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令和 3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 3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 3年度目標管理は・・・ 

 総合計画前期基本計画、行財政改革大綱前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 3年度当初に立てた目標の項目の達成率は、下記のとおりです。 

 

令和 3年度 目標管理制度全体の評価※ 

     181項目     83.4％達成 

（評価A（目標とした成果水準を達成）の割合） 

【参考】令和 2年度 137項目⇒86.9％達成 

 令和 3 年度の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「みどり にぎわい 

いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現に向けた取り組みが推進され、第 5次総合計

画及び第 5 次行財政改革大綱の計画初年度として着実に計画の進捗を図ることができまし

た。 

 この 1年間も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 3年度の主な成果

第 5 次総合計画及び第 5 次行財政改革大綱の計画初年度である令和 3 年度目標管理制度による各課の取り組みを通し

て、市の将来都市像実現に向けた歩みを着実に進めることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 
まちの価値の向上 

• 東村山市立公園指定管理者および公募設置管理制度にお
ける設置等予定者を決定 

• 市道第 718 号線 1の道路改良工事、栄町横断歩道橋の
耐震補強及び補修工事等の実施 

• Bisport 東村山を活用する事業者の支援を実施 
•  
• 市にゆかりのあるオリンピック選手へ応援旗の贈呈、

選手からの動画共有やオンラインでの大会応援を実施 
• 教職員と生徒が接する時間をより創出するため、市立

全中学校に校務支援システムを導入し教職員の働き方
改革を推進 

• 妊産婦オンライン相談のため、ウェブ会議ツールを用
いた相談支援体制を新たに整備 

• 市内全中学校の通学路に防犯カメラの設置完了 

• ごみ出しが困難な高齢者等へのごみ出し支援を行う「
ふれあい収集事業」の開始 

• 交通安全における市民からの要望や、啓発看板等の管
理を効率化するため、安全施設等維持管理システムの
導入 

• 庁内無線ネットワークおよび認証システム等の環境整
備の実施 

• 庁内電話の無線化の実施 
• 市民向けのスマートシティ出張講座の実施 
• 小平市、東久留米市と共に「自治体クラウド」を導入 

 

• 全庁的にビジネスチャットを導入し、迅速なコミュニケーシ

ョン、合意形成の過程の見える化、庁内問合せ業務の効率化

を実現 

• 東村山市DX推進基本方針の策定 

• 庁内の机のダウンサイジングにより生まれた空間を有効活用

し、庁内執務室の集約化を実施 

• 病児・病後児保育オンライン予約システムの導入 

• 都市計画情報閲覧システムの試験運用の実施 

• 東村山市ペーパーレスガイドラインの作成 

• 地域サービス窓口（ふるさと歴史館内）を廃止、機能をワン

ズタワー内窓口へ集約 

• 学校プールの機能集約化に向け、実証実験の実施 

 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 5 次総合計画 前期基本計画 
（令和 3 年度～令和 7 年度）に基づく 

令和 3年度版実施計画の取り組み 

東村山市第 5 次行財政改革大綱 前期基本方針 
（令和 3 年度～令和 7 年度）に基づく 

第 1次実行プログラムの取り組み 

基本目標 2 
ひとの活力の向上 

基本目標 3 
くらしの質の向上 

計画推進のための 

都市経営 

• 全庁をあげて、ワクチン接種や各種給付金事業の推進 

• 自宅療養者の方へ食料などの支援とパルスオキシメーターの

貸出の実施 

• 多磨全生園において聖火リレー点火セレモニーの実施 

• 市営駐輪場指定管理者制度の利用料金制の実施 

• 市公式 LINE を開始し、市政情報を効果的に配信 
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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 

• オリンピック・パラリンピックについて選手の情報

や、大会前後の選手からのメッセージを共有 

• 子ども向け交通安全教育動画を作成し、市公式

YouTubeで配信 

• 市民向けに新型コロナウイルス感染症に関する市長

メッセージの配信 

• 連続立体交差事業に関して市報や市ホームページ、
まちづくりニュース、Twitter を活用しての情報発
信 

市民参加 

• 出演団体による実行委員会を設立、参加
者とプログラム構成の協議やイベントの
PR を行い、市民文化祭を実施 

• 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、社会実験マーケット
「そらいち東村山」の企画を構築 

協働 

• 市民団体と共に、スクールソーシャルワーカー、
希望学級指導員、子ども相談員の参加する各種研
修や講演会を企画・実施 

• 東村山市文化協会と共催で「東村山文化・芸能フ
ェスティバル」を開催 

• 市民協働講座の開催 
第１回 「協働による地域づくりに向けて～協働を

取り組むための留意点とは～」 

第２回 「市民協働における共感できる活動資金の

集め方」 

(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）

151 83.4% 30 16.6% 0 0.0% 0 5 186

会計課 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 3

経営政策部 27 96.4% 1 3.6% 0 0.0% 0 0 28

総務部 14 70.0% 6 30.0% 0 0.0% 0 0 20

地域創生部 9 69.2% 4 30.8% 0 0.0% 0 2 15

市民部 13 76.5% 4 23.5% 0 0.0% 0 0 17

防災安全部 2 50.0% 2 50.0% 0 0.0% 0 0 4

健康福祉部 13 86.7% 2 13.3% 0 0.0% 0 3 18

子ども家庭部 10 76.9% 3 23.1% 0 0.0% 0 0 13

環境資源循環部 7 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 7

まちづくり部 35 89.7% 4 10.3% 0 0.0% 0 0 39

教育部 18 81.8% 4 18.2% 0 0.0% 0 0 22

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

5



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5次総合計画 令和3年度版実施計画

・ 東村山市第5次行財政改革大綱 第1次実行プログラム

令和3年度目標管理シート

市の目標

部の目標

将来都市像「みどり にぎわい いろどり豊かに 笑顔つながる 東村山」の実現

○○○○○○

部の概要

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

～～～～～～～
・□□□

・○○○

～～～～～～～ □□□□□

【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5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5次総合計画 令和3年度版
実施計画
行革：東村山市第5次行財政改革大綱 第1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5次総合計画 令和3年度版実施計画
・東村山市第5次行財政改革大綱 第1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3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。
※目標設定時に誤りがあり、文言を修正してい
る項目があります。

【成果又は課題】目標管理で扱った取り組みにつ
いて、令和3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 13,053千円

【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

●キャッシュレス決済による収入事務の委託について
は、既に現行規則等により対応が可能であることを確認
した。
・今後は導入予定所管からの事前協議の際、調定・手数
料支払等の事務処理が適正に行われるよう、注意喚起を
行う。

2 会計課 行革 A

●他市調査・現状分析等し、請求書等については押印廃
止が可能であることを確認し、適用時期以外の改正事項
等の整理は既に終了している。
今後、全庁的な押印見直しとタイミングを合わせ規則改
正し、押印見直しを行う。

3 会計課 行革 A

●令和2年度決算における一般会計等財務書類を円滑に
作成し、全体財務書類・連結財務書類とあわせ、令和4
年3月に公表した。
・年度当初から関係所管と具体的な調整を行い、着手可
能な作業から早期に取り組めるよう、作業工程の改善を
図った。

使用料・手数料等のキャッシュレス決済の検討

内部業務の承認手続きと文書管理の効率化

キャッシュレス決済に対応した会計事務規則や公金管理
マニュアル等の例規改正をする。

会計事務に係る押印の省略について整理し会計事務規則
等を改正する。

財務書類の作成と公表
令和2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3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「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現

予算規模
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【経営政策部長　　平岡　和富】
【経営政策部長（経営改革・情報化担当）　原田　俊哉】

人員 46人 6,345,500千円

【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 A

●他自治体のリニューアル状況やリニューアルに向けた
取組状況を調査し、現状の確認を行った。

●市ホームページリニューアルに関する研修に参加し、
リニューアルの意義等を確認しながら、あるべき像に関
する研究を行った。

2
企画政策

課
総計 A

●東京都や東村山消防署に対し、東村山市センター地区
構想の説明をし、情報共有を図った。

3
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
関係者と将来構想の推進に向けた意見交換会を令和3年
5月と同年11月の2回開催し、将来構想委員会を令和4
年3月に1回行った。

4
企画政策

課
行革 A

●附属機関等の書面又はオンライン会議システムによる
審議について、必要性の検討と制度面の整備方法につい
ての庁内周知をした。
・東村山市附属機関等の設置及び運営に関する要綱の改
正以降、書面又はオンライン審議が可能となるよう個別
に対応した附属機関等は5件あり、その都度必要に応じ
て改正の考え方について助言を行った。

●経営会議や総合計画推進本部などの庁内会議をWEB
会議端末の活用によりオンラインで実施した。その際配
付資料はデータで共有し、ペーパーレスとした。

人権の森構想推進事業
多磨全生園入所者自治会が提唱する将来構想の推進に向
けて、関係者との意見交換会等を実施する。

部の概要 予算規模

項　目 目　標

市ホームページのリニューアル

令和4年度の市ホームページリニューアル方針策定に向
け、現状の市ホームページの課題抽出や、Society5.0を
見据えた市ホームページのあるべき像に関する研究を行
う。

会議・情報共有の効率的な実施

・東村山市附属機関等の設置及び運営に関する要綱に定
められた書面又はオンライン会議システムによる審議の
考え方について、庁内に情報提供を行う。

・庁内会議における効率的な情報共有のあり方を検討
し、ペーパーレス会議等を試行する。

部の目標 はじめの一歩、着実な一歩

東村山市センター地区構想推進事業
令和3年3月に公表した東村山市センター地区構想につい
て、関係機関と情報共有を図る。

令和3年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　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

5
経営改革

課
行革 A

●年間を通じてAI等の技術導入事例や資料を関係所管へ
お知らせした。

●AI-OCRやRPA、BIツールを試行導入し、関係所管を
対象に試行実施した。

6
経営改革

課
行革 A

●令和3年5月及び10月に各部にヒアリングを実施し、
令和4年1月に令和4年度組織体制案を決定するととも
に、令和4年度以降の職員定数の方針を定めた。

7
経営改革

課
行革 A

●令和3年度に3件(合計1,135.35㎡)の買戻しを行っ
た。

●令和4年度当初予算に7件(合計1,245.72㎡)の買戻し
を計上した。

8
経営改革

課
行革 A

●導入に向け、キャッシュレス決済対応のPOSレジを
購入し、市民課等窓口に設置した。

●先進事例から導入に向けた課題を整理し、令和4年度
予算にキャッシュレス決済導入関係予算を計上した。

9
経営改革

課
行革 A

●市民による行政手続きや相談等の業務フローの棚卸を
行い、課題等を整理した。

●庁内のDX推進プロジェクトチームの活動により、子
育て・介護関係２６手続きについて、ぴったりサービス
により令和４年度末までにオンライン化を目指し、設定
作業などに着手した。

10
経営改革

課
行革 A

●令和4年3月に評価様式の試行モデル（案）を作成し
た。

11
経営改革

課
行革 A

●令和4年3月に東村山市補助金等ガイドライン（第1
版）を策定した。

土地開発公社の経営改革 令和4年度の買戻し1件を目指し、準備を進める。

創造性の発揮のための機会の確保と適正な評価 AI等の技術導入や公民連携等の事例を庁内で共有する。

市民からの手続き、相談等のオンライン化
手続き、相談等の業務フローを棚卸し、オンライン化可
能な業務を選定する。

行政内部評価の実施 行政内部評価試行モデルを構築する。

先進事例を収集し、導入に向けた課題を整理する。

事務事業に対応した組織、定数の検討
今後の民間委託化、ICT化等の取り組み状況を勘案したう
えで、組織検討等の基礎資料を作成する。

補助金ガイドラインの策定 補助金ガイドライン案を策定する。

使用料・手数料等のキャッシュレス決済の検討

10



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

12
公共施設
マネジメ
ント課

総計
行革

A

●スマートシティにかかる庁内外の機運の醸成や取り組
み方の整理を行った。
・庁内向けスマートシティ勉強会を６回開催
・DX推進プロジェクトチームの設置及び検討
・事業者とのスマートシティ協議会を５回開催
・市民とのスマートシティ出張講座を４回開催
・庁内外の機運の醸成や取り組みの整理は今後も継続す
る必要があり、その中でニーズや課題の把握、市民生活
の質の向上に資する取り組みの検討を推進していく。

13
公共施設
マネジメ
ント課

その他 B

●公共施設再生計画の具現化に向け、市民との議論や庁
内検討の論点をまとめた東村山市公共施設再生ディス
カッションペーパーを、市全域における施設再生の論点
を含めて整理することとしたため、令和4年度に公表を
延期した。
・標準使用年数の作成及び関係所管とのヒアリング実施
については予定通り完了している。
・東村山市公共施設再生計画庁内検討会議を2回開催し
た。
・各施設に関連する審議会等に出席し、検討状況や今後
のスケジュールについて説明を行った。
・公共施設再生計画出張講座を7回開催し、市民の皆様
と意見交換を行った。

14
公共施設
マネジメ
ント課

行革 A

●市有財産に設置する自動販売機の設置手続きについ
て、統一的なルールを作成し、庁内周知を行った。
・ルールの作成にあたって、施設管理所管との情報共有
や意見交換等を行った。

