う農業者を支援 

• 小平市、東久留米市と共に「自治体クラウド」
の導入に向け仕様を確定 

• 民間事業者提案制度による取り組みを推進し、民間事

業者からの提案を 11 件事業化 
• テレワークシステムや WEB 会議端末を導入し、業務

継続性を確保 
• 市有財産の利活用として自動販売機の設置スペース（

6 台分）を新たに 10,245,215 円で新規貸付 
• 市民課及び保険年金課の窓口混雑状況が分かるサイト

の運用開始 
• 公園の維持管理について指定管理者制度、Park-PFI

等の手法の検討 

• 新型コロナウイルス感染症に関する取り組みとして、
プロジェクトチームを設置し、庁内連携して特別定額
給付金事業やワクチン接種事業を推進 

• PCR センターの開設 

• GIGA スクール構想を推進し、小中学校の全児童・ 
生徒に 1 人 1 台のタブレット端末を配備 

• 中学校屋内運動場空調設備の設置 
• 学校施設内に新たに４つの児童クラブを開設 
• スマホ決済アプリによる市税等の納付の開始 

 

新型コロナウイルス感染症対応や 

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～令和 2 年度）に基づく 

令和２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～令和 2 年度）に基づく 

第 4次実行プログラムの取り組み 
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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 
平成 26 年度より施行された「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 

• 東村山市版株主総会を開催し、市長か
らの市政報告、審議会会長からの評価
をオンラインでリアルタイム配信 

• 公共施設再生計画出張講座を開催し、
公共施設の課題を共有 

• 連続立体交差事業に関して市報や市ホ
ームぺージ、まちづくりニュース、ツ
イッターを活用しての情報発信 

市民参加 

• 災害時外国人支援ボランティア養成講
座の実施 

• 将来的な東村山駅高架下活用方策につ
いて、東村山駅利用者や市民へ WEB
アンケートの実施 

• 東村山駅周辺の賑わい創出に向けたワ
ークショップの実施 

協働 

• 「市民と行政の協働に関する検討委員
会」の開催 

• 市民協働講座の開催 
• PCR センターを東村山市医師会、清

瀬市医師会および清瀬市と協働で開設 

(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）

119 86.9% 18 13.1% 0 0.0% 0 15 152

会計課 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 1

経営政策部 15 88.2% 2 11.8% 0 0.0% 0 3 20

総務部 11 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 12

地域創生部 12 92.3% 1 7.7% 0 0.0% 0 2 15

市民部 8 72.7% 3 27.3% 0 0.0% 0 1 12

環境安全部 7 77.8% 2 22.2% 0 0.0% 0 1 10

健康福祉部 17 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 4 21

子ども家庭部 8 72.7% 3 27.3% 0 0.0% 0 3 14

資源循環部 5 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 5

まちづくり部 28 87.5% 4 12.5% 0 0.0% 0 0 32

教育部 7 70.0% 3 30.0% 0 0.0% 0 0 10

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

評価対象外　ABCの評価に適さない項目

全体

評価
未評価
項目数

総項目数
A B C

対象外
項目数
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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 B ●～～～～～～～～～～～～。

3 ××課 その他 A ●～～～～～～～～～～～～。

特記事項
●

・ 東村山市第4次総合計画 令和2年度版実施計画

・ 第4次東村山市行財政改革大綱 第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

～～～～～～～
・□□□

・○○○

～～～～～～～ □□□□□

令和２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 令和2年度版
実施計画
行革：第4次東村山市行財政改革大綱 第4次
実行プログラム
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 令和2年度版実施計画
・第4次東村山市行財政改革大綱 第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
評価対象外：新型コロナウイルス感染症の影響を
受け、ABCによる評価が適さないと判断したもの

【目標】取り組み項目に対して、令和2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、令和2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　　野口　浩詞】

人員 9人 10,908千円

【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 A

●令和元年度決算における一般会計等財務書類を
関係所管と調整し予定どおり完成させた。

●令和3年3月末日に市ホームページにて公表し
た。

財政状況についての認識の共有
令和元年度決算における一般会計等財務書類を円滑に
作成する。

令和2年度目標管理シート

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 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。
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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

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。

11



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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【総務部長　　東村　浩二】

人員 41人 8,282,527千円

【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

行革
A

●令和元年度に実施した委託成果を基に、庁内での検
討を経てサイン整備マニュアルを整備した。
・本マニュアルに基づき、本庁舎1階の一部（部署名
サイン・トイレピクトグラム・エレベータ各階案内
板、正面案内板）において視認性・伝達性・浸透性が
向上したサイン等の整備を行った。

2 総務課 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、庁舎内の
感染対策等を行うため、年度内の検討を見送った。ス
ケジュールを再構築のうえ、引き続き検討を進めてい
くこととした。

3 人事課 行革 A

●時間外勤務時間数の上限設定や時間外勤務縮減に向
けた取り組み内容について庁内に周知した。

●時間外勤務が多い所管に対して調査・ヒアリングを
実施し、超過勤務の要因分析を行った。

●令和2年度の時間外勤務時間数は前年度より12,736
時間、率にして15.1％減少し、71,752.5時間となっ
た。

駐車施設のあり方検討
庁用車駐車場の確保に向けた検討及び駐車場を効率的
かつ有効に活用すべく、駐車場有料化検討を進める。

職員の健全性、組織の機能性、事務事業での生産性を高め、主体的に課題解決に取り組む

時間外勤務の抑制に向けた環境整備

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

・時間外勤務時間前年度比減
（令和元年度　84,488.5時間）

・時間外勤務縮減の取り組みを庁内で共有する。

項　目 目　標

庁舎サイン等ユニバーサルデザイン化事業
庁舎施設の機能向上の検討

庁舎サイン等ユニバーサルデザイン基本計画に基づ
き、サイン整備マニュアルを作成する。

部の目標
部の概要 予算規模

令和2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 成果又は課題項　目 目　標

4 人事課 行革 A

●一般事務職及び経験者採用試験において、土木分野
と電気設備分野の専門性を有する職員の採用を行っ
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。

