
情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

手法 手法の詳細 主な事業・施策名 実績 実施時期 備考 課名

東村山市版
株主総会

東村山市版株主総会 東村山市版株主総会 1回　参加人数42人 平成26年11月15日 行政経営課

チラシ
50周年記念式典･記念行事での近隣住
民への通行止等協力依頼ﾁﾗｼ

市制施行50周年記念事業 1,105枚 平成26年9月10日～10月26日 企画政策課

チラシ 50周年記念式典･記念行事のPRﾁﾗｼ 市制施行50周年記念事業 2万枚 平成26年10月1日～10月26日 企画政策課

チラシ
ゆるｷｬﾗ選手権投票啓発を庁内､駅で
配布

ゆるｷｬﾗ選手権 100枚 平成26年9月～11月 広報広聴課

チラシ
公共施設再生計画基本計画(案)説明
会周知用ﾁﾗｼ

公共施設再生計画 市内公共施設窓口等に設置(約300枚) 平成27年2月中旬～3月中旬 施設再生推進課

チラシ 市民による事業評価の開催周知ﾁﾗｼ 市民による事業評価 市内公共施設等27か所に計135枚を設置 平成26年6月27日～8月3日 行政経営課

チラシ 人権の森ﾌｫｰﾗﾑ開催案内ﾁﾗｼ 人権の森構想推進事業 1,100枚 平成27年1月23日～2月21日 企画政策課

チラシ 清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加者の募集 人権の森構想推進事業 約1,000枚
平成27年9月15日～10月11日､平成27
年2月15日～3月7日

企画政策課

チラシ 東村山まちづくり会議周知ﾁﾗｼ 後期基本計画 市内公共施設､ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ等30ｶ所に計330枚 平成26年8月13日～平成26年10月4日 行政経営課

チラシ 東村山ﾜｶﾓﾉ会議 ﾑﾗｶｲ周知ﾁﾗｼ 後期基本計画
市内公共施設､関係団体､民間店舗､医療機
関､民間ｲﾍﾞﾝﾄ､市民意識調査等54ｶ所､計
6,954枚

平成26年6月30日～8月15日
※配布先により日程は異なる

行政経営課

チラシ 東村山市版株主総会の開催周知ﾁﾗｼ 東村山市版株主総会 市内公共施設等27か所に計135枚を設置 平成26年10月16日～11月15日 行政経営課

チラシ 八国山芸術祭のPRﾁﾗｼ 市制施行50周年記念事業 2万枚 平成26年7月3日～8月2日 企画政策課

ポスター 50周年記念式典･記念行事のPRﾎﾟｽﾀｰ 市制施行50周年記念事業 320枚 平成26年10月1日～10月26日 企画政策課

ポスター 駅､公共施設､学校､市内商店等に掲載
市制施行50周年記念事業 第
15回大好き東村山写真ｺﾝｸｰﾙ
作品募集

42か所 平成26年5月1日～6月27日 広報広聴課

ポスター 駅掲示板に掲載 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞﾊﾞﾅｰ広告の募集 2か所 通年 広報広聴課

ポスター
公共施設再生計画基本計画(案)説明
周知用ﾎﾟｽﾀｰ

公共施設再生計画 市内公共施設･駅掲示板等 約30ｶ所 平成27年2月中旬～3月中旬 施設再生推進課

ポスター 市内公共施設に掲載 ゆるｷｬﾗ選手権 約20か所 平成26年9月～11月8日 広報広聴課

ポスター 市民による事業評価の開催周知ﾎﾟｽﾀｰ 市民による事業評価
市内公共施設等29か所及びｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽに1枚
ずつ掲示

平成26年6月27日～8月3日
ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽは7月11日～8月3日

行政経営課

ポスター 人権の森ﾌｫｰﾗﾑ開催案内ﾎﾟｽﾀｰ 人権の森構想推進事業 100枚 平成27年1月23日～2月21日 企画政策課

経営政策部
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ポスター 東村山まちづくり会議周知ﾎﾟｽﾀｰ 後期基本計画 市内公共施設､ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ等33ｶ所に計39枚 平成26年8月13日～平成26年10月4日 行政経営課

ポスター 東村山ﾜｶﾓﾉ会議 ﾑﾗｶｲ周知ﾎﾟｽﾀｰ 後期基本計画
市内公共施設､関係団体､民間店舗､医療機
関､ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽ等36ｶ所､計180枚

平成26年7月3日～8月15日
※ｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽは7月15日～8月15日
※配布先により日程は異なる

行政経営課

ポスター 東村山市版株主総会の開催周知ﾎﾟｽﾀｰ 東村山市版株主総会
市内公共施設等29か所及びｸﾞﾘｰﾝﾊﾞｽに1枚
ずつ掲示

平成26年10月16日～11月15日 行政経営課

ポスター 八国山芸術祭のPRﾎﾟｽﾀｰ 市制施行50周年記念事業 310枚 平成26年7月3日～8月2日 企画政策課

パンフレット
50周年記念式典第一部･二部のﾊﾟﾝﾌﾚｯ
ﾄ

市制施行50周年記念事業 1,000枚 平成26年10月26日 企画政策課

パンフレット
財政白書(冊子)を1冊100円にて有償
頒布

東村山市財政白書及び新地方
公会計制度による財務書類

情報ｺｰﾅｰにて有償頒布  各図書館にて閲覧
可

平成27年4月1日以降有償頒布､閲覧
可

財政課

パンフレット 八国山芸術祭のﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 市制施行50周年記念事業 1,000枚 平成26年8月2日 企画政策課

啓発紙 後期基本計画ﾆｭｰｽﾚﾀｰ第1号の発行 後期基本計画 市内公共施設16施設､計240枚 平成26年12月7日 行政経営課

啓発紙 後期基本計画ﾆｭｰｽﾚﾀｰ第2号の発行 後期基本計画 市内公共施設16施設､計240枚 平成27年2月13日 行政経営課

啓発紙 後期基本計画ﾆｭｰｽﾚﾀｰ第3号の発行 後期基本計画 市内公共施設16施設､計240枚 平成27年3月25日 行政経営課

啓発紙
多磨全生園普及啓発写真集｢いのちの
森に暮らす｣(人権の森ﾌｫｰﾗﾑにて配
付)

人権の森構想推進事業 約160冊 平成27年2月21日
平成27年度に本格配
付開始｡

企画政策課

啓発紙
東村山市市制施行50周年記念事業報
告書

市制施行50周年記念事業 1,000部
事業関係者への配布､市民向け販売
は平成27年7月から

作成は平成26年度 企画政策課

ＰＲグッズ
50周年PR制作物(のぼり旗､懸垂幕､横
断幕､ﾌﾗｯｸﾞ､ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ､屋外看板等)