15
公共施設
マネジメ
ント課

行革 A

●基本方針(案)について市民意見の募集を実施し、意見
を踏まえて課題の抽出を行い、内容を整理した。
・整理した内容を議論するため、東村山市使用料等審議
会の準備を行ったが、新型コロナウイルス感染症の拡大
状況等を踏まえて、令和4年1月に予定していた審議会
は中止となった。

スマートシティにかかる庁内外の機運の醸成や取り組み
方の整理を行う。

公共施設再生計画の推進

スマートシティ推進の取組

デジタルトランスフォーメーション、スマートシ
ティに向けた研究・検討

市有財産の売却・活用の推進
市有財産に設置する自動販売機の設置手続き等を整理す
る。

使用料・手数料等の見直し
使用料・手数料の基本方針の改定に向けて内容を整理す
る。

各施設の標準使用年数や今後のサービス提供方法の議論
の方向性を公表する。
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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 財政課 行革 A

●令和2年度財務書類、概要説明と令和元年度版の概要
説明の指標に他団体比較、経年比較を追加し、令和4年
3月に公表した。
・会計課や関係団体と密に連携を図り、円滑に作業を
行った。

17
情報政策

課
総計 A

●校務系の無線化については、市内小中学校全23校に
て導入を完了した。

●デジタル教科書については、令和3年5月に試行導入
し各校で利用した。今後の動向なども注視し、令和5年
度以降の導入について検討していくこととした。

18
情報政策

課
総計 A

●市内中学校8校に校務支援システムの導入を完了し
た。
・令和3年度は、通知表作成、グループウェア、予定管
理、指導要録、調査書、出欠、転入出処理の機能を試用
的に稼働した。

19
情報政策

課
総計
行革

A

●庁内無線ネットワークおよび認証システム等の構築が
完了し、運用を開始した。
・ペーパーレス化促進や場所にとらわれない効率的な働
き方の実現に向けた環境を整えることができた。

●令和3年6月にビジネスチャットの全庁導入が完了
し、運用を開始した。
・合計3回の研修を実施し、職員の利用を促進した。

20
情報政策

課
行革 A

●テレワークシステムの発展形を含めた、デジタルワー
クプレイスの概要をまとめ、東村山市DX推進基本方針
の重点項目にも反映させた。
・セキュリティプラットフォームについては、令和4年
3月に稼働を開始した。テレワークへの応用について
は、令和4年度以降のデジタルワークプレイスの構築と
併せて引き続き検討することとした。

テレワークの更なる推進

教職員の働き方改革推進事業 中学校全校に校務支援システムを導入する。

庁内のICT化推進

情報インフラの機能向上、庁内のICT化推進

・庁内無線ネットワーク及び認証システム等の構築を完
了する。

・第一四半期中にビジネスチャットを全庁的に導入し、
運用開始する。

財務書類の作成と公表
令和2年度の財務書類と、経年比較を含む概要版を年度内
に公表する。

東村山スマートスクール推進事業

・令和2年度に整備した学習用ネットワークを利活用し、
校務系ネットワークを無線化する。

・デジタル教科書を導入する。

令和2年度に導入したテレワークシステムの更なる活用に
向けて、テレワーク可能な業務領域の拡大の可能性や将
来的なテレワークシステムの発展の方向性を示す。
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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
情報政策

課
行革 A

●令和3年6月にビジネスチャットの全庁導入が完了
し、運用を開始した。
・合計3回の研修を実施し、職員の利用を促進した。

●オンライン会議用端末の各部配置や主要な会議室等へ
の大型提示装置の設置により増加するオンライン会議に
対応できる環境を整えた。

22
情報政策

課
行革 A

●セキュリティ対策等技術的課題について整理した。

●当市における教育情報セキュリティポリシーについて
は、現在作成中である。校務系NWについて無線化した
際に、管理サーバーを導入するなど、セキュリティの強
靭化を図った。

23
情報政策

課
行革 A

●令和4年3月に「東村山市DX推進基本方針」を策定し
た。
・策定にあたり、行財政改革審議会、東村山市スマート
シティ協議会への情報共有、パブリックコメントの実施
等により、市民や事業者、学識経験者などからも意見を
いただいた。

24
情報政策

課
行革 A

●庁内のDX推進プロジェクトチームの活動において、
ぴったりサービスにより令和4年度末までにオンライン
化を目指す、子育て・介護関係26手続きについて、設
定作業などに着手した。
・オンライン化に必要となる経費を精査し、令和4年度
当初予算に計上した。

●フォーム作成ツール「LoGoフォーム」の無償トライ
アルを活用し、庁内手続きや市民の手続きを複数、オン
ライン化対応した。

25
情報政策

課
行革 A

●小平市、東久留米市、東村山市の3市による自治体ク
ラウドを令和4年1月より稼働開始し、3市による標準
化等の実施により業務の効率化を実現した。
・3市の事務局や担当所管、ベンダー事業者等との協議
やワーキング、本番稼働前のテスト等を慎重に行った。

手続き、相談等の業務フローを棚卸し、デジタル化・オ
ンライン化が可能な業務を選定する。

・第一四半期中にビジネスチャットを全庁的に導入し、
運用開始する。

・理事者及び部長にオンライン会議端末を配付する。

小平市、東久留米市、東村山市の3市による自治体クラウ
ドについて、システム構築を進め、令和4年1月に稼働開
始する。

市民からの手続き、相談等のオンライン化

基幹系システムの標準化、共同化

デジタルトランスフォーメーション、スマートシ
ティに向けた研究・検討

（仮称）東村山市のICT化推進に関する基本方針を策定す
る。

会議・情報共有の効率的な実施

地域に開放する場合のセキュリティ対策等技術的課題に
ついて整理する。

学校施設の情報インフラの地域開放
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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

26
情報政策

課
行革 A

●文書管理システムや電子決裁機能に関して内部検討を
実施し、令和4年度当該システムの調達に向けた要件等
をまとめた。

27
情報政策

課
行革 A

●新財務会計システムは予定通り令和3年10月より予算編
成、令和4年2月より契約業務システムを順次稼働開始した。

●都市計画情報閲覧システムは令和4年3月に庁内向け操作説
明会を実施し、令和4年4月より稼働開始した。

●学校給食予約システムは、令和3年8月から稼働開始した。
・インターネットで予約が可能となったことで、児童・生徒
及び保護者のサービスの向上に加え、新型コロナウイルス拡
大の影響で休校になった際も、学校に登校することなく予約
ができるなど、感染予防対策の効果を得ることができた。

●病児保育予約システムについては令和3年5月に稼働開始し
た。
・即時の空き状況の把握や、時間帯を問わず予約及びキャン
セルができることにより市民サービスの向上及び利用受付等
の事務効率化を図ることができた。

●生活保護決定に関する承認の電子化については、令和4年1
月より稼働開始した。
・電子化により、紙の使用を削減するとともに承認に係る状
況を把握することで業務を更に円滑化することができた。

●介護給付分析ソフトについては、令和3年7月より稼働開始
した。
・過払いの把握及び給付の適正化、業務負荷軽減、業務の平
準化の効果が得られた。

28
情報政策

課
行革 A

●課税課において対象業務を拡大したほか、障害支援課
における自立支援医療（精神通院）の申請内容の入力業
務及び心身障害者福祉手当所得審査業務、保育幼稚園課
における認証保育所在籍児童名簿処理業務及び定期利用
保育在籍児童名簿処理業務についてRPAを新たに導入
し、業務を効率化することができた。

内部業務効率化のためのシステム化

内部業務の承認手続きと文書管理の効率化
文書管理システムや電子決裁システム等の導入を視野に
入れ、情報システムの観点から内部業務の承認や文書管
理の効率化に向けた検討を行い、結果をまとめる。

・関係各課と連携し、新財務会計システム、都市計画情
報閲覧システム、学校給食予約システム、病児保育予約
システム、生活保護決定に関する承認の電子化、安全対
策システム、介護給付分析ソフト等を稼働開始する。

・令和4年度のシステム化対象を検討、選定する。

RPA等の活用による業務自動化の推進
課税課における対象業務の拡充や障害支援課における新
規実施を展開する。
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【総務部長　　荒井　知子】

人員 43人 8,398,272千円

【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4年3月、電話交換機の入替作業を行い、スマー
トフォン・ソフトフォンの本格的な稼働を開始した。

2 総務課 総計 B
●庁舎サイン等ユニバーサルデザイン工事に向けて検
討、設計のうえ、令和4年度当初予算に計上した。

3 総務課 行革 A

●令和3年10月より庁舎等の机のダウンサイジングを
順次進め、令和3年12月に完了した。
・ソフトフォンも令和4年3月に導入し、利用開始し
た。

4 総務課 行革 B

●文書管理システムの登録件数から、毎年度課長までの
決裁が約半数を占めていることが分かった。

●令和4年度のシステム導入に向け、事業者選定に必要
な仕様書等の作成を行った。

5 総務課 行革 B
●新型コロナウイルスワクチン接種の完了時期が見通せ
ない状況から、検討を深度化することができなかった。

庁舎サイン等ユニバーサル業務マニュアルに基づき、庁
内検討及び工事を行う。

部の概要 予算規模

オフィス改革の推進
机のダウンサイジング、一部フリーアドレス化により、
執務スペースの創出を図る。

駐車施設の有効活用
市役所駐車場の閉庁時における有料化の可能性について
検討し、課題を整理する。

庁内のICT化推進

情報インフラの機能向上、庁内のICT化推進
庁内電話の無線化を実施する。

庁舎サイン等ユニバーサルデザイン化事業

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現
部の目標 職員一人ひとりの力を最大限に発揮し、組織力を高め、主体的に課題解決に取り組む

意思決定の迅速化に向けた事案決定規程の見直し
決裁に関する現状を分析し、事案決定規程の見直しに向
けて課題を整理する。

項　目 目　標

令和3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

6 総務課 行革 B

●利用実態については、庁用車の稼働率が例年より低
かったこともあり、十分な分析結果をまとめることはで
きなかった。

●環境面における管理コスト効率化等の検討により、令
和4年度予算にＥＶ車導入経費を計上した。

7 総務課 行革 B

●机のダウンサイジングにより生まれた空間を有効活用
し、庁内執務室の集約等へつなげることができたが、共
用会議室等への転換に向けた検討結果をまとめるには至
らなかった。しかしながら、空間が創出されたことによ
り、コールセンターや臨時窓口として使用することがで
きた。

8 総務課 行革 A
●令和3年10月1日に職員向け「東村山市ペーパーレス
ガイドライン」を作成した。

9 総務課 行革 B

●押印事務や文書決裁に関する現状を調査・分析し、課
題を整理するまでに至らなかった。

●庁内の事務連絡については、紙での決裁を極力避け、
庁内メールの活用をするように庁内周知を行った。

10 人事課 行革 A

●柔軟な働き方の浸透のため、令和3年8月に「業務平
準化の徹底」や「時間外勤務の上限厳守」などを内容と
する時間外勤務縮減に向けた取り組みについて庁内に周
知するとともに、例年に引き続き令和3年5月に「働き
方改革研修」を実施した。

●時間外勤務の上限（年間360時間）を超えて時間外
勤務を行った職員数は、前年度比6名の減となった。

●時差勤務の実施職員数(延)は、前年度比641名の増と
なった。

庁用車の管理の効率化、有効活用
庁用車の管理コスト（車両購入・維持費・燃料費）を踏
まえ有効活用できる環境の実現に向けて、利用実態の把
握、分析を行う。

会議室等の共用化
各所管が所有する会議室、打合せスペースの稼働実態を
把握し、共有化に向けた課題を整理する。

紙使用量の抑制 職員向けペーパーレスガイドラインを作成する。

働き方改革等の推進

・業務の平準化やワークライフバランスの充実を図り、
柔軟な働き方を浸透させる。

・時間外勤務の上限である年間360時間（原則）を超え
て時間外勤務を行った職員数を前年度に比べ減少させ
る。

・時差勤務の実施職員数を前年度に比べて増加させる。

内部業務の承認手続きと文書管理の効率化
電子決裁システムの検討に向けて押印事務や文書決裁に
関する現状を調査・分析し、課題を整理する。
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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 人事課 行革 A

●令和3年9月にテレワーク実施事例を作成し、庁内に
周知した。

●テレワーク実施職員数(延)は、前年度比1,443名の増
となった。

12 人事課 行革 A

●令和3年6月及び令和4年1月の複数回の試験を実施し
たほか、試験の実施方法など選考方法の研究を行った。

●試験実施にあたり、オンラインを活用した採用説明会
として市職員の仕事紹介や採用概要に関する動画を公開
するとともに、市ホームページでトップページにバナー
を設置するなどの工夫を行い周知を実施した。