●研修負担金や職員自主研修助成金の活用促進のため
周知を行った。

5 人事課 行革 A

●令和2年10月に各部にヒアリングを実施し、部の再
編や担当部長の設置など必要な見直しについて検討し
た。令和3年1月に令和3年度組織体制案を決定し、令
和3年市議会3月定例会にて組織条例の改正を行った。

6 人事課 行革 A

●社会状況の変化や第5次総合計画の策定などを踏ま
え、従来の人材育成ビジョンの検証を行い、新たな目
指すべき職員像を定めるとともに、「人事制度」「職
員研修」「環境整備」についての取り組みの方向性を
定め人材育成ビジョンの改定を行った。

7 人事課 行革 A

●計画に基づき、各種健康相談・検診等を実施した。

●ストレスチェックを令和2年７月に実施し、高スト
レスと判定された職員に対し産業医との面談を勧奨・
実施した。また、各所管の健康リスクの状況を踏ま
え、所属長に対し産業医面談を実施した。

●アクションプランの改定にあたり３回の策定検討会
を開催して計画の素案を取りまとめ、令和3年３月の
安全衛生委員会において了承され第６次アクションプ
ランを策定した。

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。

・第5次アクションプランの実施期間終了に伴い、第6
次アクションプランを策定する。

専門的な人材の経験者採用

・新入職員採用において、募集職種を「一般事務職
（建築・設備・土木含む）」と位置付け、一般事務職
のほかに専門的知識を持つ人材の確保に努める。ま
た、必要に応じて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。

・研修負担金や職員自主研修助成金等を活用し、職員
の専門的知識の習得を図る。

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、令和3
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

高度化する行政課題への対応に加え、新たな技術の導
入や様々な働き方改革といった社会状況の変化も踏ま
え、また令和2年度から導入した会計年度任用職員の
研修機会の充実などの視点から、人材育成ビジョン
（平成26年度版）の改訂を行う。
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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

8 人事課 行革 A

●令和2年7月に被評価者訓練を、同年10月に評価者
訓練を実施した。

●全職員に対して令和元年度の人事評価結果を令和2
年度の勤勉手当及び昇給に反映した。

9 営繕課 その他 A
●令和2年度の設計・工事・委託について、遅滞なく
進捗管理を行い、全て当初の予定通り完了させた。

10 契約課 その他 A
●過去にプロポーザルを実施した所管の意向を踏ま
え、他市の事例を参考にしながら当市の現状に沿った
見直しを令和3年3月に行った。

11 法務課 その他 A

●新入職員を対象にした研修のほか、全職員を対象に
した研修の動画撮影をした。
・新入職員に対し「自治体法務とコンプライアンス」
を令和2年4月に実施した。
・「債権管理研修（基礎編）」の動画撮影をした。

12
行政不服
審査制度
担当

その他 A
●行政不服審査法及び民法について、動画による研修
を令和3年3月に実施した。

人事評価制度と給与体系の関連付けの実施、検証
全職員を対象に、人事評価結果の勤勉手当・昇給への
反映を行う。

公共工事の質の確保

令和2年度の工事委託について、過不足のない設計を
行う。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、予定工期内に完了
させる。

プロポーザル方式の実施に関する指針の見直し
平成28年に策定した「プロポーザル方式の実施に関す
る指針」について、現状に沿った見直しを図る。

組織内部の自治体法務能力の向上
基礎的法務知識の欠如によって生じる重大な事務ミス
等の発生抑制を目指すとともに、危機管理意識の醸成
を図る。

行政不服審査法及び民法に対する組織内部の理解力
の向上

初動窓口対応を含めた行政不服審査法の実務運用及び
令和2年4月に改正された民法の改正点について、それ
ぞれ研修を工夫しながら実施し、組織内部の理解を深
める。

17



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



【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。
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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

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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【市民部長　　清水　信幸】

人員 89人 443,232千円

【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 A

●マイナンバーカードの交付を促進した。
・累計交付枚数：48,433枚
・交付率：約32％
・コンビニ交付の利用が前年度比2倍に増加した。

●市内の施設で出張申請サービスを3回実施した。
・申請実績156件
・東村山税務署、久米川病院の協力を得て、職員、市
民に対して申請サポートを行った。

●土日臨時交付窓口を7回開設した。
・交付実績　1,118件
・本庁舎1階市民課窓口にて実施した。交付通知書、
市ホームページにて案内周知した。

●本庁舎1階のコミュニティビジョンで広報用ビデオ
を放映した。

●広報用窓口封筒（2サイズ）を作成した。

2 市民課 行革 B
●証明書請求受付窓口業務、異動届・印鑑登録受付窓
口業務、住民記録台帳等の入力業務従事者の人材配置
をフレキシブルに行い、マルチタスク化を図った。

3 市民課 行革 A

●地域サービス窓口の利用件数が令和元年度比2割減
という結果から、利用率の低い窓口の集約化、統廃合
について引き続き第5次行財政改革大綱第1次実行プロ
グラムに位置付け検討することとした。

項　目 目　標

住民票等のコンビニエンスストアでの交付推進のため
に、マイナンバーカードの発行を促進する。

住民票等コンビニエンスストア交付事業

地域における窓口サービスのあり方検討
コンビニエンスストア交付サービスの利用状況を整理
し、今後の地域窓口のあり方について検討する。

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。

部の目標 窓口業務の効率化及び市民と市民をつなぎ共生社会の実現
部の概要 予算規模

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
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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
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、自治会の現状及び課題を把握
した。
・自治会活性化委員会は、令和2年度においては新型
コロナウイルス感染症拡大防止策として対面の会議を
中止し、電話及びメールで委員の意見を聴取した。活
動内容としては、自治会ハンドブックの改訂及び健康
増進課主催の地域マッチングイベントのパネル展に出
展した。
・自治会フォーラムは、タウンミーティングとの合同
開催を企画していたが、緊急事態宣言の発令に伴い中
止となった。