市制施行50周年記念事業
横断幕･懸垂幕各1､のぼり200枚､ﾌﾗｯｸﾞ56
枚､ﾏｸﾞﾈｯﾄｼｰﾄ300枚､東村山駅東口屋外看板
1(国体制作のものを再利用)

平成26年4月1日～平成27年3月31日 企画政策課

ＰＲグッズ

50周年記念事業PRｸﾞｯｽﾞ(紙ﾊﾞｯｸﾞ､ｽﾃｯ
ｶｰ､ｼｰﾙ､缶ﾊﾞｯｼﾞ､ｸﾘｱﾌｧｲﾙ､ぬいぐる
み､ﾀｵﾙ､うちわ､木製ｸﾘｯﾌﾟ､ﾍﾟﾝｹｰｽ､ｽﾄ
ﾗｯﾌﾟ､記念DVD等)

市制施行50周年記念事業

紙ﾊﾞｯｸﾞ3,000枚､ｽﾃｯｶｰ100枚､ｼｰﾙ14,000枚､
缶ﾊﾞｯｼﾞ5,000個､ｸﾘｱﾌｧｲﾙ15,000枚､ぬいぐ
るみ300個､ﾀｵﾙ1,000枚､うちわ1,000枚､木
製ｸﾘｯﾌﾟ230個､ﾍﾟﾝｹｰｽ550個､ｽﾄﾗｯﾌﾟ800個､
記念DVD1,000枚

平成26年4月1日～平成27年3月31日
記念式典･記念事業
の参加者･出演者等
を中心に配布

企画政策課

ＰＲグッズ
50周年記念式典･記念行事での通行止
案内看板

市制施行50周年記念事業 120枚 平成26年10月1日～10月26日 企画政策課

ＰＲグッズ 人権の森ｸﾞｯｽﾞの販売 人権の森構想推進事業 売上:101,090円 平成26年4月1日～平成27年3月31日

販売物:ﾊﾞﾝﾀﾞﾅ(400
円)､ﾋﾟﾝﾊﾞｯｼﾞ(200
円)､ﾏｯﾌﾟ(50円)､ｸﾘｱ
ﾌｧｲﾙ4種(200円)､ﾉｰﾄ
(90円)

企画政策課
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ＰＲグッズ
多磨全生園普及啓発DVD｢ひいらぎと
くぬぎ｣配付

人権の森構想推進事業 約2,200枚 平成26年4月18日～2月2日
東京都内公立小中学
校及び関係団体へ配
付

企画政策課

説明会
公共施設再生計画基本計画(案)説明
会

公共施設再生計画 市内公共施設5ｶ所･5回開催 平成27年3月1日(日)～3月9日(月) 施設再生推進課

説明会
東村山市版株主総会における市長に
よる市政報告

東村山市版株主総会 1回 平成26年11月15日 行政経営課

Ｅメール 清掃ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ参加者の募集(職員向け) 人権の森構想推進事業
平成27年9月15日～､平成27年2月15
日～

企画政策課

ＳＮＳ 50周年記念事業ﾂｲｯﾀｰ 市制施行50周年記念事業 ﾂｲｰﾄ120回 平成26年10月17日～10月26日

｢ひがっしｰ｣のﾂｲｰﾄ
として式典前~式典
までの期間限定で実
施

企画政策課

その他
後期基本計画基礎調査報告書の情報
ｺｰﾅｰ･図書館での公表

後期基本計画 1回 平成27年3月30日 行政経営課

その他
第4次東村山市行財政改革大綱前期基
本方針中間報告の情報ｺｰﾅｰ･図書館で
の公表

行財政改革の推進 1回 平成26年10月30日 行政経営課

その他
東村山まちづくり会議の情報ｺｰﾅｰ･図
書館での公表

後期基本計画 1回 平成27年1月19日 行政経営課

その他
東村山ﾜｶﾓﾉ会議 ﾑﾗｶｲの情報ｺｰﾅｰ･図
書館での公表

後期基本計画 1回 平成26年12月10日 行政経営課

その他
東村山市版株主総会実施報告書の情
報ｺｰﾅｰ･図書館での公表

東村山市版株主総会 1回 平成27年3月27日 行政経営課

その他
評価結果に対する市の方針等の情報
ｺｰﾅｰ･図書館での公表

市民による事業評価 1回 平成27年3月27日 行政経営課

その他
平成25年度行革効果額集計表の情報
ｺｰﾅｰ･図書館での公表

行革効果額 1回 平成26年10月30日 行政経営課

その他
平成26年度市民意識調査結果報告書
の情報ｺｰﾅｰ･図書館での公表

市民意識調査 1回 平成27年1月1日 行政経営課

その他
平成27年度版実施計画の情報ｺｰﾅｰ･図
書館での公表

平成27年度版実施計画 1回 平成27年3月26日 行政経営課
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その他
目標管理ｼｰﾄ(平成25年度結果報告版･
平成26年度目標設定版)の情報ｺｰﾅｰ･
図書館での公表

目標管理 1回 平成26年7月13日 行政経営課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ 情報ｺｰﾅｰを紹介するﾁﾗｼの作成･配布 行政資料室運営事業 ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ会場､ｻﾝﾊﾟﾙﾈ観光ｺｰﾅｰで配布 平成27年1月から 枚数不明 総務課

説明会 市職員採用説明会 市職員採用 4回 いきいきﾌﾟﾗｻﾞ 合計100人程度 平成26年9月 人事課

説明会 総合評価方式実施の説明会 入札･契約事務 建設業者対象 平成27年3月30日 契約課

その他 情報ｺｰﾅｰの運営
市政資料､観光情報などを紹
介･配布･販売している

毎日50～70人程度の利用者あり 開庁日は営業 総務課

その他 入札経過調書の公表 入札･契約事務 電子入札案件 通年 情報ｺｰﾅｰで公表 契約課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催のお知らせ ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 年12回 各303枚 平成26年4月1日から平成27年5月 市民協働課

チラシ 協働講座のお知らせちらし
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

各回300枚 平成26年5月15日･9月1日 市民協働課

チラシ 市民活動よろず交流会ﾆｭｰｽ発行
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

5回 各100枚 平成26年4月1日から平成27年2月 市民協働課

チラシ
市民提案型公益活動事業補助のお知
らせちらし

協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

300枚 平成26年5月1日 市民協働課

チラシ 自治会ﾌｫｰﾗﾑ開催のﾁﾗｼ 自治会ﾌｫｰﾗﾑ 500枚 市民協働課

チラシ
臨時福祉給付金･子育て世帯臨時特例
給付金について

臨時福祉給付金･子育て世帯
臨時特例給付金事業

1回目:80,000部
2回目:71,000部

平成26年6月1日から平成26年12月31
日

市民相談・交
流課（臨時福
祉給付金事業
等実施本部）

ポスター ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ開催のﾎﾟｽﾀｰ ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ 30枚 平成26年4月1日から平成27年2月 市民協働課