●営利企業等の従事制限に関する規則及び兼業許可等に
関する事務取扱規程の素案を作成した。

13 人事課 行革 A

●令和3年度に改定した人材育成ビジョンにおいてキャ
リアモデル（昇任モデル）を作成した。

●自己申告書を活用したキャリアビジョンの作成のた
め、自己申告書様式の変更を行った。

14 人事課 行革 A

●令和3年度に新たに多摩26市間の職員交流を実施し
た。

●令和3年12月に派遣報告会を動画配信にて実施し、
他団体等の優れた取組内容を職員間で広く共有した。

●令和3年度より自主研修の助成範囲及び対象者を拡充
した。

15 人事課 行革 A
●動画視聴研修の充実のため、新たに各種の動画教材を
購入するとともに、内部研修についても動画視聴研修を
拡充し実施した。

キャリアモデル（昇任モデル）・キャリアビジョンを作
成する。

・新たな派遣団体や業務分野の開拓を積極的に行う。

・他団体や庁内の優れた取り組み内容等について、派遣
報告会や職員表彰等を活用して職員間で幅広く共有す
る。

・自主研修助成制度の対象者や助成範囲を拡大する。

テレワークの更なる推進

多様な人材の確保

柔軟に受講できる方法による職員研修の実施
研修内容、時期を参加者が選択できるeラーニング研修導
入の検討及び動画視聴研修の充実を行う。

働きがいを高める任用

創造性の発揮のための機会の確保と適正な評価

・テレワーク事例を庁内で共有する。

・テレワークの実施職員数を前年度に比べて増加させ
る。

・求める人材の採用のため、複数回の試験実施や受験資
格の見直し、選考方法の研究を行うとともに、あらゆる
機会を捉え、オンラインを活用した採用試験の周知や採
用説明会を実施する。

・職員の副業に関する規程の素案を作成する。
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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

16 人事課 行革 A
●令和3年5月及び10月に各部にヒアリングを実施し、
令和4年1月に令和4年度組織体制案を決定するととも
に、令和4年度以降の職員定数の方針を定めた。

17 営繕課 その他 A
●令和3年度の工事委託について、適正価格・工期にて
設計し、それに基づいた工事監理をおこない、遅延の無
い進捗管理に努め、当初予定の通り完了した。

18 契約課 行革 A
●契約事務を電子決裁化する上で課題であった事項につ
いて、DocuWorksが導入されたことに伴い、一定の整
理ができた。

19 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。
・令和3年4月に新人法務研修（法令のよみ方）（座
学）を実施した。
・全職員向けに債権管理・基礎編（動画）及び行政手続
研修（動画）を作成した。

20
行政不服
審査制度
担当

その他 A

●令和3年12月1日から行政不服審査法研修及び民法研
修をそれぞれ動画により実施した。
・人事課と協議し、研修対象者を新任係長必修と変更し
た結果、それぞれ行政不服審査法25名、民法24名の職
員が受講し、令和2年度実績（行政不服審査法研修、民
法研修とも各2名受講）と比べ、大幅に増加した。

契約事務に係る文書決裁の現状を踏まえ、電子決裁化へ
の課題を整理する。

組織内部の自治体法務能力の向上

事務事業に対応した組織、定数の検討
公務員の定年延長や社会情勢に柔軟に対応した組織の構
築、定数の設定を行う。

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
るため、職員研修を実施する。

公共工事の質の確保
今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。

行政不服審査法及び民法について多くの職員に知識を深
めてもらい、組織内部の理解力の向上を図るため、動画
による研修を実施する。

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

内部業務の承認手続きと文書管理の効率化
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【地域創生部長　　武岡　忠史】

人員 22人 588,494千円

【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

●1経営体に対して、新たな農地創出の取り組みとして
実施した、樹木の撤去処分等（対象面積6.76a）に係る
費用の一部を補助した。
・事業実施においては、実施主体と各種調整を行った。
また、事業対象地は生産緑地の追加指定申請を行った。

2
産業振興

課
総計 A

●3経営体に対して、経営力強化のために実施した、ハ
ウス設置等の施設整備に係る費用の一部を補助した。
・事業実施においては、実施主体と各種調整を行った。

※令和3年度より、都市農業活性化支援事業から都市農
業振興施設整備事業へ名称変更した。

3
産業振興

課
総計 B

●1経営体とともに農業改善計画を策定し、認定審査会
において本計画が認定された。3経営体に対して、安定
的な農業経営の確立のために実施した農業機材購入等に
係る費用の一部を補助した。
・農業者へ制度の周知を図った。
・事業実施においては、実施主体と各種調整を行った。

4
産業振興

課
総計 A

●6経営体（2営農集団含む）に対して、農業経営基盤
強化のために実施した、ホームページ開設や広告看板・
パンフレット等の各種販促物製作等に関する費用の一部
を補助した。
・農業者へ制度の周知を図った。
・事業実施においては、実施主体と各種調整を行った。

東村山に関わる人が増える取り組みを推進し、自己実現の図れる“たのしむらやま”なまちを目指す

部の概要 予算規模

農地の創出・再生支援事業

都市農業活性化支援事業

認証農業者補助事業

項　目

部の目標

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。

花卉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3経営体以上とする。

市独自制度の認証農業者について、令和4年4月1日認定
に向け、3経営体以上の農業改善計画の策定を行う。

令和3年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現

目　標

東村山市チャレンジ農業支援事業

ホームページ開設など農業者の農業経営の多角化や改善
に向けた取り組みを支援することを目的とした東村山市
チャレンジ農業支援事業について、活用する農家を3経営
体以上とする。
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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
産業振興

課
総計 B

●67事業者より中小企業等事業継続補助金の申請をい
ただき、額の確定までを行った。

●魅力創出事業者支援補助金の対象者に対してご案内
し、1事業者より申請をいただき、額の確定までを行っ
た。

●Bisport東村山の利用者は60件で、うち、専門家の指
導、アドバイスにより24件の方が市で実施している
「経営改善補助金」「新販路開拓等応援プロジェクト」
に申請、採択され、課題解決、販路拡大に繋がった。

6
産業振興

課
総計 A

●市の窓口相談、及び各支援機関が実施した創業セミ
ナー・創業塾・個別相談等を通して、合計36件の創業
者を創出した。
・市創業相談窓口による相談（1件）
・市主催で創業セミナー・創業スクールを実施（5件創
業）
・東村山市商工会主催で創業塾を実施（3件創業）
・他支援機関が創業塾、及び個別相談を実施（27件創
業）

7
シティ
セールス

課
総計 B

●多言語観光情報サイトGuidoorのアクセス数は635
件であった。
・令和3年５月１日～31日に立川、同年６月１日～15
日に都庁の東京観光情報センターにて展示を実施、市の
PRを行う中で、Guidoorのポスターを掲示した。
・商工会の会議体に出席し、市内飲食店等に多言語観光
情報サイトGuidoorにおける店舗情報の掲載を促した。
また、令和4年3月11日に市内店舗を対象にGuidoorの
店舗情報プラットフォームD-arcadeに関する説明会を
開催した。
・観光振興連絡会の会員である西武鉄道に対し、ポス
ターデータの提供を行った。コロナ禍を受けて、対面で
の観光振興連絡会の開催が1回にとどまり、会員間での
十分な連携が図れなかった。
・市Facebookにおいて、Guidoorについて複数回発信
したが、Guidoorは観光情報サイトであることから、来
街者に訴求する手段についてさらに検討する必要があ
る。

多言語観光情報サイトGuidoorのアクセス数を1,000件
にする。

事業者の活性化支援・イノベーションサポート事業

交流の活性化事業

東村山市内において、年間27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）

・中小企業者等の経営基盤の強化を図るため、中小企業
等事業継続補助金を活用する中小企業者等を27件以上と
する。

・事業者の販路拡大及び売上増加を図るため、魅力創出
事業者支援補助金を活用する事業者を5件以上とする。

・Bisport東村山を活用する事業者のうち、課題解決を図
ることができた事業者数を25件以上とする。

起業・創業への支援
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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
シティ
セールス

課
総計 A

●Instagramでの「＃たのしむらやま」の発信数は
825件であった。
・「東村山市魅力創出事業者支援補助金の交付に関する
規則」の一部改正を行い、市の地域資源を活かしたシ
ティプロモーション事業を実施する市民団体等に対し補
助金を交付する制度を開始し、2件の交付を確定した
が、1件については、開催日が新型コロナウイルス感染
症に対するまん延防止重点措置の対象期間中となったこ
とから、実施はできなかった。他の1件に関し、実施主
体に「＃たのしむらやま」の利用を呼びかけ、そのイベ
ントや参加者を通じた拡散を図った。
・情報発信を市民と共に行っていく体制を構築するため
の準備段階として、市民向け講座を開催し、その参加者
に対して「＃たのしむらやま」を周知した。
・市内事業者に対しては、説明会や来庁時の機会を捉え
て利用を促した。

9

東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック推進課

東京2020オリン
ピック・パラリン
ピック担当主幹

総計 A

●年度内に市報掲載に7回、Facebookたのしむらやま
では直近の選手の情報などを63回投稿した。
（投稿数は庁内2位）

●選手との直接の交流を避け、応援旗の郵送や選手から
の動画を共有し、コロナ禍でもお互いを応援する取り組
みを行った。
・北京2022大会でも、出場した床選手に市民から応援
動画を送り、また試合をオンラインで応援する取り組み
を行った。
・大会前後の選手からのメッセージを共有し、双方の交
流に努めた。

●令和4年1月に東村山キャストと市内のスポーツ活動
をマッチングするイベントを開催し、キャストが引き続
き活躍できる環境を提供した。

10
市民ス
ポーツ課

総計 A

●令和4年3月、スポーツ推進審議会会長より答申をい
ただいた。
・スポーツ推進審議会を5回開催し、諮問内容について
活発にご審議いただいた。

シティプロモーションの推進事業
Instagramでの「＃たのしむらやま」の発信数を300件
にする。（令和元年度　93件）

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

公共スポーツ施設のあり方検討事業
将来にわたり持続可能な「行政スポーツサービスの提
供」について、スポーツ推進審議会に諮問し、「行政ス
ポーツサービスの方向性」の答申をいただく。

新型コロナウイルス感染症の状況や国・東京都の動向に
注視しながら、東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク大会開催中の気運盛上げのための各種施策の実施や、
大会本番に向けた東京2020オリンピック・パラリン
ピック関連事業を実施する。
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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

11
市民ス
ポーツ課

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、大学側より
講師の派遣が中止となったため、本事業も中止とした。

12
市民ス
ポーツ課

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、蘇州市と直
接的な交流及びオンライン交流は中止となったが、市内
の小学校1校で、市内在住の在日中国人の方とオンライ
ンで交流を行った。
・リモートによるオンライン交流は、市内小学校2校で
実施予定であったが、中国の小学校が、新型コロナウイ
ルス感染症の拡大防止のため休学となったため中止と
なった。

13
市民ス
ポーツ課

総計 A

●ボッチャ体験会については、10校1,084名、車いす
バスケットボール体験会は、5校844名の児童・生徒に
対し展開することができ、パラスポーツに対する理解促
進を図ることができた。

14
市民ス
ポーツ課

行革 A
●令和4年3月に第一駐車場及び第二駐車場の実態調査
を実施し、課題を整理した。

15
市民ス
ポーツ課

行革 B

●令和4年3月、スポーツ推進審議会会長より「行政ス
ポーツサービスの方向性」の答申をいただいた。
・答申を踏まえて、今後の方向性決定に向けた検討を令
和4年度より実施する。

スポーツ指導推進事業

子どものスポーツにおける正しい知識や体の使い方を身
に付け、スポーツに関する意識と関心を向上させるた
め、小学生の親子を対象に、「子どもの体づくり教
室」・「スポーツ障害についての講演会・体験会」・
「スポーツ選手の食事戦略講演会」をそれぞれ1回実施す
る。

老朽化している運動公園プール、借地施設である久米川
庭球場、久米川少年野球場、運動公園駐車場について、
今後の方向性を決定する。

障害者スポーツ理解促進事業

駐車施設の有効活用

パラリンピックの正式種目であるボッチャや車いすバス
ケットボールの体験会を小学校で実施する。

令和4年度にスポーツセンター駐車場の管理・運営方法の
見直しを行うため、実態調査を行い、課題を整理する。

国際スポーツ等交流事業
友好交流都市である中国蘇州市との直接的なスポーツ等
交流事業と間接的な文化交流を実施する。

屋外スポーツ施設の再編、再配置の検討
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【市民部長　　清水　信幸】

人員 91人 475,710千円

【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 行革 A
●地域サービス窓口（ふるさと歴史館内）を令和4年3
月30日に廃止し、その機能をワンズタワー内窓口へ集
約した。

2
市民協働

課
総計 B

●自治会加入世帯数は、令和4年3月31日現在、
31,920世帯に減少した。
・自治会調査を実施し、自治会の現状及び課題を把握し
た。地域課題を抱え、市からの回答を希望した自治会に
は、各担当所管からの回答をとりまとめて発送した。
・自治会活性化委員会において、新規の出前講座「今日
からできる！自治会ブログ回覧板（導入編）」を作成し
た。自治会の新しい情報発信手段の一つとして周知して
いく。
・自治会フォーラムは令和4年2月11日に開催を予定し
ていたが、新型コロナウイルスの感染状況により中止と
なった。代わりとして、動画を3本作成し、市の公式
YouTubeに公開した。