5
市民協働

課
総計 B

●地主と交渉を続けたが、建設予定地を絞り込むまで
には至らなかった。
・個人資産に関わることであるため、地権者の意向を
踏まえつつ、慎重かつ丁寧に協議を進めていく。

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訂
に向けた事業や検討を進め、考え方をまとめた。
・市民協働講座は1回の開催となった。市民（団体）
の方を対象に行い、市民活動団体としての事業計画に
基づくプレゼンテーションの方法や活動資金をテーマ
に実施した。
・よろず交流会運営委員会において、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、市民と市職員の協働に関する意識改革について検
討を行い、合意形成を図ることができた。

7
市民相

談・交流
課

総計 B

●災害時外国人支援ボランティア養成講座として「感
染症拡大防止の視点を持った災害時の外国人支援」を
テーマに実施し、16名が受講した。受講者の中で6名
がボランティア登録をした。

●災害時外国人支援に関するマニュアルについて、今
後修正していく要点をまとめ、令和2年度第3回東村山
市多文化共生推進プラン推進等協議会にて協議し、同
意を得た。

野口町地域集会施設建設事業 建設予定地を絞り込む。

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。

災害時外国人支援ボランティア養成事業
災害時外国人支援に関するマニュアル（主に災害時多
言語支援センターに関するマニュアル）の整備を行
う。

自治会の活性化 自治会加入率多摩26市中7位以内を維持する。
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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

8
市民相

談・交流
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予定
していた事業を行えなかったため、国際交流を進める
ことができなかった。

9
市民相

談・交流
課

総計 A

●毎週木曜日の午前に、就職情報室の利用者を対象と
して、交流室にて予約制の保育サービスを提供した。
実施対象日数、年間27日(新型コロナウイルス対応に
より22日分未実施のため）の内、実施日数は9日、利
用延べ人数は8名（1名当日キャンセル有）、1日当た
りの平均利用人数は約0.9人であった。コロナ禍によ
る制限がある中ではあったが、必要な方にサービスの
提供をすることができた。
・男女共同参画推進ツイッター、就職情報室での情報
提供などで事業の周知を図った。

●東京しごとセンター多摩の地域連携事業を活用し、
「女性のための再就職支援セミナー＆個別相談会」を
実施した。セミナー37名、個別相談会5名の参加が
あった。

●東京しごとセンター多摩からの講師派遣を受け、11
月に「"いい"かげんなワーク・ライフ・バランス講
座」を市民センターで実施した。7名の参加があっ
た。
・いずれの事業においても、事前に各公共施設へのポ
スター掲示、チラシの配布、SNSによる周知等のPR
を行った。

10
市民相

談・交流
課

総計 A

●翻訳アプリを搭載したタブレットを庁内で7台導入
し、各窓口における多言語対応の環境に整備した。
・令和2年度中（令和2年12月～3月）に翻訳アプリ
用タブレットを20件使用した。

●職員向けにやさしい日本語研修を実施し、 32名の
職員が参加した。

●庁内のイントラネットに出入国在留管理庁と文化庁
が作成した「在留支援のためのやさしい日本語ガイド
ライン」を格納し、職員がやさしい日本語について知
ることができる環境に整備した。

東京2020オリンピック・パラリンピックを契機と
した国際文化交流事業

新型コロナウイルス感染症の動向を注視しながら東京
2020オリンピック・パラリンピックを契機とした国
際交流を進める。

ワーク・ライフ・バランスの推進

・東村山市就職情報室利用者へ保育サービスを提供す
る。

・「女性のための再就職支援セミナー」として、就職
未経験者や結婚や出産等でブランクのある女性に就
職・再就職に役立つセミナーを開催する他、個別相談
会を実施し、地域での就職・再就職のためのきっかけ
作りの場を提供する。

・市民向けに「ワーク・ライフ・バランス推進講座」
を実施し、意識啓発を行う。

庁内の多言語対応の推進
翻訳アプリや「やさしい日本語」を活用して、窓口に
おける多言語対応をスムーズに行えるようにする。
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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

11 課税課 行革 A
●市民税係・庶務係において計22業務を自動化し、約
1,128時間の事務時間を削減することができた。

12 収納課 行革 A

●各料担当所管との情報共有等、連携強化により、収
納率の維持・向上策に取り組んだ。
・平均24件超（月）の臨戸徴収を実施した。（後期高
齢者医療保険料）
・納税相談、財産調査、滞納処分を一括実施した。
（滞納繰越分）

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

効率的な滞納整理を実施する。

民間活力の導入の検討（その他業務）
AI-OCR、RPA等を活用して職員の作業領域を見直
し、業務の効率化を図る。
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【環境安全部長　　平岡　和富】

人員 28人 2,428,683千円

【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 B

●3団体と設置に向け協議をしていたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、自治会総会が開催でき
ず、自治会の総意が得られなかった。その為、2団体
が辞退となり、結果として1団体が設置することと
なった。

●今後の課題としては、設置団体の募集等を広く行
い、設置を希望する団体を確保していく必要がある。

2
地域安全

課
総計 B

●180灯を予定していたが、新型コロナウイルス感染
症の影響により、自治会総会が開催できず、自治会の
総意が得られなかった。その為、19灯分のLED化に留
まった。

●未実施の団体については規模の小さい団体が多いこ
とから、制度内容を再度周知し、早期の実現に向け調
整を図る必要がある。

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

安全・安心まちづくりの推進
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
自治会等が所有する防犯街路灯のLED化の促進を図
る。180灯分の予算の範囲内で申請自治会に対して補
助を実施する。

部の目標 危機管理能力の向上と安全・安心なまちづくり
部の概要 予算規模

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

3
地域安全

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、すべての事業は
実施できなかった。

●市内小学校での交通安全教室実施は15校中8校だった。
・代わりに、子どもの安全確保のため啓発チラシを保護者へ
配布したり新聞折込チラシを東村山警察署や東村山交通安全
協会と連携して実施した。