ポスター 核兵器廃絶と平和展ﾎﾟｽﾀｰ 啓発等推進事業 150部 平成26年8月18日～平成26年8月26日 市民相談・交流課

総務部

市民部
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ポスター 協働講座のﾎﾟｽﾀｰ
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

30枚 平成26年5月15日･9月1日 市民協働課

ポスター 市制施行50周年記念事業 市民産業まつり 700枚 平成26年11月8･9日 産業振興課

ポスター 市制施行50周年記念事業 里に八国PRｲﾍﾞﾝﾄ 200枚 平成27年3月8日 産業振興課

ポスター 市民提案型公益活動事業補助のﾎﾟｽﾀｰ
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

30枚 平成26年5月1日 市民協働課

ポスター 自治会ﾌｫｰﾗﾑ開催のﾎﾟｽﾀｰ 自治会ﾌｫｰﾗﾑ 1150枚 市民協働課

ポスター
臨時福祉給付金･子育て世帯臨時特例
給付金について

臨時福祉給付金･子育て世帯
臨時特例給付金事業

1,000部
平成26年6月1日から平成26年12月31
日

市民相談・交
流課（臨時福
祉給付金事業
等実施本部）

パンフレット 核兵器廃絶と平和展ﾘｰﾌﾚｯﾄ 啓発等推進事業 3,000部 平成26年8月18日～平成26年8月26日 市民相談・交流課

パンフレット 市制施行50周年記念事業 市民産業まつり 6,500部 平成26年11月8･9日 産業振興課

パンフレット 自治会ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ(第3版)
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

1,000冊 市民協働課

啓発紙
男女共同参画推進情報誌｢ふぃ～りん
ぐ｣

男女共同参画推進事業 年2回 各6,000部
平成26年9月30日､平成27年3月30日
発行

市民相談・交流課

説明会 市民提案型公益活動事業補助説明会
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

1回 平成26年6月15日 市民協働課

Ｅメール 協働講座開催のお知らせ
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

ﾒｰﾙ配信を希望した活動団体等約50件 平成26年5月15日･9月1日 市民協働課

Ｅメール 市民活動よろず交流会の開催の案内
協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

ﾒｰﾙ配信を希望した活動団体等約30件 平成26年4月1日から平成27年2月 市民協働課

Ｅメール
市民提案型公益活動事業補助のお知
らせ

協働による地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰの醸
成

ﾒｰﾙ配信を希望した活動団体等約50件 平成26年5月1日 市民協働課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ 交通安全対策に関する啓発 交通安全対策の啓発 年3回以上 交通安全運動に併せて
交通事故等により随
時追加

地域安全課

チラシ 交通事故見舞金制度 交通災害共済 共済事務組合で実施 平成26年2月中旬
市報及び新聞折り込
みを実施

地域安全課

チラシ 水防総合訓練関連記事 水防総合訓練 ﾁﾗｼ400枚 平成26年5月1日から実施日まで 防災安全課

チラシ 補助金交付の周知
住宅用省ｴﾈﾙｷﾞｰ機器設置費補
助

3か所 100枚以上 平成26年4月29日､6月7日 窓口でも配布 環境・住宅課

チラシ 補助金交付の周知
住宅用太陽光発電ｼｽﾃﾑ設置費
補助

3か所 100枚以上 平成26年4月29日､6月7日 窓口でも配布 環境・住宅課

チラシ 放置自転車ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 放置自転車対策の啓発 5,000枚 秋津･新秋津駅周辺
毎年10月に東京都全体で統一して実
施

地域安全課

環境安全部
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

チラシ 防犯対策に関する啓発 防犯対策の啓発 随時 特殊詐欺ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ､事件発生による 地域安全課

ポスター 環境関連行事 東村山市環境ﾌｪｱ 3か所 3枚 平成26年5月15日～6月7日 環境・住宅課

ポスター 交通安全対策に関する啓発 交通安全対策の啓発 年3回以上 交通安全運動に併せて 地域安全課

ポスター 交通事故見舞金制度 交通災害共済
(B2縦)10部(B3縦)40部(B3横)10部   (A3
横)10部 庁舎内､市出先機関､市内金融機関

平成26年2月中旬 地域安全課

ポスター
東村山市消防50周年記念式典ﾎﾟｽﾀｰ及
びﾁﾗｼ等配布

東村山市消防50周年記念式典
市内各施設等に掲示依頼
ﾎﾟｽﾀｰ94枚､ﾁﾗｼ5,950枚

平成26年11月13日から実施日まで 防災安全課

ポスター 東村山市消防団出初式ﾎﾟｽﾀｰ 東村山市消防団出初式
西武ﾊﾞｽへ掲示依頼
ﾎﾟｽﾀｰ50枚

平成26年12月25日から実施日まで 防災安全課

ポスター
東村山市消防団出初式ﾎﾟｽﾀｰ及びﾁﾗｼ
等配布

東村山市消防団出初式
市内各施設等に掲示依頼
ﾎﾟｽﾀｰ94枚､ﾁﾗｼ5,280枚

平成26年12月15日から実施日まで 防災安全課

ポスター 放置自転車ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 放置自転車対策の啓発
A06枚 A115枚 久米川駅南口､久米川駅北口
地下駐輪場･東村山駅西口地下駐輪場

毎年10月に東京都全体で統一して実
施

独自事業で小学生に
よるﾎﾟｽﾀｰを募集

地域安全課

ポスター 防犯対策に関する啓発 防犯対策の啓発 随時 薬物､ｻｲﾊﾞｰﾃﾛ等の啓発 地域安全課

パンフレット 環境行政 東村山市の環境 1回  100部 平成27年3月 報告書 環境・住宅課

パンフレット 交通事故見舞金制度 交通災害共済 90,500部 平成26年2月中旬
各戸配布･小中学校
児童生徒全員に配布

地域安全課

パンフレット 事業者向け説明会 自転車駐輪場対策 平成26年8月 事業者募集要綱 地域安全課

ＰＲグッズ 交通安全対策に関する啓発 交通安全対策の啓発 年80回以上 交通安全教室等で配布 地域安全課

ＰＲグッズ 放置自転車ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 放置自転車対策の啓発 ﾘﾌﾚｸﾀｰｷｰﾎﾙﾀﾞｰ 700個
毎年10月に東京都全体で統一して実
施