3
市民協働

課
総計 B

●建設候補地の決定に向けて、関係部署と連携を図り協
議を行ったが、建設候補地の決定までは至らなかった。

コンビニエンスストア交付サービスの利用状況を精査
し、集約、統廃合が可能な地域窓口について、その適否
を判断する。

地域サービス窓口の集約化、統廃合

自治会の活性化
自治会加入世帯数を維持する。（令和2年8月31日現在
33,225世帯）

部の概要 予算規模

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現

項　目

野口町地域集会施設建設事業 建設予定地を絞り込む。

新たな窓口業務改革による効率化及び市民と市民をつなぎ多様性を包摂する共生社会の実現

目　標

令和3年度目標管理シート

部の目標
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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

4
市民協働

課
総計 A

●中間支援機能の充実を図る取り組みとして、市民協働
課、よろず市民活動協議会、社会福祉協議会の3者を委
員とした市民活動連絡会を令和3年6月に立ち上げ、市
民協働にかかる取り組みについて意見交換を行った。
・市民活動連絡会では、情報交換スペースの活用や市民
活動団体のリスト化などについて意見交換を行った。

●地域で活動する団体の掘り起こし等を目的に、令和3
年11月に富士見町で地域よろず交流会を開催した。
・地域よろず交流会開催のため、よろず市民活動協議会
と連絡調整を行い、役割の整理等を行った。

●市民活動や協働にかかる意識向上を目的に、職員や市
民活動団体を対象に令和3年7月、11月に市民協働講座
を行った。

5
市民相
談・交流

課
総計 A

●インディペンデンス市との姉妹都市交流事業を市と共
に行っている東村山市国際友好協会が交流事業PRのた
めに、今までの交流の歴史をまとめたDVDを作成し、
令和4年中に完成予定である。完成した際には市ホーム
ページ等で周知をする予定である。
・作成するにあたり、撮影場所の確保や市長メッセージ
撮影等に協力した。

市民協働の促進

姉妹都市等事業 姉妹都市等との交流事業のＰＲを行う。

市民と行政の協働に関する検討委員会からの報告を踏ま
え、中間支援機能の充実を図る取り組みを実施する。

24



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

6
市民相
談・交流

課
総計 A

●令和3年8月から9月にかけて市民意識調査を無作為抽出の
市民2,000人に実施。回収率は43.9％であった。令和4年3
月に結果を公表した。

●令和3年4月から6月にかけて「おとう飯の時短朝食レシピ
コンテスト」を実施し、12人（13作品）の応募をいただい
た。結果は「おとう飯の時短朝食レシピブック」にまとめて
情報コーナー等で無償配付したほか、「ふぃ～りんぐ45号」
にも掲載し、男性の家庭参画に関する啓発を行った。

●令和3年6月25日に「ふぃ～りんぐフェス」を実施した。
男性の家庭参画をテーマにした映画上映と展示を行い、啓発
につなげた。参加者は84人であった。
・参加者アンケートを行った結果、大変満足・満足の合計が
71.2％であった。

●令和3年10月3日に「ジェンダーハラスメント～傾向と対
策～」講座を実施し、7人が参加した。また、令和4年2月
20日に「どう備える？どう支える？女性の視点を生かした防
災講座」を実施し、17人が参加した。新型コロナウイルスの
感染状況に応じた開催方法を選択することで確実に実施し、
啓発を行うことができた。
・ＳＮＳや市ホームページ，チラシによる周知のほか、コ
ミュニティバスへの広告掲載を行い、一層の周知を図った。

●多様な性に関する相談を令和3年7月から実施した。
・相談実績と、相談者の利便性向上のため、実施体制を見直
し、令和4年3月から相談枠を月1から54へ増やした。

●人事課との共催で、職員向けＬＧＢＴＱ研修を実施し、庁
内の性的マイノリティ支援に資する意識向上を図った。

7
市民相
談・交流

課
総計 A

●令和3年11月27日に「～育児と仕事を両立させる～
男性の育児休業を学ぶ」を実施し、8人が参加した。
・講師の講話に育児休業取得経験者の体験談を交えたこ
とで、実際に役立つ法律や制度等の情報提供と意識啓発
を行うことができた。
・講座実施時に保育サービスを提供したことで、現在育
児休業取得中のかたにも参加していただけた。

ワーク・ライフ・バランス推進事業
（多様な働き方の啓発事業）

多様な働き方に関する啓発のため、市民向け講座を実施
する。

男女共同参画推進事業
（男女共同参画、性的マイノリティに関する事業）

・第4次男女共同参画基本計画の策定に向け、市民意識調
査を実施する。

・男性の家庭参画意識の向上を図るため「おとう飯の時
短朝食レシピコンテスト」を実施する。

・男女共同参画に関する啓発のため「ふぃーりんぐフェ
ス」を実施する。

・市民の男女共同参画意識向上のため、市民向け講座を
実施する。

・性的マイノリティに対する支援のため、多様な性の相
談を実施する。
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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

8
市民相
談・交流

課
総計 A

●市職員向けに特に「書き言葉」でのやさしい日本語をテー
マに研修を実施し、行政サービスの説明やイベント等のチラ
シに活用できるように知識を提供した。

●外国人相談窓口のPR強化のため、カードタイプの案内チラ
シを作成し、庁内の関係機関や出先機関に設置を依頼した。

●学務課、子ども・教育支援課、市民相談・交流課の３課で
協力し、外国につながる子どもへの支援事業を一つのチラシ
にまとめ、やさしい日本語版の他に英語、中国語、韓国・朝
鮮語版も作成し、周知した。
・学校にも配付する他、窓口での説明時に活用した。

●東村山子ども日本語教室指導ボランティア養成講座及びブ
ラッシュアップ講座を実施し、新規ボランティアの養成及び
既存の指導ボランティアの技術向上を行った。

●外国人市民、災害時外国人支援ボランティア等を集め、災
害時外国人支援のための防災訓練を実施した。訓練後に災害
時外国人支援に関するマニュアル整備のための課題を整理し
た。

9
市民相
談・交流

課
総計 A

●毎週木曜日の午前に交流室にて保育サービスを予約制にて
提供した。実施対象日が年間49日の内、実施日は年間6日に
留まったが、予約の状況に応じて、実態に即したサービスの
提供ができた。
・乳幼児健診にて、毎回事業のPRを行った他、市報やSNS
などで事業の周知を図った。

●令和3年9月14日に「女性のための再就職支援セミナー」
として、仕事や日常生活に役立つアサーティブ会話術の講座
を実施した。
・25人が参加し、女性の再就職に向けて「中長期的な視点で
背中を押してもらった」等の声をいただいた。

●令和3年12月3日に「女性と企業の交流・見学会」とし
て、業界やしごと選びのポイントを学ぶ講座を実施した。20
名が参加し、企業との直接の交流を通して、参加者から「自
分の中の可能性が広がったと感じた」等の声をいただいた。
・東京しごとセンター多摩との地域連携事業実施時に保育
サービスを提供した。利用人数は、延べ5人であった。

就職未経験者や結婚・出産等でブランクのある女性に、
就職・再就職のためのきっかけ作りの場を提供する。

・外国人市民にわかりやすい情報発信をする。

・東村山子ども日本語教室の指導ボランティアを養成す
る。

・災害時外国人支援のための訓練を通し、災害時外国人
支援に関するマニュアルの整備を行う。

多文化共生事業

ワーク・ライフ・バランス推進事業
（女性活躍推進事業）
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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
市民相
談・交流

課
総計 B

●人権擁護委員による人権身の上相談は、緊急事態宣言、お
よびまん延防止等重点措置により、当初予定していた回数は
実施できなかった。
・法務局からの人権擁護委員の派遣中止方針による。

●中学生人権作文コンクール（公立７校、私立１校）、人権
の花運動（秋津東小、回田小）、人権メッセージ（秋津東
小、北山小）については例年通り実施した。

●人権作文、人権メッセージの発表を予定していた「市民の
集い」自体が中止となり、発表機会がなくなった。

●人権パネル展は、人権週間時に例年実施していた、いきい
きプラザ1階がワクチン接種会場となった関係から、市民の
集い会場での実施を予定していたが、市民の集い中止に伴
い、急遽市役所1階ロビーにて、令和4年2月1日～3月25日
にかけて実施した。

11
市民相
談・交流

課
総計 A

●「デートDV防止講座」を市内高校4校（都立東村山西高等
学校（190人）、日体桜華（219人）、明学東村山（256
人）、明法（320人））中学校2校（四中（148人）、七中
（118人））にて実施した。

●デートDVリーフレットを作成し、講座実施時に配付した
ほか、市内公共施設に配架、さらに市ホームページでデータ
を公開し、意識啓発を行った。

12
市民相
談・交流

課
総計 A

●東大和市と合同で市内小学5・6年生及び中学生を対象とし
た「地域の戦争・平和学習事業」を実施し、次世代を担う
小・中学生の平和意識醸成につながる事業を実施した。さら
に「核兵器廃絶と平和展」にて学習の成果の展示をした他、
市ホームページに「令和3年度　東大和市・東村山市　地域
の戦争・平和学習事業報告書」を掲載することで広く市民に
向けて平和学習の成果を伝えた。（「平和のつどい」は新型
コロナウイルス感染症拡大防止のため中止）
・新型コロナウイルス感染症の影響により広島派遣を実施で
きなかったため、新たに武蔵村山市立歴史民俗資料館分館も
見学先に加える等、自分たちの地域にも戦争の影響があった
ことを、より実感を持って学ぶことができるプログラムで
「地域の戦争・平和学習」を実施した。

●「核兵器廃絶と平和展」は予定どおり中央公民館にて実施
し、市民への平和啓発を担った。

人権啓発事業

・差別のない、人権が尊重された市民生活を送るための
人権身の上相談の機会を提供する。

・人権意識の醸成のため、学校教育の場を中心とした人
権啓発事業を実施する。

平和啓発等推進事業 平和意識の醸成のため、平和啓発事業を実施する。

男女共同参画推進事業
（デートDV出張講座等）

・若い恋人同士における暴力（デートDV）の未然防止・
早期発見を目的とした啓発を行うため、若年層を対象と
した講座を実施する。

・若年層のみならず多くの層へのデートDV防止意識啓発
のため、リーフレットを市内公共施設に配架する。
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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
市民相
談・交流

課
総計 A

●令和3年8月、親子バスツアー（市内農園、秋水園、
市内ソース工場見学）を実施し、親子7組14人が参加
した。
・アンケート結果より、満足度：大変満足７組、エシカ
ル消費（SDGｓ）への理解度：良く分かった５組・あ
る程度わかった２組、エシカル消費行動理解（エシカル
消費を実践したいか）：思う７組となり、十分な啓発効
果が得られた。

●令和3年10月にエシカル消費の市民講座を実施し、
12人が参加した。
・SDGｓの理解度は7名がよく理解できた、理解できた
と回答、今後の生活に活かせるかの設問に、7名が大い
に活かせる、活かせるとの回答があり、十分な啓発効果
が得られた。

14
市民相
談・交流

課
総計 A

●市内高校３校（都立東村山西高等学校２回（延べ
428人）、日体桜華高校（188人）、明法高校（246
人））にて出前授業を実施、未実施の2校には啓発パン
フレットの配布を依頼した。

●地域ケア会議担当地域部会1回、地域福祉権利擁護事
業生活支援員業務連絡会1回、中部包括民生委員3回、
それぞれに消費生活センター職員による出前講座を実施
した。

●高齢者見守りネットワーク関係団体に、消費生活セン
ターの周知および消費者トラブル防止に関するチラシ、
啓発グッズ等を配布し、情報提供を行った。

15 課税課 その他 A
●課税課市民税係・庶務係、収納課管理係において計
27業務が自動化されており、約2,048時間の事務時間
を削減することができた。

16 収納課
総計
行革

A
●令和4年度当初賦課分からのクレジット収納開始に向
け、納付書レイアウトの変更、サンプルデータによるテ
ストを行い、システム構築を令和4年3月に終えた。

地産地消、食品ロスなどエシカル消費を意識した消費活
動につながる啓発事業を実施する。

消費者対策事業
（消費生活トラブル関連事業）

RPA等の活用による業務自動化の推進

市税のクレジットカード納付の導入

市税・国民健康保険税の納付機会の拡充

・成人年齢引下げに伴う若年層の消費トラブルを未然防
止するための意識啓発として、市内高校での啓発活動を
実施する。

・高齢者見守りネットワークにおいて、消費生活セン
ターの周知と消費トラブル防止のための意識啓発講座を
実施する。

・高齢者見守りネットワーク関係団体への情報提供を実
施する。

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。

クレジットカード納付を令和4年度から開始できるようシ
ステム構築を終える。

環境にやさしい消費推進事業
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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

17 収納課 行革 B

●各課と滞納データの情報提供を受け、税と滞納が重複
する者について、催告チラシの同封、相談を実施した。
財産調査については約40件、滞納処分については、前
年度からの継続案件の配当を行った。

●後期高齢者医療保険料については、臨戸を実施した。
・新型コロナウイルスの感染防止のため、直接折衝する
ことは避け、催告書等の差置きを中心に行った。

●児童クラブ使用料については、根拠法令が異なり（非
強制徴収公債権）、財産調査、滞納処分を行うことがで
きないため、関係所管からの情報による滞納者の実態把
握までに留まった。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用
者負担（保育料）・児童クラブ使用料徴収率の維
持・向上の取組