●第六中学校：令和2年11月7日（土）実施（約380名参
加）
・市民参加中止

●第七中学校：中止（DVD視聴 約320名参加）
・代わりにDVDを作成して授業で視聴いただいた。
・参加者のアンケートの結果は市ホームぺージに掲載した。

●東京都主催の高齢者自転車安全運転講習会の開催に向けて
調整していたが、中止となった。令和3年度実施に向け、東
村山警察署と9月開催で調整した。

4
環境・住

宅課
総計 A

●空き家所有者に対し、空き家のデメリットに関して
理解していただく内容の啓発チラシを作成し、セミ
ナー等で配布した。

●令和3年2月7日に、空き家の流通促進に関するセミ
ナーを開催するなど、周知啓発を図った。
・空き家にしておくことのデメリットについて周知す
るとともに、空き家売却のポイントやメリット、総合
相談窓口の開設についてを内容とした。
・空き家の市場流通促進の啓発に向けたセミナーを開
催し、同時並行で無料個別相談会を実施した。
・セミナー参加者21名、個別相談会参加者は5組で
あった。

5
防災安全

課
総計 A

●平成29年度から令和2年度にかけて、7個分団の老
朽化した可搬ポンプの入れ替えを行い、完了した。

6
防災安全

課
総計 A

●令和2年8月に配備完了した。
・各避難所備蓄倉庫及び拠点倉庫へ配備している。

交通安全対策の強化

・市内全小学校で交通安全教室を実施する。

・市立第六中学校及び市立第七中学校で、中学生及び
近隣住民向けに、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
全教室を開催する。

・交通安全意識やマナーの向上のための市民向けの講
習会を開催する。

災害時応急活動体制の強化 消防力の強化を図り災害に備える。

住環境のマネジメント
東村山市空家等対策計画の基本方針2に基づき、空き
家の市場流通を促進する周知啓発事業を行う。

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。
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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
防災安全

課
総計 A

●令和2年7月に運用開始した。
・富士見倉庫とともに拠点倉庫として運用している。

8
防災安全

課
総計 A

●令和3年3月に防災行政無線（移動系）のデジタル化
工事を完了させ、運用を開始した。

9
公共交通

課
総計 A

●令和2年8月末までに原状復帰を行い、バス停の撤去
工事を完了した。

●さくら通りの開通に伴い、一部路線に遅延が発生し
ていたが、ダイヤ改正の必要はないと運行事業者が見
解を示したため、ダイヤ改正は行わないという結論に
至った。

10
公共交通

課
総計 A

●令和2年10月に地域公共交通あり方検討会を設置
し、会議を開催した。

●基礎調査の実施に向け、業務委託事業者の選定のた
め、プロポーザルを実施し、受託候補者を決定した。

新たな移動手段の検討事業
ポストコロナ、ウィズコロナの状況下における新たな
生活様式における市民の移動の実態、需要等につい
て、基礎データを得るための調査の準備を進める。

防災備蓄倉庫整備事業
新規防災備蓄倉庫（国立療養所多磨全生園内）の設置
及び運用を開始する。

防災行政無線（移動系）デジタル化対応
防災行政無線（移動系）のデジタル化に伴う工事を完
了する。

地域公共交通事業の充実

・ところバス吾妻循環の市内乗入れ区間のバス停撤去
工事を行い、原状復帰を9月末までに行う。

・道路整備に伴う交通状況の変化を踏まえ、必要に応
じてダイヤの見直しについて検討する。
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【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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【子ども家庭部長　　瀬川　哲】

人員 204人 10,767,837千円

【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

●以下の取り組みにより、東村山市子ども・子育て支
援事業計画に掲げる各事業について、令和元年度の達
成状況を点検し、子ども・子育て施策の実施状況を評
価した。
・コロナ禍における会議運営の方針について検討を
行ったうえで、その方針に基づき子ども・子育て会議
を1回開催した。（令和3年1月27日実施）
・会議開催に際しては、事前に個々の委員からの意見
収集及び委員間での意見共有を複数回行うことで、コ
ロナ禍における対面での審議を効果的かつ効率的なも
のとした。
・点検・評価した結果を記載した「子ども・子育て支
援事業計画進捗状況報告書」を作成し、市ホームペー
ジ等において公表した。

2

子ども保
健・給付

課
総計 A

●従来の子育て応援ギフト配付時に加えて、新型コロ
ナウイルス感染症の感染防止のための育児パッケージ
配付の案内などの際や、電話による状況確認などの機
会を捉えて面接の勧奨を行った。

●面接の機会を確保するため土曜日の面接を月1回実
施した。

●当市において母子健康手帳を交付した者の妊婦面接
は97.7％となった。

3

子ども保
健・給付

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、健診の実
施については１か月間中止せざるを得ず、当市におい
て母子健康手帳を交付した者の妊婦歯科健康診査受診
率は33.1％にとどまった。
・妊婦歯科健康診査受診票を母子健康手帳交付時に配
付し受診勧奨を行うとともに、その後の電話による状
況確認の際や母親・両親学級などの機会に受診勧奨を
行った。

東村山市子ども・子育て支援事業計画に基づき事業の
実施状況の点検・評価を行う。

項　目 目　標

部の目標 未来へつなぐ　すべての子どもが健やかに～さらなる安全・安心へのとりくみ～
部の概要 予算規模

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

ゆりかご・ひがしむらやま事業
母子健康手帳交付者の95.0%以上に面談を実施する
等、切れ目のない相談支援体制の構築を図る。

妊婦歯科健康診査の個別化
母子健康手帳交付者の35.0％以上が妊婦歯科健康診査
を受診できるよう、妊婦自身の歯科保健意識等の向上
を図る。

東村山市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価
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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

子ども保
健・給付

課
総計 B

●新生児聴覚検査受診票を母子健康手帳交付時に配付
し受診勧奨を行うとともに、その後の電話による状況
確認の際や赤ちゃん訪問などの機会に受診勧奨を行っ
た。

●受診の機会を確保するため多摩北部医療センターに
おいて生後90日まで受診可能とした。

●3から4か月児健康診査対象者の受診率は93.2％で
あった。

5
子ども家
庭支援セ
ンター

その他
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、代
表者会議及び実務者会議の開催は中止としたが、書面
にて必要な情報を共有することにより、成果として各
関係機関との連携強化が図られた。