独自に小学生に参加
ｸﾞｯｽﾞ

地域安全課

説明会 事業者向け説明 自転車駐輪場対策 平成26年8月 平成26年8月 地域安全課

説明会 総合震災訓練記事 総合震災訓練 2回(参加機関･自主防災組織) 防災安全課

Ｅメール 防犯対策に関する啓発 防犯対策の啓発 随時 防犯ﾒｰﾙの配信 地域安全課

ＳＮＳ 環境行政 放射能測定結果 96回 平成26年4月1日～平成27年3月31日 測定のつど 環境・住宅課

その他
東村山市消防50周年記念式典ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰ
ｽ

東村山市消防50周年記念式典 広報広聴課より各報道機関へ周知 平成26年11月15日 防災安全課

その他
東村山市消防50周年記念式典横断幕
設置

東村山市消防50周年記念式典 市内歩道橋2か所に設置 平成26年10月31日から実施日まで 防災安全課
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

その他 東村山市消防団出初式ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ 東村山市消防団出初式 広報広聴課より各報道機関へ周知 平成27年1月7日 防災安全課

その他 動画製作 放置自転車対策の啓発
平成25年の末に作成し､平成26の1月頃に公
開

地域安全課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ お元気ですかｼｰﾄﾁﾗｼ個別送付 二次予防事業対象者把握事業 平成26年7月､28000人 平成26年7月 高齢介護課

チラシ お元気ですかｼｰﾄ結果個別送付 一次予防事業･二次予防事業 平成26年8月､16800人程度 平成26年8月～9月
市民ｽﾎﾟｰﾂ課のﾁﾗｼも
同封した

高齢介護課

チラシ
ﾄﾞﾘﾙ式認知症予防講座 ｻﾎﾟｰﾀｰ募集
個別送付

一次予防事業 1500枚程度 平成27年1月15日
ｼﾙﾊﾞｰ会員向け広報
誌へ記事を掲載

高齢介護課

チラシ ﾄﾞﾘﾙ式認知症予防講座 受講生募集 一次予防事業 5500枚程度､市内薬局､公民館等 平成27年3月1日～4月30日

主な配布場所;地域
窓口9か所､福祉協力
員､老人相談員､老人
ｸﾗﾌﾞ､東村山郵便局､
地域包括支援ｾﾝﾀｰ5
か所､ｻﾝﾊﾟﾙﾈ､中央図
書館等

高齢介護課

チラシ ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾙﾈｽ体験講座 障害者就労支援事業 50枚 平成27年2月15日 障害支援課

チラシ 健康ｶﾞｲﾄﾞ 健康診査事業 年度当初､市報と共に全戸配布 平成26年4月 健康増進課

チラシ 事前保健相談･栄養相談
国民健康保険被保険者健康診
査

1回 172枚 対象者へ郵送 平成26年5月～6月 保険年金課

チラシ 親族後見人のための学習会 親族後見人のための学習会 いきいきﾌﾟﾗｻﾞ､社協窓口 150枚 平成26年11月 地域福祉推進課

チラシ 成年後見申立て講座 成年後見申立て講座 いきいきﾌﾟﾗｻﾞ､社協窓口 150枚 平成27年2月 地域福祉推進課

チラシ 生活困窮者自立支援事業各種ﾁﾗｼ 生活困窮者自立支援事業 1万部印刷 (350部配布) 平成27年2月～3月 生活福祉課

チラシ
地域包括ｹｱ推進計画(素案)説明会の
開催周知

計画案説明会 200枚
平成26年11月25日 14時から､18時か
らの2回

高齢介護課

ポスター ﾏｲﾝﾄﾞﾌﾙﾈｽ体験講座 障害者就労支援事業 7枚(市役所庁舎等掲示) 平成27年2月15日 障害支援課

ポスター 各種健康講座に関するﾎﾟｽﾀｰ 健康教育事業 平成26年度随時 講座開催時 健康増進課

ポスター 各種検診に関するﾎﾟｽﾀｰ
がん検診､眼科検診､歯科検
診､予防接種､特定健診等

平成26年度随時 平成26年4月～12月 健康増進課

ポスター
国民健康保険被保険者健康診査実施
ﾎﾟｽﾀｰ

国民健康保険被保険者健康診
査

自治会934枚 公共施設19枚 平成26年5月～6月 保険年金課

ポスター 身近な法律ﾄﾗﾌﾞﾙに学ぶ いのちを守る出前講座 いきいきﾌﾟﾗｻﾞ､社協窓口 150枚 平成27年3月 地域福祉推進課

健康福祉部
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

ポスター 生活困窮者自立支援事業各種ﾎﾟｽﾀｰ 生活困窮者自立支援事業 B2(200部) B3(300部) 平成27年2月～3月 生活福祉課

ポスター
地域包括ｹｱ推進計画(素案)に対する
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ周知

計画案に対するﾊﾟﾌﾞｺﾒ 20枚 平成26年11月20日から12月11日 高齢介護課

ポスター
地域包括ｹｱ推進計画(素案)説明会の
開催周知

計画案説明会 20枚
平成26年11月25日 14時から､18時か
らの2回

高齢介護課

啓発紙 国保だより 国保･後期高齢者医療全般 1回(全戸配布) 平成26年4月1日 保険年金課

ＰＲグッズ 自殺対策啓発ﾃｨｯｼｭ配布 健康教育事業 東村山駅にて1,000個 平成27年3月 健康増進課

説明会 お元気ですかｼｰﾄ結果説明会 一次予防事業･二次予防事業 施設､市役所北庁舎､市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 平成26年9月､11月に4回開催
地域包括支援ｾﾝﾀｰ･
市民ｽﾎﾟｰﾂ課と共催

高齢介護課

説明会 各種健康講座 健康教育事業 平成26年度随時 講座開催時 健康増進課

説明会 親族後見人のための学習会 親族後見人のための学習会 地域福祉ｾﾝﾀｰ 平成26年11月22日 地域福祉推進課

説明会
生活困窮者自立支援事業関係機関説
明

生活困窮者自立支援事業 11ヶ所(民協､地域包括､社協､校長会等々) 平成26年10月9日～平成27年1月22日 生活福祉課

説明会 生活困窮者自立支援事業庁内説明会 生活困窮者自立支援事業 1回 平成26年10月15日 生活福祉課

説明会 地域包括ｹｱ推進計画(素案)説明会 計画案説明会(市民向け) 2回
平成26年11月25日 14時から､18時か
らの2回

高齢介護課

説明会 地域包括ｹｱ推進計画(素案)説明会 計画案説明会(事業者向け) 2回
平成26年11月20日 14時から､18時30
分からの2回

高齢介護課

ＳＮＳ 自殺対策月間ﾂｲｯﾀｰ 健康教育事業 2回発信 平成26年9月､平成27年3月 健康増進課

その他 身近な法律ﾄﾗﾌﾞﾙに学ぶ いのちを守る出前講座 地域福祉ｾﾝﾀｰ 平成27年3月14日 地域福祉推進課

その他 成年後見申立て講座 成年後見申立て講座 地域福祉ｾﾝﾀｰ 平成27年2月21日 地域福祉推進課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ
｢手作りおもちゃで親子で遊ぼう～牛
乳ﾊﾟｯｸが大変身～｣｣ﾁﾗｼの配布