滞納繰越分について、臨戸徴収、納税相談、財産調査、
滞納処分の一括実施など、効率的な滞納整理を実施す
る。
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【防災安全部長　　河村　克巳】

人員 13人 1,794,968千円

【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
防災防犯

課
総計 B

●学校備蓄倉庫及び富士見文化センター備蓄倉庫の備蓄
品の設置方法の見直しに着手した。

2
防災防犯

課
総計 A

●マニュアル（素案）について、庁内検討会による勉強
会を4回実施し、令和4年2月に完成させた。

3
防災防犯

課
総計 B

●先進自治体や民間事業者への聞き取りを実施した。

●当市の防犯に対する課題を把握するため、犯罪件数や
傾向を警視庁発行資料の確認や、東村山防犯協会および
各地域での防犯活動の状況把握に努めた。

4
防災防犯

課
総計 A

●1自治会から増設の補助申請があり、対象経費に対し
補助金を交付した。

地域防災活動推進事業
「多様な視点からの避難所運営マニュアル（素案）」を
作成する。

防犯対策計画の策定

部の目標

犯罪抑止に効果が期待できる箇所へ防犯カメラを増設す
る。

防災備蓄事業
老朽化した防災備蓄庫の更新の検討を進めるとともに収
容物の整理を行い、より効率的な収納ができるよう改善
を行う。

予算規模
地域力と機動力を強化し、市民の安全・安心を守る

令和3年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現

項　目 目　標

防犯カメラ整備補助事業

部の概要

・先進自治体及び近隣市の策定状況や内容の把握を行
う。

・当市の防犯に対する脆弱性や課題の洗い出しを行う。
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【健康福祉部長　　山口　俊英】

人員 122人

一般会計　　  18,910,116千円
国保特別会計  15,752,808千円
後期特別会計　 3,878,387千円
介護特別会計  14,045,531千円

【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
●地域の支援者と協議しながら、多摩湖町を新たなモデ
ル地域として設定した。

2
生活福祉

課
総計 A

●被保護者の稼働能力のアセスメントとモニタリングを
強化し、就労支援を行った結果、延べ57人（高齢世帯
5人、母子世帯8人、障害世帯3人、傷病世帯11人、そ
の他世帯30人）の就職に結びつき、経済的自立および
社会生活自立につなげることができた。

●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。

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現

目　標

避難行動要支援者対策
地域に沿った避難行動要支援者名簿活用のあり方等につ
いて検討を行うモデル地域を1地域増やす。

被保護者就労支援・被保護者就労準備支援事業

・就労による経済的な自立に加えて、社会生活自立を目
標とした支援（中間的就労や有償ボランティア等）も積
極的に行い、被保護者と地域や社会とのつながりの場を
提供する。

・各種事務改善や適切な予算措置を国・東京都に要請す
る。

予算規模

項　目

部の概要

令和3年度目標管理シート

部の目標
市民の生命を確実に守ることを最優先課題とした上で、健康で元気に自立した
生活を、地域で続けていただけるよう、住民福祉の向上を図る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題目　標項　目

3
自立相談

課
総計 A

●就労定着も見据え、一人一人のニーズに応じた就労支
援を行った。令和3年度は令和2年度と比べ、コロナ禍
における社会経済活動が緩やかな制限になっていること
から、就労支援の着実な取り組みの結果、就職決定者の
割合を60％とすることができた。

●令和2年度に続き住居確保給付金、社会福祉協議会が
窓口となる特例貸付へのつなぎ、令和3年度に開始した
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金等、コ
ロナ禍における家計急変世帯への生活資金の支援を行っ
た。
・給付による支援策が期限を迎えた方への生活自立の支
援として、世帯の課題に対して家計と就労を両輪とした
丁寧な支援を継続的に行っていく。

4
介護保険

課
総計 A

●令和4年度実施に向けて事業スキームを作成した。

●地域包括支援センターや事業者との協議を通じて、事
業への理解を深めてもらった。また、事業者選定の準備
を進めた。

5
介護保険

課
総計 A

●令和3年10月1日より事業所の公募を行った。
・要件を満たす事業所がなかったため、令和4年2月1
日より再公募を実施した。

6
介護保険

課
総計 A

●介護に関する入門的研修1回及び介護職員初任者研修
2回を開催し、入門的研修について10名、介護職員初
任者研修について24名が受講し、最終的に33名が研修
を修了し、マッチングを実施した。

短期集中予防サービス類型実施事業
事業実施に向け、事業内容（業務委託等）の検討を始
め、事業者の選定や事業スキームを作成する。

地域密着型サービス整備事業
令和3年度から5年度の3ヵ年度中に南部圏域又は北部圏
域に認知症グループホーム及び併設小規模多機能事業所
等を1ヵ所整備するため、事業所の公募を行う。

介護職員初任者研修及び介護に関する入門的研修を実施
し、研修修了者と介護サービス事業者とのマッチングま
でを行う。

介護人材育成及び人材確保支援事業

生活困窮者自立支援事業（自立相談支援・就労準備
支援・家計改善支援）

・コロナ禍における就労支援となるが、就労相談者に対
する就労決定者の割合が現状以上（令和2年度53％）と
なるよう取り組む。

・自立支援を行ううえで、収支のバランスを整えるため
に、必要に応じて家計改善支援や就労支援を個別の事情
に合わせて実施し、自立生活の継続を支援する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題目　標項　目

7
介護保険

課
行革 A

●収納率の向上及び不納欠損額の減額が達成された。
令和3年度徴収率97.35％

●介護保険制度説明会動画を作成し、65歳到達者及び
66歳の市民へ周知したことにより、より多くの市民へ
の制度説明を行うことができた。

8
障害支援

課
総計 A

●障害者自立支援協議会の地域生活支援部会において、
令和4年6月に予定している障害者福祉サービス事業所
の魅力発信と、福祉人材確保のための相談・面接会の検
討・企画を行った。

●地域の相談支援事業所のスーパーバイザーとして、相
談支援事業所職員の人材育成に関する研修会や困難事例
の助言も行っている。

9
障害支援

課
総計 A

●移動に関する支援については、令和3年10月から順
次支給量の増を行った。

●訪問入浴については、令和3年4月より、基準支給量
を増加し、週1回の入浴を可能とした。

10
障害支援

課
総計 B

●多種多様な障害のある方の障害特性に応じた就労がで
きるよう、就労支援室や移行支援事業所が協力し、その
方にあった就労先へとつなぎ、38名の一般就労となっ
た。

●就労移行支援事業所、就労支援室および市で「就労移
行支援事業所連絡会」を開催し、市内就労移行支援事業
所の魅力を発信したパンフレットを作成し、市民への周
知を行った。

11
健康増進

課
総計 A

●令和4年度実施に向けて事業スキームを作成した。

●地域包括支援センターや事業者との協議を通じて、事
業への理解を深めてもらった。また、事業者選定の準備
を進めた。

短期集中予防サービス類型実施事業

障害者の日常生活支援（移動に関する支援・訪問入
浴）

事業実施に向け、事業内容（業務委託等）の検討を始
め、事業者の選定や事業スキームを作成する。

40名の障害者の一般就労を達成する。
（第6期東村山市障害福祉計画）

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の福祉人材の育成、
確保を行う。

・基幹相談支援センターを軸に困難事例の円滑な解決を
図り、障害者に寄り添った相談支援体制を確立する。

移動に関する支援及び訪問入浴を拡充する。

障害者就労支援事業

後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用
者負担（保育料）・児童クラブ使用料徴収率の維
持・向上の取組

介護保険料徴収率の維持・向上
（令和元年度徴収率96.6％）
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題目　標項　目

12
健康増進

課
総計 B

●他市からの情報収集の結果、より効果的な「つなぐ
シート」（相談内容を記録するシート）を導入するため
当シートの今年度中の作成を見送り、引き続き検討・研
究を行っていくこととした。

●相談先一覧を作成し、各関係機関へ配布した。

●住民向け自殺対策シンポジウムとして、令和3年10
月8日にゲートキーパー講演会を開催した。

13
健康増進

課
総計

評価対象
外

●新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、フレイ
ルチェック測定会及び元気アップ食堂の開催を中止し
た。
・実施までの調整及び準備として、関係者の意見等を伺
う関係者連絡会3回、フレイルチェック練習会1回、食
支援に関する勉強会1回を行った。
・参加予定者14名を対象に健康状態や参加意欲に関す
るアンケートを令和3年6月に、健康状態に関するアン
ケートを令和4年3月に行った。
・参加者への情報提供や保健師によるアドバイスなど参
加者がフレイル状態に陥らないよう、必要な支援を行っ
た。

14
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など
から、集団検診の受診率が低下したと考えられる。

●特定健診対象者数24,651人、受診者数11,393人、
受診率46.2％（令和2年度受診者数：11,337人、受診
率46.3％）
内、集団健診受診者数404人
・個別健診の受診勧奨として、65歳未満の未受診者
8,255名へはがき勧奨をし、そのうち電話番号を把握
している3,832名に電話勧奨を行った。勧奨対象者の
内、個別健診受診者1,834名。
・集団健診については、新型コロナウイルス感染症の影
響から例年の健診会場から変更して実施した。

●特定保健指導対象者1,272人
※特定保健指導実施率未確定（確定11月）

自殺対策推進事業

・複合的な問題を抱える市民の相談に対応するため、関
係所管間の連携強化に向け、相談内容を共有する。

・自殺対策に関して、市民への普及啓発を行う。

特定健康診査・特定保健指導利用率向上事業

・特定健康診査受診率56％以上

・特定保健指導実施率50％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）

久米川駅東住宅在住の65歳以上のかたを対象に、コロナ
禍におけるフレイルチェック測定会、食と栄養及び口腔
ケアに着目した元気アップ食堂を実施する。

高齢者食支援・フレイル予防推進事業
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題目　標項　目

15
健康増進

課
総計 A

●昨年度特定健診同時実施の大腸がん検診を受けた受診
者は1,106人（受診率77.0％）で目標の1,000人を超
えた。

●年36回実施予定であったが集団検診の会場が新型コ
ロナウイルスワクチン接種会場となったことにより27
回実施となったが受診者数は昨年度を上回った。
検診受診者数：胃がん検診1,446人（前年度1,294
人）、大腸がん検診6,274人（4,544人）、肺がん検
診1,232人（1,112人）、子宮頸がん検診1,983人
（1,563人）、乳がん検診1,921人（1,638人）
・秋津公民館での５がん検診の実施を開始した。
・キャンセル希望者に対して日程の振り替えを提案し受
診勧奨を行った。

16
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控えなど
から、集団検診の受診率が低下したと考えられる。

●特定健診受診率：46.2％（令和2年度受診率
46.3％）
・集団健診については、新型コロナウイルス感染症の影
響から例年の健診会場から変更して実施した。会場の変
更及び受診控えにより、前年度に比べ、申込者数及び受
診者数が減少したものと捉えている。

●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）

17
保険年金

課
行革 A ●令和3年度徴収率99.1％と目標を達成した。

18
保険年金

課
行革 A

●繰入金は決算値で8億5490万6438円。繰入金の割
合は2.7％と目標を達成した。

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56％以上、特定保健指導実施率
50％以上に向上させる。

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収入額と国
民健康保険事業運営基金からの繰入額の割合を3.6％以下
とする。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用
者負担（保育料）・児童クラブ使用料徴収率の維
持・向上の取組

後期高齢者医療保険料徴収率の維持・向上
（令和元年度徴収率99.0％）

がん検診受診率向上事業
効果的な受診勧奨と利便性への配慮による受診率向上を
図る「第3期がん対策推進基本計画」に継続して取り組む
ため、ナッジ理論を取り入れた施策を展開する。
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【子ども家庭部長　　瀬川　哲】

人員 199人 11,036,410千円

【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

行革 A

●以下の取り組みにより、保育所の利用者負担及び児童
クラブ使用料の適正な額等についての調査研究を進め
た。
・市場経済の動向や、保育所の利用者負担及び児童クラ
ブ使用料の額に関する近隣他市の状況について調査研究
を行った。
・これら調査結果等を踏まえた上で、保育料等審議会を
開催し、保育所の利用者負担及び児童クラブ使用料の適
正な額についての検証を行った。（令和４年３月会議開
催）

2
子ども政
策課

総計 A

●以下の取り組みにより、柔軟かつ的確に待機児童対策
を講じた。
・待機児童の状況等について、新型コロナウイルスの保
育需要への影響も含めて、分析を行った。
・分析の過程において、複数回にわたり子ども・子育て
会議に分析内容を報告し、同会議の意見を聴取した。
・分析内容や子ども・子育て会議の意見を踏まえ、小規
模保育施設の認可行政の推進及び幼稚園をはじめとした
既存の子育て資源の活用に取り組んだ。
・小規模保育施設は令和4年４月から2施設新設するに
至った。

3
子ども保
健・給付

課
総計 A

●ウェブ会議ツールを用いた相談支援体制を新たに整備
した。
・ウェブ会議ツールを用いて妊婦13人に対し、延べ14
件の相談支援を実施することができた。
・対象者を産婦まで拡大するにあたり、周知方法を検討
した。