●個別ケース検討会議（年間９8回）や虐待進行管理
会議（年間４回）を開催し、関係機関の役割分担や支
援方針の検討をすることで、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。

6
保育幼稚
園課 総計 A

●市内私立幼稚園３施設で、本補助の活用により保育
所と同程度の預かり時間の提供が図られた。
・幼稚園における預かり保育の充実が達成されている
ことから、令和３年度からの補助制度の再構築を行っ
た。

7
保育幼稚
園課

総計 A

●電子メール等で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
ができるよう必要な支援を行った。

私立幼稚園預かり保育補助事業
私立幼稚園等に対して、保育所と同程度の預かり保育
を行った場合に補助を行うことにより、幼稚園での預
かり保育の充実を図る。

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
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、都制度を活用した補助を実施し、保育園等に
おける保育人材の確保を支援する。

「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

・個別ケース検討会議の開催　適宜

新生児聴覚検査助成事業
3から4か月児健康診査対象者の95.0％以上が新生児
聴覚検査を受診できるよう、周知等必要な支援を行
い、難聴の早期発見・早期療育を図る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

8
保育幼稚
園課

総計 A
●保育所で雇用した看護師の賃金を補助することで、
医療的ケア児受け入れに対する支援を行った。

9
保育幼稚
園課

総計 A

●認可外保育施設等を利用する保護者に対して事業の
内容等について周知を図るとともに、基本分及び多子
負担軽減補助金の保育料補助を行い、保護者の負担軽
減に努めた。

10
保育幼稚
園課

総計 A

●私立幼稚園等を利用する保護者に対して補助事業の
周知を行い、補助事業の活用を促し、保護者負担の軽
減に努めた。
・無償化による保護者負担の変化を踏まえ、令和3年
度からの補助制度の再構築を行った。

11
保育幼稚
園課

行革 B

●保育所の利用者負担（保育料）の令和2年度徴収率
は94.8％にとどまった。
・徴収率向上を図るため、口座振替での納付について
継続的な勧奨を行った。
・滞納があった方については、督促状、催告書の送付
や電話による催告に加え、児童手当からの特別徴収を
行った。

12
地域子
育て課

その他 A

●コロナ禍により、対象者に直接出向いての支援は制
限される中でも、電話での確認等を通じて必要な人に
必要な情報等を届けることで、育児に関する様々な相
談に対応し、子育て家庭の不安や孤立感の軽減を図
り、支援に努めた。

●すくすく通信を月1回発行し、市ホームページ等で
周知することで、子育て情報や本事業を積極的に周知
した。

すくすく訪問事業

・「地域まるごと子育て支援」の実現に向け、地域担
当保育士によるアウトリーチ活動等の充実を図る。

・すくすく通信を作成し、市ホームページ等で公表す
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

保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維持・向上を
図り、適切な債権の管理に取り組む。
（平成28・29年度平均98.7%）

医療的ケア児支援事業
医療的ケア児の受け入れを行う保育所に対し支援を行
い、医療的ケア児の受入れに向けた保育体制の充実を
図る。

認可外保育施設等保育料補助金事業 認可外保育施設を利用する保護者の負担軽減を図る。

私立幼稚園等園児保護者の負担軽減 私立幼稚園等の保護者の負担軽減を図る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

13 児童課 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、当
初予定していた会議の開催はできず、児童館・児童ク
ラブの担うべき役割等について会として概ね集約する
にとどまった。
・コロナ禍における会議運営の方針について検討を
行ったうえで、その方針に基づき2回開催した。（令
和2年12月18日、令和3年3月26日）
・会議開催に際しては、事前に個々の委員から意見収
集を複数回行い、これを委員間で共有することで、コ
ロナ禍における対面での審議を効果的かつ効率的なも
のとした。

14 児童課 行革 B

●児童クラブ使用料の令和2年度徴収率は97.0%にと
どまった。
・徴収率向上を図るため、口座振替での納付について
継続的な勧奨を行った。
・滞納があった方については、督促状、催告書の送付
や児童手当からの特別徴収に加えて、電話での催告の
回数を増やし対応した。

児童館・児童クラブの運営体制の見直し

・外部有識者、保護者等を交え、今後の児童館・児童
クラブの安定的な運営のため、市が公立施設として担
うべき役割等について検討する。

・上記の検討結果等に基づき、今後の運営等について
方針を定める。

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

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 28人 2,129,258千円

【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できた。
・当作業環境測定を令和2年10月・令和3年2月に実
施した結果、適切であった。
・当初予定していた安全衛生小委員会、感染症予防・
対策講座、職場巡視については、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から実施を中止した。
・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
●令和3年3月に第5次東村山市一般廃棄物処理基本計
画及び実施計画を策定した。

3
ごみ減量
推進課

行革 A
●令和2年度は市報及び市ホームページで周知を図り
ながら、24か所の旧ごみ集積所売却を行った。

4 施設課 その他 A

●令和元年度の工事報告書、日常点検、補修計画に基
づき、工事内容を精査し、ごみ焼却施設定期点検補修
工事、ごみ焼却施設クレーン定期点検補修工事、リサ
イクルセンター修繕工事を実施した。

●ごみ搬入量の変化に対応し、安定した資源化を継続
するために、複数の処理委託先と調整を進めた。

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 市民目線のごみ処理の実現
部の概要 予算規模

令和2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
戸別回収により役割を終えたごみ集積所の売却・活用
を行う。

東村山市一般廃棄物処理基本計画の改定
令和3年度を計画の始期とする、第5次東村山市一般廃
棄物処理基本計画を策定する。

ごみ及び資源物等の安定かつ安全な処理の継続
秋水園内施設の日常点検と計画的な補修・修繕をおこ
ない、適正なごみ及び資源物の処理を行う。委託処理
についても適正処理と安定処理を確保する。
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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