中部ｴﾘｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ会議主催｢保
護者支援｢手作りおもちゃで
親子で遊ぼう~牛乳ﾊﾟｯｸが大
変身~｣｣

開催回数1回 平成26年11月25日(火)
100枚
エリア内各子育て施
設設置

子ども総務課

チラシ
栄町児童館行事｢いもほり｣参加募集
のﾁﾗｼ

児童館行事(栄町) 100枚
平成26年9月25日～平成26年10月29
日

児童課

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･あそぼう会開催の
ﾁﾗｼ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 12000枚 平成26年5月15日～平成26年5月31日 児童課

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･あそぼう会開催の
ﾎﾟｽﾀｰ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 100枚 平成26年5月15日～平成26年5月31日 児童課

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･おひさま広場お知
らせのﾁﾗｼ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 4100枚 平成26年4月1日～平成27年3月15日 児童課

子ども家庭部
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･夏の工作教室参加
者募集のﾁﾗｼ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 12000枚 平成26年7月1日～平成26年7月28日 児童課

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･子育て活動を応援
するﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ用具等の貸出ﾁﾗｼ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 750枚 平成26年10月16日
5館×30枚+20分室×
20枚
公民館･図書館200枚

児童課

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･新春将棋大会参加
者募集のﾁﾗｼ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 12000枚
平成26年12月1日～平成26年12月28
日

児童課

チラシ
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･親子観劇会お知ら
せのﾁﾗｼ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 12000枚 平成26年12月1日～平成27年1月31日 児童課

チラシ
秋津町・青葉町地域　乳幼児　子育
て情報（2014通年版）の発行

東部エリア・ネットワーク会
議主催

300枚 平成25年4月～平成26年3月 子ども総務課

チラシ 情報紙｢はじめの一歩｣の発行 西部ｴﾘｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ会議主催 開催回数3回 平成26年4月～平成27年3月
500枚
エリア内各子育て施
設設置

子ども総務課

チラシ 青葉・秋津子育てまつり
東部エリア・ネットワーク会
議主催

300枚 平成25年7月～平成25年9月 子ども総務課

チラシ 臨時福祉給付金等のお知らせ
臨時福祉給付金事業･子育て
世帯臨時特例給付金事業

6月15日号同時期に全戸配布(H26.6.1世帯
数)

平成26年7月15日～平成26年12月26
日
平成26年8月1日～平成26年12月26日

子ども総務課

ポスター
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･おひさま広場お知
らせの各種ﾎﾟｽﾀｰ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 110枚 平成26年4月1日～平成27年3月15日

案内22枚+月例行事
88枚(8ｶ所×11ヶ月)
※月例行事8月を除
く

児童課

ポスター
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･夏の工作教室参加
者募集のﾎﾟｽﾀｰ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 100枚 平成26年7月1日～平成26年7月28日 児童課

ポスター
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･子育て活動を応援
するﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ用具等の貸出ﾎﾟｽﾀｰ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 50枚 平成26年10月16日

5館×2枚+20分室×1
枚,
公民館･図書館10枚､
他庁舎内

児童課

ポスター
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･新春将棋大会参加
者募集のﾎﾟｽﾀｰ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 100枚
平成26年12月1日～平成26年12月28
日

児童課

ポスター
児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業･親子観劇会お知ら
せのﾎﾟｽﾀｰ

児童館ﾈｯﾄﾜｰｸ事業 100枚 平成26年12月1日～平成27年1月31日 児童課

パンフレット 『教育･保育のしおり』の発行･配布 子ども･子育て支援新制度
平成26年11月に初版､以降第2版(改訂版)を
発行 1,000部程度

平成26年11月～平成27年3月31日 子ども育成課

パンフレット
東村山市子ども･子育て支援事業計画
の配布

東村山市子ども･子育て会議 1,000部 平成27年3月 子ども総務課
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

パンフレット
東村山市子育て情報誌｢なないろぽ
けっと｣の配布

子育て情報誌作成 1,200部

平成25年度4月～10
月作成講座開催後
4,000部配布
平成26年度増刷分
1,200部配布
平成27年度改訂版作
成講座開催

子ども総務課

啓発紙 ほけんだより(保護者向け) 7園 月1回 平成26年4月1日～平成27年3月31日 子ども育成課

啓発紙 栄町児童館だより｢ひこうせん｣ 栄町児童館事業(栄町) 6000枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 500枚×12ヶ月 児童課

啓発紙
栄町児童館育成室だより(保護者向け
通信)
｢にじいろ｣

児童ｸﾗﾌﾞ事業(栄町) 1800枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日
36号×在籍平均家庭
数(50家庭)

児童課

啓発紙
久米川東分室だより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(本町) 1168枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 16号×在籍平均73名 児童課

啓発紙 秋津児童館だより｢ねつききゅう｣ 秋津児童館事業(秋津) 毎月1回 1回800枚 平成26年4月1日～3月31日 児童課

啓発紙
秋津児童館育成室だより(保護者向け
通信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(秋津) 在席児童分 平成26年4月1日～3月31日 児童課

啓発紙
秋津東児童ｸﾗﾌﾞだより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(秋津) 在席児童分 平成26年4月1日～3月31日 児童課

啓発紙
青葉児童ｸﾗﾌﾞだより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(秋津) 在席児童分 平成26年4月1日～3月31日 児童課

啓発紙
第1,2東萩山児童ｸﾗﾌﾞだより(保護者
向け通信)｢すぎな｣

児童ｸﾗﾌﾞ事業(栄町) 1650枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日
15号×在籍平均家庭
数(110家庭)

児童課

啓発紙
第1,2萩山児童ｸﾗﾌﾞだより(保護者向
け通信)｢わんぱく｣

児童ｸﾗﾌﾞ事業(栄町) 1200枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日
15号×在籍平均家庭
数(80家庭)

児童課

啓発紙
第1･2化成分室だより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(北山) 1140枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 12号×在籍平均95名 児童課

啓発紙
第1･2野火止分室だより(保護者向け
通信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(本町) 2744枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 28号×在籍平均98名 児童課

啓発紙 第1回田分室だより(保護者向け通信) 児童ｸﾗﾌﾞ事業(北山) 684枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 12号×在籍平均57名 児童課

