
基本目標Ⅰ　若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちをつくる

基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値
進捗
状況

＋468人
（平成31・
令和元年）

＋411
（令和3年）

＋100人
（令和7年）

Ａ

方向 番号 具体的な施策 重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向1　結婚～出産～子育ての切れ目のない支援

子ども保
健・給付課

【ゆりかご・ひがしむらやま事業】
妊娠から出産、子育て期まで、個々の不安や心配に寄り添う
切れ目ない支援を実施することで、安心して出産・子育てでき
る環境づくりを進める。

母子健康手帳交付時に妊婦面接を実施した。また、子育て応援ギ
フトの配布に加え、コロナ禍における子育て世帯を応援、後押しす
るための育児パッケージの配布などを行って、妊婦面接の機会を設
定して全数面接を目指した。
だれもが利用しやすい機会となるよう、就労妊婦や窓口の混雑を避
けたい妊婦に対し、月１回半日の土曜窓口を開設して相談支援を
実施した。

なし

子ども保
健・給付課

【妊産婦オンライン相談の推進】
新しい生活様式をはじめ、子育て世帯の価値観やライフスタイ
ルの多様化に伴う妊産婦のニーズに対応し、相談しやすい環
境を整えるため、ウェブ会議システム等のツールを用いた相
談支援を実施する。
　

ウェブ会議等のツールを用いた相談支援体制を新たに整備し、初
めに妊婦相談から開始した。周知に当たっては妊婦面接未実施の
方に電話や文書で個別の案内を行った。また対象を産婦まで拡大
するにあたり、周知方法を検討した。 なし

子ども保
健・給付課

【多胎児家庭支援事業】
多胎児家庭が抱える負担や不安の解消を図るため、多胎ピア
サポート事業の実施や多胎児家庭を対象とした移動経費補助
を行う。

ピアサポート事業として、多胎妊産婦等に対し、多胎育児経験のあ
る家庭との交流会や専門家による講演会等（全４回）を実施し、多
胎妊産婦の孤立化予防や仲間づくりの支援を行った。
新たに移動経費補助事業を開始し、市の母子保健事業や多胎児家
庭を対象とした交流会等を利用するために必要なタクシー料金を助
成することで、タクシー利用の必要なかたの負担解消を図った。対
象家庭へは電話で説明を行い、事業の周知に努めた。

なし

子ども保
健・給付課

【妊婦健康診査事業・乳幼児健康診査事業】
妊婦、乳幼児のいる家庭に対して妊婦健康診査、乳幼児健康
診査の受診勧奨を行い、適切な受診を促すことで、受診率の
向上を図る。

妊婦健康診査については、母子健康手帳の交付時などの妊婦面接
において妊婦健康診査の必要性を説明し、適切な受診を促した。
乳幼児健診については、未受診者に対して再度通知や電話による
個別勧奨を行った。また６・９か月児健康診査については、新型コロ
ナウイルス感染症まん延の状況下において受診への不安を減らせ
るよう、受診できる月齢を延長し受診時期を選択できるようにした。

なし

図書館

【「子育て中にたくさん絵本と出会えるまち」づくり】
「第4次東村山市子ども読書活動推進計画」に基づき、乳幼児
の親子や園児等が、市内のいろいろな場所で絵本に出会い、
読み聞かせを通して交流ができるような読書活動を推進して
いく。

コロナ下でも感染対策に配慮した事業実施方法等の見直しを行い、
0・1歳児親子対象のおはなし会「赤ちゃん絵本ひろば」を再開し、年
5回実施、大人59人・子ども62人の参加があった。
緊急事態宣言により休館した期間は、予約図書の貸出を実施した
が、中央図書館と秋津図書館で「子ども用おまかせ予約カード」を設
置し、親子が気軽に予約できるよう工夫し、2,062セット（6,062冊）の
本を貸出することができた。

教育週間に合わせて、子どもの性被害を防止する
ためのヒントになる絵本等を紹介したブックリスト
「大切にしよう自分のからだ」3を作成、、保育園や
小学校等関係機関に配布するほか各図書館で展
示した。 なし