5
秋水園施
設整備課 総計 A

●新たな施設の基本計画に関する検討を行い、令和3
年3月に検討会の中間報告書をとりまとめた。
・令和2年5月に検討会を設置し、検討会を4回開催、
施設の基本仕様や環境保全対策について検討した。

●秋津町全世帯を対象とするアンケート調査を実施
し、周辺地域にお住いの多くの方からご意見をいただ
くことができた（回答率43.6%）。
・令和2年12月に、秋津町全世帯（7818世帯）を対
象とするごみ焼却施設に関するアンケート調査を実施
した。

ごみ処理施設更新の検討
新たなごみ焼却施設の基本計画策定に向けて、必要な
課題の整理等を行う。
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【まちづくり部長　　粕谷　裕司】

人員 57人
一般会計　　　5,959,338千円
下水道事業会計5,763,022千円

【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

●まちづくりニュース第1号を配付した。
・令和3年3月に、都市計画道路3・4・5号線新規事
業区間沿道の方に、まちづくりニュースを配付し、地
区計画などのお知らせをした。
・沿道のまちづくりのルールに関するアンケート調査
を実施した。

2
都市計画

課
総計 A

●東京都等との協議・調整を令和2年8月、9月に行っ
た。
・工場等の発展的な操業を支えるため、必要に応じた
地区計画や特別用途地区の活用について、協議・調整
を実施した。

3
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
係機関との協議を令和2年8月、10月、11月、令和3
年3月の年4回実施した。

●新型コロナウイルス感染症の影響等により庁内検討
組織の立ち上げは先送りしたものの、市民・駅利用者
等へWEBアンケートを実施し、1,000名以上の方々か
ら回答をいただくなど高架下活用方策について検討を
行った。

●令和2年9月、令和3年2月に東村山駅周辺まちづく
りニュースを発行した。

●対象地区の高度利用等について、令和2年10月に
オープンハウスを実施した。

●令和2年12月に駅周辺の賑わい創出に向けたワーク
ショップを実施した。

項　目 目　標

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

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
係機関と協議を行うと共に、庁内検討組織を立ち上げ
高架下活用方策について検討を行う。

・東口駅前広場再整備、駅東南側の高度利用等につい
て検討を行う。

地区計画の誘導
東村山都市計画道路3・4・5号線新規事業区間沿道の
方に対し、地区計画に関するお知らせを行う。

地方創生推進のためのまちづくり検討
地方創生及び工場等立地に関する基礎的な調査結果に
基づく、用途地域等に関する指定方針及び指定基準見
直しに向けた関係機関協議等を行う。

部の目標 生活充実都市にふさわしい、みどりと都市機能が調和したまちづくり

部の概要 予算規模
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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
まちづく
り推進課

総計 A

●東京都及び鉄道事業者の取り組み促進に向け働き掛
けを行った。

●令和3年1月から2月にかけて東京都において道路予
備設計に伴う測量作業が行われた。

5
まちづく
り推進課

総計 A

●令和2年11月に秋津駅南まちづくり推進協議会事務
局会議を開催した。

●協議会が活用するまちづくり調査支援事業について
支援を行った。

6
まちづく
り推進課

総計 A
●事業化が促進されるよう、鉄道事業者に対して要望
を行った。

7
まちづく
り推進課

総計 A

●鉄道事業者と取り組み状況等について情報共有を行
うとともに、多摩湖駅及び萩山駅の内方線付きJIS規格
化点状ブロックの設置に対する鉄道事業者への補助金
について令和3年度の予算化を図った。

8
まちづく
り推進課

総計 A
●連続立体交差事業に関して、各媒体（市報2回、市
ホームページ5回、まちづくりニュース2回、ツイッ
ター36回）を活用して情報発信を行った。

9
市街地整
備課

総計 B

●継続区間の電線共同溝引き込み連携管工事は令和2
年6月に発注し、令和3年3月に完了した。

●新規区間の道路・橋梁設計は令和2年4月に発注し、
道路設計は令和3年3月に完了した。橋梁設計は関係機
関との協議に時間を要した為、完了には至らなかっ
た。

久米川第1号踏切道拡幅事業
踏切部及び南側歩道部の拡幅について、東京都及び鉄
道事業者の取り組み促進に向けた働き掛けを行う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の電線共同溝引き込み連携管工事などを完
了させる。

・新規区間の道路・橋梁設計を完了させる。

連続立体交差事業の推進
事業主体である東京都と情報を共有し進捗状況を把握
するとともに、ＳＮＳ等を通して市民に発信する。

秋津駅・新秋津駅周辺まちづくり
秋津駅南まちづくり推進協議会との勉強会を行うと共
に、協議会が活用するまちづくり調査支援事業を支援
する。

駅構内の安全対策 鉄道事業者の取り組みに連携して対応する。

駅エレベータ等設置事業
西武遊園地駅（現：多摩湖駅）へのエレベーター設置
等について、鉄道事業者に事業化に向けた要望を行
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

10
市街地整
備課

総計 B

●道路・橋梁・電線共同溝予備設計は令和2年4月に発
注し、道路・電線共同溝予備設計は令和3年3月に完了
した。橋梁設計は関係機関との協議に時間を要した
為、完了には至らなかった。

11
市街地整
備課

総計 A
●道路・橋梁・電線共同溝予備設計は令和2年4月に発
注し、令和3年3月に完了した。

12
市街地整
備課

総計 A
●道路・電線共同溝実施設計は令和2年5月に発注し、
令和3年3月に完了した。

13 用地課 総計 A
●2件の更地化、引渡しについては令和2年10月まで
に完了した。

14 用地課 総計 A

●継続区間について、用地取得契約完了済3件の更地
化、引き渡しを年内に完了した。残る4件について
は、事業認定申請に向けた資料準備を行った。

●新規区間については、3画地の用地取得を行った。

15 用地課 総計 A ●10画地の用地取得を行った。

都市計画道路3・4・31号線整備事業 道路・電線共同溝予備設計を完了させる。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
土地価格を決定するとともに、物件調査を実施し、順
次、補償費算定及び用地取得を行う。