啓発紙
第1久米川分室だより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(本町) 969枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 17号×在籍平均57名 児童課

啓発紙 第2回田分室だより(保護者向け通信) 児童ｸﾗﾌﾞ事業(北山) 252枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 12号×在籍平均21名 児童課

啓発紙
第2久米川分室だより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(本町) 969枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 15号×在籍平均54名 児童課

啓発紙 南台分室だより(保護者向け通信) 児童ｸﾗﾌﾞ事業(富士見) 750枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 25号×在籍平均48名 児童課

啓発紙 富士見児童館だより｢くるみの木｣ 富士見児童館事業(富士見) 7800枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 650枚×12ヶ月 児童課

啓発紙
富士見児童館育成室だより(保護者向
け通信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(富士見) 1760枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 22号×在籍平均80名 児童課
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

啓発紙
富士見分室分室だより(保護者向け通
信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(富士見) 1200枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 15号×在籍平均50名 児童課

啓発紙 保護者だより(保護者向け) 7園 月1回 平成26年4月1日～平成27年3月31日 子ども育成課

啓発紙 北山児童館だより｢はちこくやま｣ 北山児童館事業(北山) 10800枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 900枚×12ヶ月 児童課

啓発紙
北山児童館育成室だより(保護者向け
通信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(北山) 744枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 12号×在籍平均62名 児童課

啓発紙 本町児童館だより｢天王森｣ 本町児童館事業(本町) 9600枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 800枚×12ヶ月 児童課

啓発紙
本町児童館育成室だより(保護者向け
通信)

児童ｸﾗﾌﾞ事業(本町) 868枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 14号×在籍平均62名 児童課

説明会
子ども･子育て支援新制度の概要や､
施設類型ごとの入所手続き等に関す
る保護者向け説明会

子ども･子育て支援新制度

幼稚園･認定こども園利用希望者向け説明
会:1回
保育施設･認定こども園利用希望者向け説
明会:4回
合計参加者数:374人

平成26年10月16日～平成26年11月6
日

子ども育成課

説明会 子ども･子育て支援新制度説明会 東村山市子ども･子育て会議 開催回数5回 平成26年10月～平成26年11月 子ども総務課

説明会 児童ｸﾗﾌﾞ入所説明会 児童ｸﾗﾌﾞ事業(全施設) 児童ｸﾗﾌﾞで同時開催(合計1417枚資料配布) 平成27年3月15日
平成27年4月入所予
定者

児童課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ ｺﾞﾐの出し方変更 回覧及び掲示板用 ごみの出し方変更 各自治会 平成26年9月1日～平成26年9月30日 ごみ減量推進課

チラシ 集団資源回収参加者募集 集団資源回収事業 300枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

チラシ 生ごみ集団回収参加募集 生ごみ堆肥化推進事業 300枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

ポスター ごみの出し方変更 ﾎﾟｽﾀｰ作成 ごみの出し方変更 指定収集袋取扱店､駅､公共施設等 平成26年8月1日～平成26年9月30日 ごみ減量推進課

ポスター ﾚｼﾞ袋削減ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ啓発用ﾎﾟｽﾀｰ ごみ減量対策事業 900枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

ポスター 秋水園事業･行事のお知らせ･ﾎﾟｽﾀｰ 秋水園ﾆｭｰｽ 年3回､各40部 平成26年4月1日～平成27年3月31日
周辺自治会への配布
および周辺掲示板等
によりお知らせ

管理課

パンフレット 外国語版ごみ･資源収集ﾘｰﾌﾚｯﾄ ごみ減量対策事業
英語版           1,500枚
中国語版          1,500枚
ﾊﾝｸﾞﾙ語         1,500枚

平成26年10月1日～平成27年9月30日 ごみ減量推進課

啓発紙 ごみ･資源収集ｶﾚﾝﾀﾞｰ ごみ減量対策事業 90,000部 平成26年10月1日～平成27年9月30日 ごみ減量推進課

資源循環部
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

啓発紙
ごみの減量とﾘｻｲｸﾙの情報誌
｢夢ﾊｳｽだより｣発行

美住ﾘｻｲｸﾙｼｮｯﾌﾟ運営事業
平成26年6月1日号        71,000部
　　　　9月15日号       71,000部
平成27年2月15日号       71,000部

平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

啓発紙
環境PR誌
｢ごみ見聞録｣発行

ごみ減量対策事業
臨時号平成26年8月1日号 70,815枚
　　　10月1日号    70,815枚
平成27年3月1日号    71,000枚

平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

説明会 ごみの出し方変更説明会 ごみの出し方変更説明会
市民説明会88回 市内小学校他
出張説明会54回 市役所他

平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

説明会 ごみ分別説明会 ごみ減量対策事業 学校出前授業  15回 平成26年4月1日～平成27年3月31日 ごみ減量推進課

説明会
秋水園内既存建物解体撤去工事説明
会

秋水園内既存施設解体撤去工
事

1回 平成26年12月25日 施設課

その他
ごみの出し方変更 ごみ収集車のﾃｰﾌﾟ
による周知

ごみの出し方変更 ごみ収集車両による市内全域 平成26年9月1日～平成26年9月30日 ごみ減量推進課

その他 ごみの出し方変更 庁内放送 ごみの出し方変更 市役所来庁者対象 平成26年9月1日～平成26年9月30日 ごみ減量推進課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ
さくら通り沿道地区住民へのまちづ
くりﾆｭｰｽ配付

地区計画の誘導 3回､各800枚程度 平成26年4月､9月､平成27年2月 都市計画課

チラシ
ﾊﾞｽ車内､ﾊﾞｽ停に運賃改定の案内･お
知らせ｡

ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ運行事業 260枚 平成26年5月1日～平成26年6月30日 公共交通課

チラシ
廻田町一丁目周辺地区住民へのまち
づくりﾆｭｰｽ配付

地区計画の誘導 2回､各35枚程度 平成26年8月､10月 都市計画課

チラシ 前川流域内の自治会を対象にﾁﾗｼ回覧
雨水貯留･浸透施設設置助成
制度

およそ600枚 平成26年末～平成27年1月 下水道課

チラシ 緑のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのﾁﾗｼ
市制施行49年記念授業(市民
講座)

940枚 平成27年1月～2月 公民館と共同作成 みどりと公園課

ポスター 下水道ｸｲｽﾞ開催 下水道ｸｲｽﾞ 小学校･幼稚園等77箇所に掲示 平成26年11月8日～平成27年1月30日 下水道課

ポスター 緑のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑのﾎﾟｽﾀｰ
市制施行50年記念授業(市民
講座)

43枚 平成27年1月～2月 公民館と共同作成 みどりと公園課

パンフレット
東村山50景(市民が選んだ東村山市ら
しさを象徴する50の風景)