保育幼稚園
課

【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)】
保育の提供量と必要量の需給バランスを踏まえ、小規模保育
施設の適切な認可、確認等を行うとともに、様々な既存の子
育て資源が利用者の選択に資するような環境を整える取り組
みを推進することにより、多様な保育需要等への対応を図る。

小規模保育施設２施設の認可、確認等を行い、併せて既存の認定
こども園の定員増及び認証保育所の認可化を行った。
長時間・長期間の預かり保育を実施する市内の私立幼稚園に対し
て補助金を交付した。
保育需要のある保護者が幼稚園を利用する際の負担軽減を図るた
め、預かり保育利用料の補助を創設し、保護者に対して補助金を交
付した。

なし

保育幼稚園
課

【病児・病後児保育オンライン予約システムの運用】
インターネットを用いた予約システムの活用により、24時間、
病児・病後児保育事業の空き状況の確認及び利用の予約、
キャンセルを行えるようにすることで、児童の体調不良時等、
急遽必要となった方の利便性向上を図る。

令和３年５月からの病児・病後児保育オンライン予約システムの運
用開始の前に、約１か月の予約システムへの登録期間を設け、既
登録者に対して予約システム登録の勧奨を行った。
令和３年度の新規登録者のうち約９４％が予約システムによる登録
となり、事業稼働率が向上した。

事業利用が容易に行えるよう、「利用の手引き」や
市ホームページの記載を充実し、児童の急な体調
不良等の際にも安心して保育サービスを受けられ
るよう取り組んだ。

なし

地域子育て
課

【地域担当主査による巡回指導及び地域における新たな連携
の枠組みづくり】
市内各エリアに配置された地域担当主査が、必要に応じて各
エリアの教育・保育施設へ訪問し保育等に関する助言を行う。
教育・保育に関する様々な課題等について、地域の子育て事
業者と共に考え、共に決定していく枠組みを構築し、以て市内
の保育等の質の向上を図る。

地域の子育て事業者と共に考え、共に決定していく枠組みを活かし
て、各施設類型（幼稚園、公立、私立、地域型、認可外）の代表者と
の会議を複数回実施し、地震、風水害に関するガイドライン（防災ガ
イドライン）を策定した。
新型コロナウイルス感染症に関するガイドラインの改訂や施設にお
ける対応等について検討を行い、施設における感染拡大防止に取
り組んだ。

なし

Ａ
95.0％

（令和7年度）
1

妊娠・出産と子ども
の健やかな成長へ
の支援

専門職による
妊婦面接の

実施率

94.2％
（令和元年

度）
97.0%
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子どもを育てやすく
暮らしやすい環境の
整備

保育所入所
等待機児童
数

58人
（令和2年

度）
39人

0人
（R7年度）

2

指標

20～40歳代の社会移動数
数値目標

Ｂ

◎「数値目標」「重要業績評価指標（KPI）」の進捗状況

Ａ：目標値を既に達成

Ｂ：目標値に向かって概ね順調に推移（基準値から横ばい、上回ってい

る）

Ｃ：目標値に向け、もう一歩（基準値を下回っている）

Ｄ：基準値以降の実績値なし

1

資料１



方向 番号 具体的な施策
重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向2 子どもたちの心身ともに健やかな成長への支援

教育政策課

指導課

【東村山スマートスクール推進事業】
子供たちの情報活用能力を育成し、学習に対する興味・関心
や論理的な思考力を高め、理解を深めるために、ＩＣＴ環境の
充実及び利活用を図るとともに、問題解決力を育成する。

1人1台端末を積極的に活用するため、ICT支援員の導入による教
職員のスキル向上、GIGAスクールリーダーの養成、家庭学習での
積極的な活用を見据えた通信機器の導入を行った。教職員の積極
的な情報交換の場を設けるなどすることで、端末の活用方法の共
有を図った。