部の目標
変化をこえて未来へつなぐ　すべての子どもに笑顔と健やかな育ちを～「あた
らしい日常」を「わたしたちの日常」に～

部の概要 予算規模

使用料・手数料等の見直し
東村山市保育料等審議会の意見等を踏まえ、保育所の利
用者負担及び児童クラブ使用料の適正な額等について調
査研究を行う。

妊産婦オンライン相談の推進
妊産婦の多様なニーズに応じた相談支援体制を整備する
ため、ウェブ会議ツール等を用いた相談支援を適時適切
に行う。

待機児童解消の取組（小規模保育施設の設置認可・
幼稚園の預かり機能の充実支援等）

保育所等の待機児童の解消に向けて、待機児童に関する
状況把握・分析を実施するとともに、東村山市子ども・
子育て会議の意見等を踏まえながら、適切な確保方策を
講じる。

項　目 目　標

令和3年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　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
子ども保
健・給付

課
総計 A

●多胎児家庭を対象とした移動経費補助制度を立ち上げ
た。
・事業周知について、対象者全員に電話で説明するとと
もに、健診などの機会においても説明を行った。
・案内文を作成し対象者全員へ送付し、多胎児家庭に必
要な支援が行き届くよう努めた。

5
子ども保
健・給付

課
総計 A

●多摩北部医療センター改築に向けての検討を行ってい
る「多摩北部医療センター基本構想検討委員会」（令和
3年度はオンラインによる会議を1回開催）において、
多摩北部医療センターへの産科設置について要請した。

6
子ども保
健・給付

課
その他 A

●「子育て世帯生活支援特別給付金（国）」について
は、丁寧な周知を行うことにより、ひとり親世帯分・そ
の他世帯分ともに速やかに給付した。

●「東京都出産応援事業（都）」については、母子健康
手帳交付時などに申請の手続きを具体的に説明してお
り、申請に繋げた。

●「新生児臨時特別給付金（市）」は一定期間申請のな
い家庭に対して再勧奨を実施し、給付した。

社会情勢に応じた子育て世帯への各種臨時給付金等
事業

「子育て世帯生活支援特別給付金（国）」、「東京都出
産応援事業（都）」、「新生児臨時特別給付金（市）」
などの各種臨時給付金等事業について、市民に分かりや
すい周知広報に努めるとともに、速やかに対象世帯に
サービスが行き届くよう適切に事務を進めていく。

産科の誘致
改築が予定されている多摩北部医療センターへの産科の
新設に向けた取り組みを行う。

多胎児家庭が抱える負担や不安の解消を図るため、多胎
児家庭を対象とした移動経費補助や多胎ピアサポート事
業を適切に実施する。

多胎児家庭支援事業
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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
子ども家
庭支援セ
ンター

その他 A

●児童虐待防止について、市職員、関係機関、子どもに
向けて周知啓発の取り組みを実施した。
・市職員向けには、児童虐待について庁内連携会議での
理解促進や庁内研修（新人・10年目）を実施した。
・関係機関向けには、オレンジリボンキャンペーンに
て、研修の動画を収録したDVDと初期対応マニュアル
の配布を行った。
・子ども向けには、相談・通告先一覧カードの配布をし
たほか、児童虐待防止に関するオンライン授業を八坂小
学校にてモデル実施した。併せて授業の実施報告を
Twitterを活用して公表した。

●要保護児童対策地域協議会における会議を、適宜適切
に実施し、支援を行っているケースの状況把握や課題の
共有などを行った。
・実務者会議をオンライン開催にて1回実施した。
・個別ケース検討会議は、事前に情報共有を図る等の時
間短縮の工夫や、感染症対策を講じた上で130回開催
した。

8
保育幼稚
園課

総計 A

●オンライン予約システムを導入し、オンラインでの利
用者登録や利用予約の手続きができるようにした。

●新規利用登録者のうち約97％がオンライン予約シス
テムによる登録であった。

9
保育幼稚
園課

行革 B

●以下の取り組みを行い、保育所の利用者負担（保育
料）徴収率は95.82％となった。
・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、書面による督促に加え、
電話による催告、児童手当からの特別徴収を行った。

児童虐待の防止、早期発見、早期対応に向けた取組
の推進

・庁内連携会議やオレンジリボンキャンペーン等の実施
を通じて、周知啓発を行う。

・要保護児童対策協議会における代表者会議等を適時的
確に開催する。

病児・病後児保育の利用者の利便性の向上を図るため、
オンライン予約システムを用いた利用者登録や利用予約
の手続きを適切に実施する。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用
者負担（保育料）・児童クラブ使用料徴収率の維
持・向上の取組

保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維持・向上
（令和元年度徴収率97.5％）

病児・病後児保育オンライン予約システムの運用
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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
地域子育
て課

その他 A

●すくすく訪問について保護者の希望に応じて電話や対
面で実施した。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
安や孤立感の軽減に努めた。

●私立も含む保育施設における新型コロナウイルスへの
対応方法や災害時の防災ガイドラインについて、各エリ
アの子育て施設と共に考え、作成するなど、子育て施設
との連携を強化するとともに、子育て支援体制の充実を
図った。

11 児童課 総計 A

●令和3年1月から運用開始したメール配信システムを
活用し、新型コロナウイルス対応や台風接近時の注意喚
起等、緊急時等における保護者への情報発信・伝達を即
時行うことができた。

12 児童課 行革 B

●提言書を基に、以下の取り組みも踏まえ、基本方針の
策定を進めた。
・令和3年9月より、児童課と児童クラブの保護者の代
表組織となる東村山学童保育連絡協議会役員との間で、
代表者協議の枠組みを設け、提言書を基にした合意形成
に向けての意見交換を行った。
・協議概要を市ホームページに掲載し、市民に向けた情
報発信を積極的に行った。

13 児童課 行革 B

●以下の取り組みを行い、児童クラブ使用料徴収率は
97.3％となった。
・徴収率の向上を図るため、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、催告書の送付に
加え、児童手当からの特別徴収を行った。
・新型コロナウイルス感染症の影響から対面での臨戸徴
収を控え、電話での催告の回数を増やした。

地域まるごと子育て支援の実現に向けた取組の推進
地域担当主査を中心とした各エリアの枠組みを活かし、
地域全体での子育て支援体制の充実を図る。

児童クラブ・育成室における緊急時等メール配信シ
ステム運用事業

児童館・児童クラブの安定した運営の推進

後期高齢者医療保険料・介護保険料・保育所の利用
者負担（保育料）・児童クラブ使用料徴収率の維
持・向上の取組

メール配信システムを安定的に運用し、緊急時等におけ
る保護者への情報発信・伝達を行う。

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
役割等を検討し、その結果に基づいて、今後の運営等に
ついての方針を定める。

児童クラブ使用料徴収率の維持・向上
（令和元年度徴収率98.0％）
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【環境資源循環部長　　大西　岳宏】

人員 33人 2,171,780千円

【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3年10月、令和4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（令和3年4
月）、感染症予防・対策講座、職場巡視（令和3年８
月）については、新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から実施を中止したが、第２回安全衛生小委員会（令
和4年2月）については書面開催を行った。
・雨天時以外は毎朝ラジオ体操を実施した。

2
ごみ減量
推進課

総計 A

●全戸配布される市報・ごみ減量啓発誌・ごみ資源収集
カレンダー・夢ハウスだよりにて、広く周知啓発を行っ
た。

●各種イベント・出前授業・出前講座などの機会を捉え
て、個別に食品ロス削減の必要性を伝えた。
・乳幼児健診実施時にリーフレットを配布、給食だより
での周知などで、若い世代への周知を実施した。
・食品ロス削減月間・季節食品販売時等に商工会や市内
飲食店と連携して、ポスター設置による啓発を行った。
・フードドライブを実施し、家庭の中で眠っている食品
について見直していただく機会を提供した。
・その他、SNSで情報発信を行った。

3
ごみ減量
推進課

総計 A
●令和3年7月より「ふれあい収集」を開始した。
・利用者の満足度は高く、セーフティネットとしての機
能を十分に果たすことができた。

4
ごみ減量
推進課

行革 A
●市報、市ホームページ等で周知を図りながら売却を進
めた。

職員の健康増進や維持管理及び公務災害防止のため、職
場の環境づくりを行う。

将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現

令和3年度目標管理シート

ふれあい収集事業
集合住宅の上階に居住し、ごみ出しが困難な高齢者等へ
のごみ出し支援を行う。

市有財産の売却・活用の推進

生ごみ減量対策事業

部の目標 未来へつなぐ環境にやさしい循環型社会の実現
部の概要 予算規模

項　目 目　標

施設内作業等における職員の安全管理

市の目標

食品ロス削減の啓発活動を実施する。

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。
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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 施設課 その他 A

●前年度の工事報告書、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、安定した資
源化を行った。

6
秋水園施
設整備課

総計 A

●検討会を4回開催し、基本計画策定に向けて必要とな
る、新しいごみ焼却施設の防災機能、ごみ焼却に伴う熱
利用、環境学習機能、施設配置・動線計画、事業方式に
ついて整理した。

7
環境保全

課
総計 A

●令和4年度のエネルギービジョン策定に向け、再生可
能エネルギー導入に関する地域特性の整理、温室効果ガ
ス排出量の将来推計、再生可能エネルギーの利用可能量
推計、課題の整理を行い、基礎調査報告書を公表した。
・令和3年10月12日、環境行政推進本部を開催し、基
礎調査実施につき情報共有を図った。
・令和3年11月15日、環境審議会において、計画策定
について報告し、調査実施にあたってのご意見をいただ
いた。

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。

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。

令和4年度のエネルギービジョン策定に向けて、必要とな
る調査や情報収集を行う。

秋水園整備計画事業

エネルギービジョンの策定
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【まちづくり部長　　粕谷　裕司】
【まちづくり部長（都市計画担当）　　山下　直人】

人員 68人 一般会計        　6,567,406千円
下水道事業会計  3,863,780千円

【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・住宅
課

総計 A

●3・4・5号線沿道の周辺住民に対して、まちづくり
ニュース2号から6号までを発行した。

●周辺住民を対象として、令和3年7月にまちづくり懇
談会を2回開催、同年10月に説明会を2回開催した。

●所定の手続きを進め、令和4年3月に地区計画の都市
計画決定及び用途地域等の都市計画変更を行った。

2
都市計

画・住宅
課

総計 A

●用途地域等の変更箇所について、年間を通じて協議を
重ねた。

●令和4年2月に望ましい低層住宅地の実現に向けて、
市民意見聴取を行った。

3
都市計

画・住宅
課

総計 A

●市民スポーツセンター周辺の事業者等へのアンケー
ト・ヒアリングを令和3年6月に実施した。

●アンケート集計結果の報告を含め、令和4年1月には
まちづくりニュース1号を発行した。

●令和4年2月に先行整備地区のまちづくりについての
説明を含めた地域懇談会を開催した。

地方創生推進のためのまちづくり検討
市民スポーツセンター周辺の事業者等に対して、土地利
用の意向把握のアンケート調査を実施する。

地形地物の変更等による用途地域の変更

・道路拡幅、道路線形の変更等に合わせた用途地域等の
境界線について課題の整理を行う。

・ 望ましい低層住宅地の実現に向けて、市民意見聴取を
行う。

地区計画の誘導

豊かな自然と良好な都市環境が調和し　人々の快適なくらしと活力を生むまちづくり部の目標

部の概要 予算規模

項　目 目　標

都市計画道路3・4・5号線新規事業区間沿道の方に対し
て、地区計画の理解を深めていただくよう懇談会等を開
催する。

令和3年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　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
都市計

画・住宅
課

総計 A

●市全体の空家等について把握するための効率的かつ効
果的な現地調査を、令和3年10月から令和4年3月にか
けて実施し、また、所有者及び自治会アンケートを令和
4年2月下旬から3月上旬にかけて実施したことによ
り、次年度以降に実施する計画策定における基礎資料と
なるような分析を行うことができた。

5
都市計

画・住宅
課

総計 A

●令和3年4月下旬、課税課の納税通知書とともに、木
造住宅耐震診断・改修費・危険ブロック塀の除却・建替
え工事費用の補助制度について記したチラシ52,530通
を同封するとともに、空き家セミナーの際に木造耐震に
関する内容を加え、啓発を図った。

6
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
機関と協議を行い、一定の方向性をまとめることができ
た。
また、高架下利活用方策については令和3年6月、12
月、令和4年3月の年3回協議を行った。

●市民、事業者の方々と令和3年8月、10月、12月の
年3回ワークショップを実施し、社会実験マーケット
「そらいち東村山」の企画を構築した。あわせて駅周辺
まちづくりをお知らせする地域情報誌「東村山プレイス
メイキングマガジン」を発行した。

●令和4年1月にパブリックコメントを実施し、いただ
いたご意見も踏まえながら、同年3月に東村山駅周辺ま
ちづくり実行プラン、東村山駅東口地区市街地総合再生
基本計画を策定した。

7
まちづく
り推進課

総計 A

●久米川駅南口駅前広場検討会議を立ち上げ、2回開催
するとともに、交通事業者や障害者団体にヒアリングを
行い、課題の整理を行った。

●東京都と久米川第1号踏切道の拡幅に向けた協議を
行った。

住宅耐震化等促進事業

東村山市空家等対策計画の改定に向けた基礎調査を実施
する。

木造住宅耐震診断費用・木造住宅改修費用・危険ブロッ
ク塀等の除却及び建替え工事費用の補助制度について市
民に周知を図る。

空き家対策事業

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及び高架下空間
の利活用方策について関係機関と協議を行う。