景観形成･保全推進事業 3,000枚 平成26年10月～ 都市計画課

啓発紙 東村山駅周辺まちづくりﾆｭｰｽ 東村山駅周辺まちづくり
5回発行(30､31､32､33､34号)
毎号約1200枚発行

平成26年4月1～平成27年3月31日 まちづくり推進課

説明会
さくら通り沿道久米川地区地区計画
原案等説明会

地区計画の誘導 2回 平成27年3月 都市計画課

説明会 工事説明会 空堀川左岸第三排水区工事 市民ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ2階研修室 平成26年10月6日 下水道課

説明会 事業及び工事説明会
連続立体交差事業及び鉄道付
属街路事業

中央公民館で開催 合計参加者数390人 平成26年12月16～12月17日 東京都が主催 まちづくり推進課

まちづくり部
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情報共有に関する取り組み
平成27年7月1日

第1回見守り・検証会議
配付資料④

その他 東村山駅周辺まちづくりｵｰﾌﾟﾝﾊｳｽ 東村山駅周辺まちづくり ｻﾝﾊﾟﾙﾈで開催 来場者83名 平成26年7月4～7月5日 自由参加 まちづくり推進課

手法 手法の詳細 主な事業･施策名 実績 実施時期 備考 課名

チラシ ﾔﾝｸﾞﾗｲﾌﾞﾌｪｽﾀ参加団体募集･開催 青少年対策事業費 500枚 平成27年1月1日～平成27年2月15日 社会教育課

チラシ ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ開催案内 ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ 館内にて配布 平成26年7月～平成27年1月 公民館

チラシ 夏休み映画会ﾁﾗｼ 夏休み映画会 4,700枚 公民館

チラシ 学校保健会講演会のﾁﾗｼ 教職員･市民向け講演会 小･中学校全世帯 平成26年6月21日 12月6日 学務課

チラシ 教育学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録募集のﾁﾗｼ 教育学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ登録募集 教育委員会窓口に設置 平成26年4月14日～平成27年3月31日 指導室

チラシ 交換ﾎﾞｯｸｽ利用に関するお知らせ 中央公民館耐震化等工事 交換ﾎﾞｯｸｽへの投函､窓口での配布 平成27年1月～平成27年3月31日 公民館

チラシ
講座･行事の開催･休館等のPR･案内の
ﾁﾗｼ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのための｢子どもと本
を知る｣講座･各種行事･図書
館案内等

図書館内･学校等関連施設にて随時配布 平成26年4月1日～平成27年3月31日 図書館

チラシ
市制施行50周年･ｽﾎﾟｰﾂ都市宣言40周
年記念事業関連の各種ﾁﾗｼ

市制施行50周年記念事業 2,000枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日
事業内容に応じて､
学校等にも配布

市民スポーツ課

チラシ 市制施行50周年記念市民講座各種ﾁﾗｼ 市制施行50周年記念事業 4,700枚 公民館

チラシ
市制施行50周年記念特別展 下宅部遺
跡展縄文の漆

歴史館展示 300枚 平成26年10月4日～26年12月21日 ふるさと歴史館

チラシ
市制施行50周年記念企画展 市制施行
東村山13町大集合

歴史館展示 300枚 平成26年7月12日～26年9月7日 ふるさと歴史館

チラシ 市民の集い開催 青少年対策事業費 500枚 平成27年1月1日～平成27年2月8日 社会教育課

チラシ 市民向け講演会のﾁﾗｼ 市民向け講演会 小･中学校全世帯 平成27年2月～ 教育支援課

チラシ 市民講座(13講座)各種ﾁﾗｼ 自然を取り入れた暮らし方等 12,220枚 公民館

チラシ 市民文化祭出展募集 市民文化祭事業費 2500枚 平成26年9月1日～平成26年11月9日 社会教育課

チラシ 青少年健全育成大会 青少年対策事業費 500枚
平成26年10月1日～平成26年11月15
日

社会教育課

チラシ 耐震化工事説明会のお知らせ 中央公民館耐震化等工事
各公民館での配布､利用者交換ﾎﾞｯｸｽへの投
函

平成26年6月､平成27年3月 公民館

チラシ 単発講座各種ﾁﾗｼ
おもしろ科学あそび､夏休み
親子ﾊﾞｽ見学等

4,700枚 公民館

チラシ
中央公民館耐震化工事に伴う美術工
芸室ご利用団体説明会の案内

中央公民館耐震化等工事 美工室棚への投函､窓口での配布 平成27年1月 公民館

教育部
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チラシ 中国大黄河雑技団のﾁﾗｼ 中国大黄河雑技団 10,000枚 公民館

チラシ 抽選館変更に関するお知らせ 中央公民館耐震化等工事
中央公民館､利用者交換ﾎﾞｯｸｽへの投函､窓
口での配布

平成27年3月28日～平成27年3月31日 公民館

チラシ 東村山ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ各種ﾁﾗｼ 東村山ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ 3,940枚 公民館

チラシ 東村山土曜寄席の各種ﾁﾗｼ
公益社団法人落語芸術協会共
催事業

12,700枚 公民館

チラシ
放課後子ども教室活動ｻﾎﾟｰﾀｰ･ﾎﾞﾗﾝﾃｨ
ｱ募集

小･中学校地域教育推進事業 200枚 平成26年4月1日～平成27年3月31日 社会教育課

チラシ 利用者懇談会の開催案内 利用者懇談会
各公民館での配布､利用者交換ﾎﾞｯｸｽへの投
函

平成26年9月～平成26年10月 公民館

チラシ
歴史館･たいけんの里展示､事業の告
知

歴史館･たいけんの里展示､事
業

50種類程度 平成26年4月1日～27年3月31日 ふるさと歴史館

ポスター いじめ防止宣言のﾎﾟｽﾀｰ いじめ防止宣言 小学校･中学校･図書館･公民館へ掲示依頼 平成27年1月～
平成26年度生徒会ｻ
ﾐｯﾄにて作成

指導室

ポスター ﾔﾝｸﾞﾗｲﾌﾞﾌｪｽﾀ参加団体募集･開催 青少年対策事業費 500枚 平成26年12月1日～平成27年2月15日 社会教育課

ポスター ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ開催案内 ﾛﾋﾞｰｺﾝｻｰﾄ 館内での掲示 平成26年7月～平成27年1月 公民館

ポスター 夏休み映画会ﾎﾟｽﾀｰ 夏休み映画会 215枚 公民館

ポスター 夏休み親子料理教室 料理教室 各小学校へ掲示 平成26年7月26日 学務課

ポスター 交換ﾎﾞｯｸｽ利用に関するお知らせ 中央公民館耐震化等工事 館内での掲示 平成27年1月～平成27年3月31日 公民館

ポスター
講座･行事の開催･休館等のPR･案内の
ﾎﾟｽﾀｰ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱのための｢子どもと本
を知る｣講座･各種行事･図書
館案内等