「誰一人取り残さない教育」の実現のため、オンラ
イン学習の積極的な活用を推進した。

なし

指導課

学務課

図書館

【小中学校読書活動支援事業】
（指導課）
市内小・中学校における学校図書館の充実を図り、学校教育
全体を通して読書活動を推進するとともに、家庭及び地域との
協働活動を踏まえ、児童・生徒の読書環境を整備することを
通し、豊かな情操を養う。
（学務課）
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。
（図書館）
「第4次東村山市子ども読書活動推進計画」に基づき、市内
小・中学校における学校図書館の充実を図り、学校教育全体
を通して読書活動を推進するとともに、家庭及び地域との協働
活動を踏まえ、児童・生徒の読書環境を整備することを通し、
豊かな情操を養う。

（指導課）
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
組を充実させた。
（学務課）
市立小中学校の令和2年度末蔵書数223,483冊に対し、令和3年度
末230,340冊に蔵書量を増加させた。
（図書館）
市立図書館では教員や学校図書館専任司書からの相談に応じ、学
級文庫用図書や各教科の関連図書、「読書週間に楽しむ本と紙芝
居セット」などを貸し出し、学校での読書活動や調べ学習の支援を
行った。

（学務課・指導課・図書館）
各学校の学校図書館において、SDGｓコーナーを
設け、児童・生徒が日常的にSDGｓに関連した書
籍を手に取れるように工夫した。
故平沢範子氏からの寄付により配備された書籍を
「のりこお母さんの本だな」として整備し、人権学習
に資する価値ある書籍を配備した。
（学務課）例年図書展示会を開催し、学校司書や
図書担当教諭の図書の選定の参考としていたが、
図書検索システムを活用することで、効率的な勤
務やペーパーレス、移動や物資搬入による交通事
情への影響に良い効果があった。

なし

市民スポー
ツ課

【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。

・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。

なし

市民相談・
交流課

【人権啓発事業】
市内小学生・中学生を対象とし、人権の大切さを学び、育み、
情操豊かなものにすることを目的とした、各種人権啓発事業を
人権擁護委員主導のもと実施する。

・市内市立中学校7校および私立1校による全国中学生人権作文コ
ンテストへの参加（応募総数882作品）。
・市内小学校２校（秋津東小学校・回田小学校）での、人権の花運
動の実施。・市内小学校２校（秋津東小学校・北山小学校）での、子
どもたちからの人権メッセージ発表会への参加（発表会は新型コロ
ナウイルス感染拡大のため中止）・市内全小学校での人権学習成
果の展示（人権パネル展）の実施（令和４年２月１日～３月２５日）

なし

市民相談・
交流課

【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。

・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））にて講座を実施した。
・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。

なし

市民相談・
交流課

【姉妹都市等事業】
・姉妹都市、友好交流都市との交流
（東村山市と姉妹都市インディペンデンス市における学生親善
訪問団の受入・派遣）

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和３年度は東村山
市と姉妹都市インディペンデンス市における学生親善訪問団の受
入・派遣事業は中止となった。

なし

社会教育課

【青少年健全育成事業】
自然体験やボランティア活動等地域の様々な世代との交流を
通じて、豊かな人間性を育むとともに、地域の担い手として活
躍できる青少年を育成する。

新型コロナウイルス感染症の蔓延により当初予定していた事業等
については、感染状況を注視し、参加者ならびにスタッフ等の安全
を考慮し事業の縮小や見直しを検討し、コロナ禍において実施可能
な事業内容の再検討を図り青少年の健全育成活動の充実に努め
た。その上では、学校・家庭・地域の連携が不可欠なことから、関連
団体等との定例会議等において、情報提供を図った。

なし

市民スポー
ツ課

【スポーツ指導推進事業】
包括連携協定を締結している日本体育大学と連携し、小学生
の親子を対象に、体づくりや食事、スポーツ障害等についての
知識を学べる場を提供する。

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。

なし

みどりと公
園課

【公園包括管理事業】
指定管理者制度を導入し、民間事業者のノウハウを活用する
ことにより、公園管理において現状抱えている各種課題の解
決を図るとともに、「サービスの質の向上」と「長期的にみた維
持管理費の抑制」を図る。
また、市内全域の公園を包括的に管理することで、スケールメ
リットを活かした全体的・統一的活性化を図り、エリアマネジメ
ントによるまちづくりの活性化、市民協働事業推進等を目指
す。