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の道
路・電線共同溝実施設計を完了させる。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間は、用地取得契約完了済3件の移転促進を
図り、更地化、引き渡しを年内とする。また、残る4
件の用地取得を完了する。並行して、事業認定庁との
協議を行う。

・新規区間は、物件調査を実施し、順次、補償費算定
及び用地取得を行う。

鉄道沿い道路の整備
新鉄付3の2件の移転促進を図り、更地化、引渡し目安
を年内とする。

都市計画道路3・4・10号線整備事業 道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了させる。
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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 用地課 総計 A ●6画地の用地取得を行った。

17
みどりと
公園課

総計 B

●事業用地の公有地化には至らなかったが、地権者の
方との用地交渉を継続的に実施し、また、北山公園の
整備の方向性については、適宜協議を行い、理解を得
られた。

●北山公園整備計画意見交換会を開催し、関係者に対
して北山公園の修繕計画および各種事業について協議
を行い、理解を得られた。

18
みどりと
公園課

行革 A

●「公園管理のあり方支援業務委託」において、市立
公園の現状を踏まえた課題の整理、市民・事業者への
セミナーの開催、ヒアリングの実施等を行い、東村山
市の今後の公園管理には、地域連携推進型の指定管理
者制度、Park-PFI等の手法を取り入れることが最適で
あると整理し、報告書として取りまとめた。

19
道路河川

課
総計 A

●河川監視システム保守委託業務を予定通り令和2年4
月に契約し、年間を通じて安定的に稼働させた。

20
道路河川

課
総計 A

●令和2年4月に前川流域溢水対策検討業務を発注し、
予定通り令和3年3月末までに完了させた。

21
道路河川

課
総計 A

●令和2年11月に業務発注し、予定通り令和3年3月
末までに測量作業を完了させた。

公共資産（公園）の維持管理のあり方検討
「公園管理のあり方」、「効果的な公園管理のしく
み」について検討を進める。

都市計画道路3・4・31号線整備事業
土地価格を決定するとともに、物件調査を実施し、順
次、補償費算定及び用地取得を行う。

北山公園整備事業

・事業用地の公有地化のため、地権者の方と合意形成
に向けた折衝を行う。

・公園施設の大規模修繕に向けた課題の整理、状況把
握を行う。

災害時応急活動体制の強化
前川溢水被害の減災対応として、下記の業務を実施す
る。
河川監視システム保守委託

道路拡幅事業 市道第564号線1の現況測量・用地測量を実施する。

前川流域溢水対策事業
前川流域の溢水対策事業として、下記の業務委託を実
施する。
前川護岸改修工事等検討業務委託
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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

22
道路河川

課
総計 A

●道路改良工事2路線については第1四半期に工事を発
注（市道718号線1：令和2年5月、補助道第7号線：
令和2年6月）し、令和3年3月末までに完了させた。

●市道81号線1改良工事実施設計は、予定通り令和2
年5月に契約し、令和3年2月に業務を完了させた。

23
道路河川

課
総計 A

●令和元年度繰越分の工事は、予定通り令和2年10月
に完了させた。

24
道路河川

課
総計 A

●令和2年7月から令和3年3月まで法定外公共物調査
業務委託を実施し、計8件の調査（うち立会1件）を行
い、境界確定のための図面を作成した。

25
道路河川

課
行革 A

●3件の払下げを完了させた。
・青葉町三丁目未利用地2件（令和2年11月4日及び
同年11月12日契約済み）
・市道第81号線道路拡幅事業残地
（令和2年10月19日契約済み）

26 下水道課 総計 A

●当該排水区0.33haについて公共下水道（雨水）管
の整備をした。
・令和2年7月6日に都市づくり公社と施工業者が契約
し、令和3年3月12日に完了した。

●当該排水区0.22haについて公共下水道（雨水）管
の実施設計を行った。
・令和2年6月29日に都市づくり公社と設計会社が契
約し、令和3年2月3日に完了した。

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）」で公共下水道（雨水）管
を178m布設する。

・令和3年度工事予定箇所の実施設計を行う。

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。

ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強事業
ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強事業として、下記の委託
事業を実施する。
　　武蔵野線宮前陸橋耐震補強工事委託

道路改良事業

・道路改良工事を2路線実施する。
　　市道第718号線1
　　補助道第7号線

・市道81号線1の道路改良工事に向けた実施設計を実
施する。

市有財産の整理・売却・活用 整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。
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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

27 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
水を確保した。
・令和2年8月28日に都市づくり公社と施工業者が契
約し、令和3年3月1日に完了した。

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管移設の
実施設計を行った。
・令和2年7月6日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和3年2月26日に完了した。

28 下水道課 総計 A

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管の実施
設計を行った。
・令和2年7月2日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和3年2月1日に完了した。

29 下水道課 総計 A

●耐震化工事の実施箇所を特定し148箇所可とう性化
工事を実施した。
・令和2年9月4日に都市づくり公社と施工業者が契約
し、令和3年3月1日に完了した。

30 下水道課 総計 B
●令和2年4月1日に都市づくり公社と協定を締結した
が、用地取得の進捗状況により工事を令和4年度以降
に見送った。

31 下水道課 総計 A
●ストックマネジメント実施方針を策定した。
・令和2年4月8日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和3年2月19日に完了した。

32 下水道課 行革 A

●定例監査において、支出及び収入処理について、指
摘を受けることなく執行できた。

●東村山市下水道事業経営戦略を令和3年3月末までに
策定した。

下水道事業特別会計の健全化
公営企業会計移行後の財務事務の適正化及び安定的な
経営の推進

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

・令和3年度以降の工事予定箇所の実施設計を行う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業
都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わせ、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29年度の
調査結果を踏まえ、耐震化工事及び管渠補修工事を行
う。