図書館内･学校等関連施設にて随時掲示 平成26年4月1日～平成27年3月31日 図書館

ポスター 市制50周年記念親子料理教室 料理教室 各小学校へ掲示 平成26年10月11日 学務課

ポスター
市制施行50周年･ｽﾎﾟｰﾂ都市宣言40周
年記念事業関連の各種ﾁﾗｼ

市制施行50周年記念事業 200枚 平成26年9月1日～平成27年2月28日 市民スポーツ課

ポスター
市制施行50周年記念市民講座各種ﾎﾟｽ
ﾀｰ

市制施行50周年記念事業 215枚 公民館

ポスター
市制施行50周年記念特別展 下宅部遺
跡展縄文の漆

歴史館展示 150枚 平成26年10月4日～26年12月21日 ふるさと歴史館

ポスター
市制施行50周年記念企画展 市制施行
東村山13町大集合

歴史館展示 150枚 平成26年7月12日～26年9月7日 ふるさと歴史館

ポスター 市民の集い開催 青少年対策事業費 2000枚 平成27年1月1日～平成27年2月8日 社会教育課

ポスター 市民講座(13講座)ﾎﾟｽﾀｰ 自然を取り入れた暮らし方等 559枚 公民館

ポスター 児童ﾃﾞｻﾞｲﾝのﾎﾟｽﾀｰ
市制施行50周年記念 特別支
援学級小･中合同作品展

300枚 平成27年2月 教育支援課

ポスター 青少年健全育成大会 青少年対策事業費 50枚
平成26年10月1日～平成26年11月15
日

社会教育課

ポスター 耐震化工事説明会のお知らせ 中央公民館耐震化等工事 館内での掲示 平成26年6月､平成27年3月 公民館
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ポスター 単発講座各種ﾎﾟｽﾀｰ
おもしろ科学あそび､夏休み
親子ﾊﾞｽ見学等

215枚 公民館

ポスター
中央公民館耐震化工事に伴う美術工
芸室ご利用団体説明会の案内

中央公民館耐震化等工事 館内での掲示 平成27年1月 公民館

ポスター 中国大黄河雑技団ﾎﾟｽﾀｰ 中国大黄河雑技団 100枚 公民館

ポスター 抽選館変更に関するお知らせ 中央公民館耐震化等工事 館内での掲示 平成27年3月28日～平成27年3月31日 公民館

ポスター 東村山ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ各種ﾎﾟｽﾀｰ 東村山ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ 143枚 公民館

ポスター 東村山土曜寄席各種ﾎﾟｽﾀｰ
公益社団法人落語芸術協会共
催事業

215枚 公民館

ポスター 幼稚園･保育所･小学校へ掲示依頼 就学相談関係 平成26年6月～ 教育支援課

ポスター 利用者懇談会の開催案内 利用者懇談会 館内での掲示 平成26年9月～平成26年10月 公民館

ポスター
歴史館･たいけんの里展示､事業の告
知

歴史館･たいけんの里展示､事
業

10種類程度 平成26年4月1日～27年3月31日 ふるさと歴史館

パンフレット 家庭教育の手引き書(冊子)の配布 家庭教育の手引き書 小1､中1全家庭へ配布 平成26年4月(入学時) 指導室

パンフレット 市民文化祭 市民文化祭事業費 2500枚 平成26年10月1日～平成26年11月9日 社会教育課

パンフレット 東村山ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ当日ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 東村山ﾌﾚｯｼｭｺﾝｻｰﾄ 500冊 公民館

パンフレット 東村山土曜寄席各種当日ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ
公益社団法人落語芸術協会共
催事業

572枚 公民館

啓発紙 きょういく東村山 教育広報 69,800部(全戸配布) 平成26年6月15日､同12月15日 庶務課

啓発紙 はっっちこく通信 たいけんの里事業告知 隔月 平成26年4月1日～27年3月31日 ふるさと歴史館

啓発紙 学級案内ﾘｰﾌﾚｯﾄ 特別支援学級案内 就学相談申込み者･その他 平成26年6月～ 教育支援課

啓発紙
教育委員会だより｢きょういく東村
山｣への掲載

学力調査結果､生徒会ｻﾐｯﾄ､い
じめ防止基本方針､研究奨励
校､算数基礎ﾄﾞﾘﾙ

2回 平成26年6月･平成26年12月 指導室

啓発紙
子どもの読書推進に向けた乳幼児健
診や学校を通した小学生保護者への
啓発ﾁﾗｼ

保護者への啓発･利用案内
健診時配布 6種 各1,300部
啓発ﾁﾗｼ 7,500部

平成26年4月1日～平成27年3月31日 図書館

啓発紙
小中学生対象夏休み向け･｢全生園とﾊ
ﾝｾﾝ病を知る｣等のﾌﾞｯｸﾘｽﾄ作成･配布

各種ﾌﾞｯｸﾘｽﾄによる啓発･紹介
｢全生園とﾊﾝｾﾝ病を知る｣700部
各小中学校の図書館だよりに掲載

平成26年4月1日～平成27年3月31日 図書館

啓発紙 特別支援教育啓発ﾘｰﾌﾚｯﾄ 東村山市の特別支援教育 小･中学校全世帯 平成26年6月～ 教育支援課

啓発紙 歴史館だより
東村山の歴史･民俗･文化財等
の周知

年3回 平成26年4月1日～27年3月31日 ふるさと歴史館

説明会 ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 就学相談ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 1回 平成26年6月 教育支援課
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説明会 説明会 就学支援ｼｰﾄ説明会 2回 平成26年10月･11月 教育支援課

説明会 耐震化工事に伴う説明会 中央公民館耐震化等工事 午前午後各1回 参加人数127人 平成26年6月25日 公民館

説明会
耐震化工事に伴う抽選館変更の説明
会

中央公民館耐震化等工事 1回 参加人数75人 平成27年3月28日 公民館

説明会
中央公民館耐震化工事に伴う美術工
芸室ご利用団体説明会

中央公民館耐震化等工事 1回 参加団体16団体 平成27年1月21日 公民館

Ｅメール
講座等の事業開催案内や子どもの読
書関連の情報提供

子どもの読書に関心を持つ市
民(東村山子ども読書連絡会
参加者)への各種情報提供

随時 平成26年4月1日～平成27年3月31日 図書館

その他
幼稚園･保育所･小学校お便りへの掲
載依頼

就学相談及び就学相談ｶﾞｲﾀﾞﾝ
ｽ

1回 平成26年6月～ 教育支援課
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