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。

なし

Ｃ4
地域における子ど
も・若者の成長支援

「今住んでい
る地域の行
事に参加して
いる」とする
児童・生徒の
割合

児童46.6％
生徒28.4％
（令和元年

度）

児童38.2％
生徒29.3％

第２期東村山市創生総合戦略　基本目標別施策一覧

3

児童83.4％
生徒73.5％
（令和元年

度）

児童73.1％
生徒75.7％
（令和3年

度）

児童53.3％
生徒34.7％

（令和7年度）

「生きる力」を育む地
域に開かれた教育
の推進

「自分には、
よいところが
あると思う」と
考える児童・
生徒の割合

Ｃ
児童84.9％
生徒79.8％

（令和7年度）

２



方向 番号 具体的な施策
重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向3 若い世代の交流促進とシティプロモーションの推進

5
若い世代の交流促
進

Instagramで
の「＃たのし
むらやま」の
発信数

93件
（令和元年

度）
825

1,000件
（令和7年度）

B
シティセー

ルス課

【シティプロモーションの推進事業】
若い世代を中心に、地域への関わりを増やし、シビックプライ
ドを醸成することを目的に以下の事業を実施する。
(1)地域資源を活用したイベントの実施支援
(2)市民レポーターの養成
(3)写真コンクールの実施
(4)ロゴマークやキャラクターの活用
(5)市内の小中学校に出向いての出前授業の実施
(6)現状を的確に把握したシティプロモーションの展開

(1)「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
た。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。
(2)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、5月にライティング講座、9月にカメラ撮影講座を15名定員
で実施。定員以上の申込みあり、当日参加は各々15名、12名。
(3)9月～12月末にかけて写真を募集し、前年を上回る112作品の応
募があった。この中から1月に審査会を実施し、入賞作品を決定して
3月に表彰式を実施した。
(4)ロゴマークやキャラクターの利用促進を図るため、申請の簡易化
に向けた準備を行った。
(5)企画政策課と共同で、市内の小学校4年生から中学校3年生まで
の全学年を対象にオンラインで出前講座を実施した。
(6)シティプロモーションに関するセミナーの受講等を行い、基本方
針の改定に向けて準備を重ねた。

なし

ふるさと歴
史館

【下宅部遺跡保存活用事業】
出土品保存処理の実施
遺跡企画展の実施
遺跡シンポジウムの実施
記念切手作成・頒布
講座の実施

出土品保存処理は、線刻付木杭５本の保存処理を実施。
遺跡企画展は、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、12月4日に中央公民館で開催。
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。
記念切手を作成し頒布を開始した。
下宅部遺跡など、文化・歴史を継承するために、考古と自然コラボ
講座(5回)、こども縄文塾は、8月の夏休み期間中に全３回開催し
た。

なし

みどりと公
園課

【北山公園整備事業】
都市計画公園である北山公園を里山の風景を残し整備するこ
とにより、都立狭山公園、都立八国山緑地とのみどりの連続
性を確保するとともに、交流の拠点、憩いの空間及び賑わい
の創出により、まちの持続的な発展につながる。

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。

なし

みどりと公
園課

【萩山公園整備事業】
都市計画公園である萩山公園を拡充・整備することにより、地
域の防災性の向上が図られるとともに、多摩湖自転車歩行者
道との緑のネットワークの形成、地域交流の拠点、憩いの空
間及び賑わいの創出により、まちの持続的な発展につなが
る。

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。

なし

シティセー
ルス課

【シティプロモーションの推進事業】
同上

同上

なし

秘書広報課

【市ホームページのリニューアル】
地域の魅力を高める取り組みを効果的に発信していく機能も
含め研究・検討を行い、必要に応じて、関係所管の意見も聞き
ながら、市ホームページリニューアルに向けた取り組みを進め
る。