都市計画道路3・4・11号線公共下水道（汚水）整
備事業

令和3年度工事予定箇所の実施設計を行う。

下水道ストックマネジメント計画事業
公共下水道（汚水・雨水）管について、改築・修繕計
画を策定するために必要な実施方針の策定を行う。
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【教育部長　　田中　宏幸】

人員 118人 2,412,222千円

【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
その他 A

●令和2年9月に中学校全校の屋内運動場に空調設置が
完了し、教育環境の充実を図ることができた。
・令和2年6月に入札を行い、夏休みを中心に工事を行
い、令和2年9月に空調設置が完了し、令和2年10月
からリースを開始した。

2 学務課 総計 A

●第一、第三、第六、第七中学校の通学路に、各校5
台の防犯カメラを設置した。
・学校、PTA、警察と現地調査及び協議の上、設置箇
所を決定し、令和3年2月26日までに設置完了した。

3 指導室 総計 B

●小学校に導入した校務支援システムを用いた一貫し
た成績処理を行うことで教員の事務負担が軽減され
た。
・さらに出席管理や保健管理との連動を図ることで、
効率的なシステムの運用を行うことが課題である。

4 指導室 総計 B

●令和2年度に「学校と地域の協働推進委員会」を設
立し、東村山市型学校運営協議会制度モデル校の成果
と課題を検証した。

●市内各地域の実情に応じた協働活動の実現に向け、
校長会において東村山市学校運営協議会制度のリーフ
レットを提示し、令和3年度に市内全校で円滑な移行
を図ることが課題である。

中学校屋内運動場空調設備設置事業
中学校全校の屋内運動場にリース方式による空調設備
設置を完了させる。

コミュニティ・スクールの導入

・「東村山市型コミュニティ・スクール」を導入して
いる市立小学校2校において、「東村山市型学校運営
協議会」を開催することで、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。

・「東村山市型学校運営協議会」の実施校拡充に向け
て検討する。

通学路防犯カメラ設置事業
市立中学校4校の通学路に、1校につき5台の防犯カメ
ラを設置する。

成績処理支援システムの導入
東村山市立小学校に導入した校務支援システムの効果
検証を実施し、効果的な運用に努める。

項　目 目　標

部の概要 予算規模

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 子どもから大人まで生涯にわたり、豊かな学びと活動の創出と環境の整備
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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

5
子ども・
教育支援

課
総計 A

●準備委員会を令和2年7月、10月、令和3年1月と3
回開催し、開級に向けた検討を行い、スムーズな開設
に繋げた。

●第四中学校への開級に向けて、令和3年1月に他自治
体の視察を実施した。

6
子ども・
教育支援

課
総計 A

●指導室と連携し、不登校対策委員会を令和2年6月、
7月、9月、令和3年1月に実施した。不登校に関する
講義や情報提供、希望学級の施設見学や通級生に係る
情報交換などを通じて各校での不登校対策を支援し
た。

●既存の不登校に係る各種相談・支援事業を継続して
実施し、不登校児童・生徒の社会的な自立を支援する
ことができた。

7
社会教育

課
総計 B

●令和3年度の小・中学校全校において、「学校評議
員会」から「学校運営協議会」への制度移行を円滑に
進めるため、学校と地域の協働推進委員会を設立し、
年4回の会議を開催した。
・モデル校として回田小・青葉小を選定した。
・地域に開かれた教育課程の実現に向け、学校と地域
が一体となり子供たちの成長を支えていくため、モデ
ル校2校の実践状況や地域や学校における問題課題を
整理した。
・地域で活動するそれぞれの組織や団体を一体化する
ため、学校施設コミュニティ開放委員会にて協力体制
を依頼し、令和5年度に本格実施できるよう学校より
依頼があった際、紹介できる人材の選考に努める。

不登校対策事業

本市における不登校の状況及びその対応の分析を通じ
て、不登校への支援を段階的に捉え、新規の不登校児
童・生徒の出現を抑制する取り組み、不登校の長期化
を防ぐ取り組み、長期化する不登校への支援の取り組
みを行う。

コミュニティ・スクールの導入

「地域学校協働本部」の整備を行うため、地域で活動
している方々を「地域学校協働活動推進委員」として
位置づけ、学校、保護者、地域住民等が一体となった
連携協力体制を関係機関と協議・検討する。

自閉症・情緒障害特別支援学級整備事業

・特別な教育的ニーズに応じた多様な教育の場の充実
を図るために、令和3年4月の萩山小学校への開級に向
け準備を行う。

・令和4年4月の東村山第四中学校への開級に向け検
討・準備を行う。
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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

8 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館は「公認プログラム」と
して年間3回の展示替えを行い、地区館は各館２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・市ホームページ等のほか、学校を
通して対象の児童にチラシを配布した。

9 公民館 行革 A

●中央公民館については、東村山市センター地区構想
や東村山駅東口地区の状況にあわせた公共施設のあり
方検討にあわせて引き続き検討する必要があると整理
した。また地区公民館については老朽化状況、合築す
る都営住宅の状況にあわせた対応をするための方針検
討が必要だと整理し、引き続き第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。

10
ふるさと
歴史館

総計 A

●令和2年9月30日に下宅部遺跡の出土品が国の重要
文化財に指定された。
・「考古と自然のコラボ講座」　新型コロナウイルス
感染拡大防止のため1回中止し全5回で、延73名が参
加した。
・「東村山考古学講演会」全3回で、延115名が参加
した。
・市職員への説明会は新型コロナウイルス感染拡大防
止のため中止となった。
・企画展「下宅部遺跡展　縄文人の技」令和2年10月
3日～12月6日、来館者数延2,709人であった。
・丸木舟未成品の長期の保存のため、展示ケースを新
設した。

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

国の重要文化財に指定される下宅部遺跡出土品の保
護・展示・活用を推進する。

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、各種理解促進事業を行う。

・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。

公民館の運営形態の見直し
多様化する利用者のニーズに対応できる公民館のあり
方・運営形態の検討を引き続き進める。
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