・市民や事業者と駅前空間の持続的な賑わい創出に向け
た取り組みを企画する。

・今後駅周辺で実施する各事業の整備方針をまとめる。

久米川駅周辺まちづくり

・久米川駅南口駅前広場再整備方針案の作成に向けた課
題の整理を行う。

・久米川第1号踏切道の拡幅実現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

8
まちづく
り推進課

総計 A

●令和3年10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。

●機運醸成の取り組みとして、秋津駅・新秋津駅周辺ま
ちづくりシンポジウムと題して令和4年3月にオンライ
ンにより実施した。

●駅周辺の権利者調査を実施した。

9
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3回、市
ホームページ4回、まちづくりニュース３回、
Twitter31回、エリアマガジン1回）を活用して情報発
信を行った。

10
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。

11 交通課 総計 A

●東村山第二、第四、第五中学校で自転車教室を実施し
た。生徒アンケートでは、「自転車の乗り方を見直そう
と思った」が9割を超えた。

●市民向けの自転車安全教室は新型コロナウイルスの影
響で中止し、代わりに、子ども向け交通安全教育動画を
作成し、令和3年12月1日より市公式YouTubeチャン
ネルにて配信した。令和4年3月31日時点で計500回
以上の視聴回数に達した。
・東村山交通少年団に動画に出演してもらい、正しい
ルールの実演をしてもらった。

駅エレベータ等設置事業

連続立体交差事業の推進

事故再現型交通安全教室（スケアードストレート）
事業

・交通ルールやマナーに対する意識改善を図るため、第
二、第四、第五中学校で、中学生及び近隣住民向けに、
スケアードストレート技法（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。

・交通ルールやマナーに対する意識改善を図るために、
市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。

・新型コロナウイルス感染症の影響で実施が困難な場合
は、代替策を検討し実施する。

多摩湖駅へのエレベータ設置等について、鉄道事業者に
事業化に向けた要望を行う。

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の活動支援を行うととも
に、地元機運の醸成及び駅周辺の権利者調査を実施す
る。
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総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

12 交通課 総計 A

●令和3年4月より安全施設等管理業務支援システムを
導入し、要望や管理物の管理を行った。
・管理物については903件の入力処理、要望等につい
ては123件の入力処理を行った。

13 交通課 総計 B

●令和4年3月に新たな移動手段の運行方針を策定し
た。
・新たな移動手段の素案策定から新たな移動手段の運行
方針の策定に計画を変更し、具体的な運行内容は令和4
年度に検討することとした。
・地域公共交通あり方検討会を4回開催し、新たな移動
手段の内容について協議した。

14 交通課 総計 A

●西武ホールディングスと沿線価値向上について、課題
を共有、協議の場を設けることができた。
・令和4年3月に西武ホールディングスと打合せを実施
し、情報共有を図った。

15 交通課 総計 A

●西武バスにシャトルバス乗り入れ実現に向けた協議を
行った。
・令和3年12月に西武バスと打合せを行い、シャトル
バス乗り入れに関する協議を行った。

16
市街地整

備課
総計 B

●継続区間の橋梁整備工事は、当初予見しなかった湧水
の発生により、その対応に時間を要したため、年度末の
完了に至らなかった。

●新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計は、関係
機関と協議を行い令和4年3月に完了した。

17
市街地整

備課
総計 A

●道路・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行
い、令和4年3月に完了した。

空港行シャトルバス乗り入れの要請
西武バスとシャトルバス乗り入れ実現に向けた協議を行
う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の橋梁整備工事を完了させる。

・新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了さ
せる。

広域連携による西武鉄道沿線の価値向上推進事業
西武ホールディングスと沿線価値向上について課題を共
有する。

道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了させる。

新たな移動手段の検討事業 令和4年2月までに新たな移動手段の素案を策定する。

都市計画道路3・4・10号線整備事業

安全施設等維持管理システムの導入
安全施設等維持管理システムを導入し、啓発看板等の管
理を効率化する。
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総計・
行革・
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評価 成果又は課題項　目 目　標

18
市街地整

備課
総計 A

●道路・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行
い、令和4年3月に完了した。

19
市街地整

備課
総計 A

●道路補足設計は、関係機関や地権者と協議調整を行
い、令和4年2月に完了した。

20
市街地整

備課
総計 A

●市道第718号線1の道路改良工事は、令和3年6月に
着手し、令和3年11月に完了した。

21 用地課 総計 A
●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のう
え、順次、用地取得を行った。

22 用地課 総計 A
●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のう
え、順次、用地取得を行った。

23 用地課 総計 A
●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のう
え、順次、用地取得を行った。

24
みどりと
公園課

総計 A
●ボランティアと意見交換を行い、補修必要箇所につい
て情報共有を行った。

25
みどりと
公園課

総計 A

●現況調査を実施し、整備工事の必要な箇所の抽出・代
表工法の選定・概算工事費の算出を行った。
・調査結果において応急処置が必要な箇所は提示されな
かったため、整備工事については令和5年度からの実施
を基本とすることとした。

都市計画道路3・4・31号線整備事業
物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行
う。

野火止用水護岸整備事業
野火止用水の全線を対象とした河岸を調査し、今後の補
修工事にかかるおおよその金額を算出する。

道路拡幅事業 市道第280号線1の道路補足設計を完了させる。

道路改良事業 市道第718号線1の道路改良工事を完了させる。

都市計画道路3・4・31号線整備事業

物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行
う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

淵の森緑地内護岸整備事業
補修が必要な箇所や工法について、河川管理者、保全ボ
ランティア等と意見交換を行う。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
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・電線共同溝予備設計を完了させる。
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総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

26
みどりと
公園課

総計
行革

A

●令和3年市議会6月定例会にて東村山市立公園条例の
改正を行った。

●令和3年10月1日より「東村山市立公園指定管理者お
よび公募設置管理制度における設置等予定者の募集」を
開始し、令和4年1月13日のプレゼンテーション審査を
経て、指定管理者候補者および設置等予定者を決定し
た。また、令和4年市議会3月定例会にて市議会の議決
を得た。

●令和4年7月1日からの指定管理者制度の導入を目指
す。

27
みどりと
公園課

総計 A

●事業用地の公有地化のため、地権者の方と北山公園整
備に関する意見交換を行うとともに、合意形成に向けた
折衝を行った。

●北山公園整備基本計画策定にあたっては、北山公園整
備計画意見交換会を3回開催し、公園施設の大規模修繕
に向けた課題の整理、基本計画の策定を行った。

28
みどりと
公園課

総計 A

●国立大学法人お茶の水女子大学と事業用地取得に向け
た協議を行い、令和3年5月31日に土地売買仮契約書の
締結を行った。

●公園整備に向け、基本測量を実施し、基本計画の策定
を行った。

29
みどりと
公園課

総計 A

●事業用地の取得に向けて、土地鑑定、物件補償調査、
基本測量を実施し、シチズン健康保険組合と用地取得に
向けた協議を行い、同用地の売買に関して、概ね合意す
る旨の回答を得た。

30
道路河川

課
総計 A

●令和3年4月に工事発注し、令和4年2月に工事を完了
させた。

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
を行い、整備基本計画を策定する。

前川公園整備事業
都市計画公園である前川公園について、事業用地取得に
向けた協議、基本測量の実施、土地鑑定委託を行う。

公園包括管理事業

公園の有効活用と指定管理者制度等の導入

・公民連携を行う際の基本条件を整理し、指定管理者制
度の導入に向けた条例改正を行う。

・事業者に向けた募集要項・仕様書を作成し、指定管理
者の公募・選定を実施する。

萩山公園整備事業
都市計画公園である萩山公園について、事業用地取得に
向けた協議及び仮契約の締結を行う。また、公園整備に
向け、基本測量の実施、基本計画の策定を行う。

栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修事業
栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修事業として、下記の工
事を実施する。
・栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修工事
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総計・
行革・
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評価 成果又は課題項　目 目　標

31
道路河川

課
総計 A

●工事委託協定を令和3年4月に締結し、令和4年3月末
に工事を完了した。

32
道路河川

課
総計 A

●令和3年4月に業務委託を発注し、令和4年3月末に完
了した。

33
道路河川

課
行革 A

●法定公共物調査を完了した。

●廃道敷地2件を売却した。

●令和4年度売却予定地1件の廃道を行った。

34 下水道課 総計 A

●第1期エリア（その1）のマンホール蓋及び管路内調
査を行った。
・令和3年5月12日に都市づくり公社と調査会社が契約
し、令和3年12月10日に完了した。

35 下水道課 総計 B

●当該排水区0.49haについて公共下水道（雨水）管の
整備を実施したが、地下埋設物調査結果により埋設物台
帳との不整合が確認され、再設計を行ったことにより、
工期内に完了しないため令和4年度繰越の手続きを行っ
た。

●当該排水区1.00haについて公共下水道（雨水）管の
実施設計を行った。
・令和3年7月30日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年3月1日に完了した。

前川流域溢水対策事業
前川流域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

市有財産の売却・活用の推進 整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。

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、下記の工事委
託を実施する。
・ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強工事委託

ストックマネジメント計画事業
「ストックマネジメント実施方針」に基づき、第1期エリ
アの管路内及びマンホール蓋の調査を行う。

空堀川流域下水道雨水整備事業

・連続立体交差事業に伴う雨水排水経路を確保するため
「空堀川左岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨
水）管を134m敷設する。

・都市計画道路3･4･11号線整備事業に先立ち「空堀川
右岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨水）管の実
施設計を行う。

51



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

36 下水道課 総計 A

●当該排水区19.0haについて公共下水道（雨水）管の
基本設計を行った。
・令和3年5月12日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年1月14日に完了した。

37 下水道課 総計 A

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管の基本設
計を行った。
・令和3年5月12日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年1月14日に完了した。

38 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3年7月30日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年3月1日に完了した。

39 下水道課 行革 B

●ストックマネジメント計画作成に向けた、当該年度分
の管路内調査が完了した。

●令和2年度下水道事業会計決算書を期日までに作成し
た。

●下水道使用料の見直しに向けたプロセスの検討を行
なったが、スケジュールについては令和4年度に検討す
る。

・ストックマネジメント計画作成に向けた管路調査を行
う。

・公営企業会計移行に伴う決算書類の作成を行う。

・下水道使用料の見直しに向けたプロセスの検討を行
い、スケジュールを作成する。

都市計画道路3・4・11号線公共下水道（汚水）整
備事業

下水道事業会計の健全化

都市計画道路3･4･10号線、3･4･31号線整備事業に先
立ち、公共下水道（汚水）管の基本設計を行う。

都市計画道路3･4･11号線整備事業に先立ち、公共下水
道（汚水）管の実施設計を行う。

都市計画道路3・4・10号線、3・4・31号線公共
下水道（汚水）整備事業

柳瀬川流域下水道雨水整備事業
都市計画道路3･4･10号線、3･4･31号線整備事業に先
立ち「前川左岸第二排水区」、「前川右岸第三排水区」
で公共下水道（雨水）管の基本設計を行う。
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【教育部長　　田中　宏幸】

人員 118人 2,532,372千円

【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
教育政策

課
行革 B

●学校施設内での安全管理上の課題について防災防犯課
と協議をしたが、課題の整理までは至らなかった。

2
教育政策

課
行革 A

●令和3年10月に市民スポーツセンターにて第五中学
校1年生6クラスが2単位時間ずつ実証実験として授業
を実施した。
・生徒、保護者、教員向けアンケートを実施し、参加し
た生徒の約98％、当日見学した生徒の約86％が次年度
以降も市民スポーツセンターで水泳授業を受けたいとの
回答だった。

●令和4年度の試行実施として、第三中学校及び第五中
学校の水泳授業を民間プール事業者及び市民スポーツセ
ンターにて実施することを決定した。

●学校、事業者との定期的なミーティングを開催し、事
業実施に向けた調整を行った。

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現
部の目標 学校教育・社会教育におけるデジタル化の促進と市民の主体的な生涯学習の機会の創出

学校プールの機能集約化
学校プールの機能集約化に向け、先進事例の研究を行
い、実証事業に向けた企画を立案する。

部の概要 予算規模

項　目 目　標

令和3年度目標管理シート

学校施設の情報インフラの地域開放
学校情報インフラのネットワーク上のセキュリティ、施
設面での安全管理の検討を行い、課題を整理する。
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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

3
教育政策

課
行革 A

●学校給食のあり方として、令和4年度は老朽化への対
応が喫緊の課題である小学校給食調理室への対応が必要
であることから、「（仮称）東村山市小学校給食あり方
検討会」を設置し、持続可能で安定した小学校給食の提
供方法について検討することを決定した。
・2週間に1回程度の関係所管とのミーティングを行
い、課題を抽出し、目的を整理することで焦点を絞った
検討を行うことを決定した。

●小学校給食あり方検討支援業務のプロポーザルを公告
し、事業者募集を行った。
・他自治体の事例を収集し、プロポーザルの実施要領等
を作成した。

4 学務課 総計 A

●令和3年11月に小学校7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3年6月に入札を行い、夏休みを中心に工事を行
い、同年11月に空調設置が完了し、12月からリースを
開始した。

5 学務課 総計 A

●令和3年9月に小中学校全校の校舎及び体育館（ア
リーナ部分除く）のLED化が完了し、教育環境の充実を
図ることができた。
・令和3年4月に入札を行い、放課後や休日などを利用
し工事を行い、同年9月にLED化が完了し、10月から
リースを開始した。

6 学務課 総計 A

●令和3年11月に小学校4校、中学校1校のトイレ改修
工事の設計委託が完了した。
・令和3年4月に入札を行い、トイレ改修工事について
の設計委託が同年11月に完了し、令和4年度の小中学
校トイレ改修工事に向けた業務が完了した。

小学校7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。

小学校屋内運動場空調設備設置事業

学校給食のあり方検討
学校給食のあり方検討会の設置に向けた課題を抽出し、
検討事項や構成員等を整理する。

小中学校ＬＥＤ化事業
小中学校全校の校舎及び体育館（アリーナ部分除く）に
ついてリース方式によりLED化を完了させる。

小中学校トイレ洋式化事業
小学校4校、中学校1校のトイレについて和式便器を洋式
便器に改修する等の設計を完了させる。
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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

7 学務課 総計 A

●令和3年10月に第四中学校の既存教室について特別
支援学級開設に向けた工事が完了し、教育環境の充実を
図ることができた。
・令和3年6月に入札を行い、夏休みを中心に工事を行
い、同年10月に工事が完了し、令和4年度の特別支援
学級開設に向けた整備が完了した。

8 学務課 総計 A

●第二、第四、第五中学校の通学路に、各校5台の防犯
カメラを設置した。
・学校、PTA、警察への意見聴取の上、設置箇所を決
定し、令和4年3月に設置完了した。

9 学務課 総計 A

●令和4年2月末時点で、市民からの寄付金を活用し、
約2,300冊を購入、通常の購入分として13,096冊を購
入した。
・破損等により破棄する図書もあるものの、令和2年度
の購入冊数が10,755冊であることから、蔵書の増はな
されている。
・選書においては、図書検索ツールを活用し、質を担保
しつつ購入した。

10 学務課 総計 A

●安全施設等維持管理システムを導入し、全小中学校の
学区域と通学路をシステムに反映した。
・児童確認員と通学路防犯カメラ、市民要望について
データ入力できる仕様を確立した。都度情報を更新でき
る体制を整えた。

11 指導課 総計 A

●GIGAスクールリーダー研修において作成した、授業
実践事例や効果的な校務軽減事例を教育委員会Google
クラスルームで共有し活用を図ることができた。

●依然として集合型の研修が実施できない状況が継続す
ることから、8月の全教員を対象にした悉皆研修ではオ
ンデマンドによる動画配信を実施し、管理職研修等複数
の研修ではビデオ会議システムによるオンライン研修を
実施した。

市民等の要望の処理経過や管理施設等の情報を管理でき
る安全施設等維持管理システムを導入する。

特別支援学級開設事業
第四中学校の既存教室について特別支援学級を開設する
ための改修工事を完了させる。

小中学校読書活動支援事業
児童生徒の読書の習慣化及び基礎学力向上のため、学校
図書館の蔵書数の増加を図る。

通学路防犯カメラ設置事業
中学校3校の通学路に、1校につき5台の防犯カメラを設
置する。

安全施設等維持管理システムの導入

東村山スマートスクール推進事業

・ICT機器を活用した授業実践事例を教員同士が共有する
仕組みづくりを行う。

・教員のICT活用指導力に応じた研修を実施する。
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総計・
行革・
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評価 成果又は課題項　目 目　標

12 指導課 総計 B

●中学校における校務支援システムを導入し、成績管理
を先行して実施することにより、市内統一した成績処理
の流れを構築し、教員の業務負担を軽減することができ
た。

●教員の勤怠管理システムについては、一斉配信システ
ムにおける見守り機能を活用した勤怠状況の把握を実現
するよう調整を図り、モデル校による成果や課題を踏ま
え、令和4年6月より全校展開を実施する。

13 指導課 総計 B

●緊急事態宣言下における学校の教育活動に対する影響
を踏まえ、読書アンケート調査を令和3年10月に実施
した。

●中学生の不読率が東京都平均を5.6ポイント下回り、
読書に親しんでいる状況が確認され、各学校で取り組ん
でいる読書活動に一定の成果が現れた。

●小学校では学校図書館専任司書を活用した読み聞かせ
や読書ビンゴ等を、中学校では生徒の自治的な活動を重
視した生徒会や図書委員会によるビブリオバトルや出前
図書館等を実施し、特色ある取り組みを充実させた。

14
子ども・
教育支援

課
総計 A

●令和4年4月、特別支援学級を第四中学校に開設し
た。
・開設準備委員会を令和3年6月、10月、令和4年2月
（書面報告）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。
・令和3年5月と9月に保護者向けチラシを全中学生及
び小学校6年生に向けて配付し、丁寧な情報共有に努め
た。

小中学校に導入した校務支援システムを用いた勤怠状況
の把握を通して、適正な校務分掌の進行管理を実施す
る。

小中学校読書活動支援事業

・児童生徒の読書傾向や学校図書館専任司書活用状況を
把握するため、読書アンケート調査を実施する。

・アンケート結果を基に、各学校における読書週間の取
り組みを実施する。

特別支援学級開設事業

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4年4月の第四中学校への開級に向け、学
校と協議を行いながら準備を進める。また、保護者に対
しても丁寧に周知を図る。

教職員の働き方改革推進事業
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総計・
行革・
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評価 成果又は課題項　目 目　標

15
子ども・
教育支援

課
総計 A

●不登校児童・生徒個人支援票を集計・分析のしやすい
様式に刷新し、スクールソーシャルワーカー等による相
談・支援がスタートするよう取り組むことができた。

●訪問支援員連絡会を開催し、各校での取り組みを訪問
支援員間で共有し、効果的な支援の一助とした。

●不登校対策委員会に継続的に参加し、関係機関間の情
報交換や有効活用の方法等の情報提供を進めることがで
きた。

●スクールソーシャルワーカー、希望学級指導員、子ど
も相談員も参加する各種研修や講演会を市民団体と協働
で企画・実施し、各事業担当者の専門性の向上を図るこ
とができた。

16
社会教育

課
総計 A

●地域教育の1つとしてコロナ禍における児童生徒の健全育
成を推進するため、昨年度からの検討経過や定期的な委員長
会議での地区委員会間の情報共有を基に各地区委員会で実施
内容等を検討し、該当校との協議を図ることができた。
・2つの地区委員会において感染症防止対策を講じて「子ど
もまつり」を実施した。
令和3年11月6日（日）・11月28日（日）
・1つの地区委員会は、開催時期を令和4年１月15日、22
日、29日の3日間で「子どもまつり」を企画していたが、新
型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い中止となった。

●青少年委員主催事業をコロナ禍においても安全・安心に実
施するため、昨年度より毎月の定例会議において協議・検討
を重ね令和3年12月に活動におけるガイドラインを策定し
た。
・策定したガイドラインに基づき、従来の集合型の事業とは
別にオンライン配信・参加型の事業として、令和4年2月20
日に「輝け！東村山っ子育成塾-2021特別版-」を実施し
た。

●2学期より小学校5校及び中学校3校で土曜開放事業を実施
した。
・新型コロナウイルス感染対策ガイドラインを各学校の土曜
開放推進団体へ周知し、情報共有を図った。
・各学校では、感染状況を鑑み、順次活動を開始し、スポー
ツ、文化活動等を実施した。

青少年健全育成事業
青少年委員及び青少年対策地区委員会等の地域で活動す
る諸団体と協議を行い、体験活動事業の実施に向けた企
画を立案する。

不登校児童・生徒支援事業

本市における不登校の状況及びその対応について分析
し、各小・中学校、指導課と連携して、訪問支援員やス
クールソーシャルワーカー、不登校対策委員会等を通じ
た支援を行う。
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評価 成果又は課題項　目 目　標

17
社会教育

課
総計 A

●令和3年10月22日から11月7日までの期間、市内各
公民館にて延べ9日間実施し、展示・集会・ホール部門
を合わせて95団体が参加した。
・市民文化祭役員会にて、感染症防止対策について協議
を重ねた。各種会議及びホームページ、ポスター等で参
加団体及び来場者に対策の内容を事前周知し、開催当
日、実行委員会と協働して検温や消毒などを円滑に行
い、大きな混乱もなく実施することができた。

18
社会教育

課
総計 A

●東村山市文化協会と共催し、令和3年7月2日、3日に
作品の展示、7月3日にホールにおいて日本文化と中国
文化の演舞、文化協会加盟団体による文化活動の成果を
披露し、各部門を合わせて、472名が来場した。
・文化協会役員代表者と、毎月、準備委員会及び各種打
ち合わせを実施し、感染症対策について協議を重ねた。
・各種会議及びホームページ、ポスター等で参加団体及
び来場者に対策の内容を事前周知し、開催当日、文化協
会役員と協働して検温や消毒などを円滑に行い、大きな
混乱もなく実施することができた。

市民文化祭事業

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

市民の誰もが文化・芸能に親しみ参加できる場の創出を
図るため、市民文化祭を開催する。

東村山市文化協会と共催で「東村山文化・芸能フェス
ティバル」を開催し、多くの市民の方々に文化・芸術の
魅力を伝えるとともに、東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会の気運醸成を図る。
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19
社会教育

課
行革 A

●公共施設再生計画に基づき、白州山の家施設の今後の
在り方について公共施設マネジメント課と連携し野外体
験活動を目的とした、青少年の健全育成施設としての在
り方を含め、市民ニーズやこれまでの課題を整理しなが
らハコモノに捉われないサービス提供の検討を進めた。
・令和3年5月及び6月に公共施設マネジメント課と協
議を行い、同年7月に開催された青少年対策地区委員会
委員長会議において当市の公共施設再生計画に基づく
「白州山の家」の管理・運営方法の見直し・施設再生の
方向性について情報共有を行った。

●青少年の健全育成を目的とした野外体験活動など、ハ
コモノに捉われないサービス提供の検討を進めるため、
白州山の家施設の賃貸借契約期間内での契約解除を行う
場合についての検討を行った。
・令和3年7月に北杜市管財課と協議を行い、当市の公
共施設再生計画に基づく「白州山の家」の管理・運営方
法の見直しと施設再生の方向性について情報共有を行っ
た。また、土地の賃貸借契約期間中において協議を行う
場合について確認した。
・令和4年3月に土地の賃貸借契約期間内での契約解除
についても一定の合意が得られた。

20 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とレガシー
の継承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年間5回の展示替えを行
い、地区館は各館２～4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・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。

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。

白州山の家の管理・運営の見直し

・施設再生に向けたサービスの論点抽出を行う。

・管理･運営方法等、青少年健全育成施設としてのあり方
について、これまでの課題を整理のうえ、今後の方向性
（案）を作成する。
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21 公民館 行革 B

●公民館の役割、機能を整理するため、公民館の利用者ニー
ズや今後の施設利用の方向性に関する「公民館利用に関する
アンケート」を実施した。
・今後速やかに、会議の運営やスケジュールなどについて関
係所管と調整し、社会教育委員会議での協議を開始する。

●地域サービス窓口における取り扱い件数等の集計を継続
し、窓口での利用状況の変化を把握している。

●公共施設マネジメント課との打合せを開始したことで、取
り組みに関する情報の共有と今後の検討にあたっての役割に
ついて確認した。

22
ふるさと
歴史館

総計 A

●出土品保存処理は、線刻付木杭5本保存処理を実施した。
・縄文時代にウルシの樹液を採取していた証拠となる痕跡を
半永久的に残すために、特殊な保存処理を実施した。

●遺跡企画展は、令和3年10月2日～12月５日までの会期に
て開催した。
・TwitterやYouTube等で展示紹介の情報発信を行い、広く
周知した。2,519人に来館いただいた。

●遺跡シンポジウムは、令和3年12月4日に中央公民館で開
催した。
・講師の方と調整を図りつつ、企画・立案、シナリオの作
成、進捗状況を常に把握し、タイムスケジュール通りに実施
した。当日は155名の参加をいただいた。

●記念切手作成し頒布開始した。
・シンポジウム開催にあわせ、デザイン等も立案し、より遺
跡を感じられる切手を作成した。

●考古と自然コラボ講座は5回、こども縄文塾は３回開催し
た。
・下宅部遺跡など、文化・歴史を継承するために、コロナ禍
であるが人数を絞り開催した。

下宅部遺跡保存活用事業
国の重要文化財に指定された下宅部遺跡出土品を含む下
宅部遺跡の保存を行い、講演会等で周知徹底を図る。

公民館の役割・機能の整理

・社会教育・生涯学習拠点に求められる公民館の役割、
機能について整理し、社会教育委員会議に諮問する。

・地域サービス窓口におけるサービス提供方法の見直し
や廃止に向けた検討スケジュールを作成する。

・市民ニーズや社会状況の変化、サービスの利用しやす
さ等を考慮し、サービスの内容や量、集約化等の公共施
設再生の取り組み方策適用の方向性（案）を作成する。
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