だれもが市のイベント情報や観光情報サイト等にアクセスできるよう
にする方策について、他自治体の取り組み状況を調査したほか、
ホームページリニューアルに資する研修へ参加するなど、あるべき
像に関する研究を行い、リニューアルに向けた取り組みを進めた。
なお、このほか、ホームページで発信した情報をより多くのかたに届
けるべく、新たにLINEを活用した情報発信を開始した。

アクセシビリティ向上の観点も持ちながら、他自治
体の取り組み状況の調査等を実施した。

なし

シティセー
ルス課

【交流の活性化事業】
交流人口増加による地域経済の活性化、東村山に愛着・好感
を持つ人＝「東村山ファン」を増やすことによる、まちの活気の
維持・向上を目指し、シティプロモーションの一環である、市外
の人への働きかけとして、以下の事業を実施する。
(1)東村山観光振興連絡会による市内地域資源・イベントを活
用した取組
(2)菖蒲まつりの実施（レベルアップ ）
(3)他市と連携した観光振興の推進
(4)情報発信の充実
(5)交流の拡大
(6)観光振興プランの推進

(1)JRによる駅からハイキング、補助金交付予定の狭山丘陵を活用
した野外イベントは新型コロナウイルス感染症の影響により実施で
きなかった。
(2)菖蒲まつりは新型コロナウイルス感染症の影響により実施できな
かったが、北山公園の菖蒲を広くPRするため、都心部での展示や、
東京都観光案内コーナー2か所でのPRブースの設置を行った。ま
た、菖蒲まつり写真コンクールの過去の応募作品に関して、オンラ
インでの投票を実施し、受賞作品を決定した。
(3)各種協議会等の事業により、インバウンド客を対象とした動画の
作成や、アニメスタンプラリーを実施した。
(4)市公式Facebook「たのしむらやま」のマニュアルを改訂した。ま
た、多言語観光情報サイトGuidoorの活用について検討し、「D-
arcade」の利用を事業者に促す説明会を3月に実施した。
(5)ふるさと納税寄附者に対し、10月に報告書を送付した。また、市
の制度見直しや次年度以降の取組について検討し、既存の事業者
に向けた説明会を2月に実施、令和4年度からのふるさと納税ポータ
ルサイトの追加に向けた説明会を3月に実施した。
(6)改定に向けた検討を開始した。

寄附の使途にSDGｓを反映させることを検討し、令
和4年度に庁内検討を行うことを決定した。

なし
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- 635
対前年度比増

（毎年度）
Ｂ

東村山市のまちや
人の魅力の発信

6

多言語観光
情報サイト
Guidoorのア
クセス数

３



基本目標Ⅱ　地域の経済循環が活発で希望のワーク・ライフスタイルが実現できるまちをつくる

基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値
進捗
状況

0.72倍
（令和2年1

月）

0.81倍
（令和3年1

月）

0.80倍
（令和8年1月）

Ａ

方向 番号 具体的な施策
重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向1　市民が希望に沿って働き暮らすための環境整備

産業振興課

【起業・創業への支援】
東村山市創業支援事業計画に基づき、商工会・金融機関等と
連携し、若者や子育て世帯の女性、シニア層等、創業しやす
い環境を整備することで創業者を増やし、市内産業の活性化
を図る。アフターコロナの中で、働き方の一つとして創業という
選択肢が持てるような環境を整備する。

市の融資制度紹介や窓口相談による支援、また、各支援機関で実
施した創業塾、創業セミナー、個別相談等を通じて、36人が新たに
創業した。また、市で実施している特定創業支援事業について、認
定証の発行を行った。
・市創業相談窓口による相談（7件）
・市融資制度の利用及び補助制度の利用（創業融資3件、特定創業
融資6件）
・市主催で創業セミナー（17名参加）および創業スクール（9名参加）
を開催
・商工会による創業塾の開催（7名参加）

なし

産業振興課

【事業者の活性化支援・イノベーションサポート事業】
ビスポート東村山や東村山市商工会における経営相談の実
施に加え、市内事業者の経営改善や販路拡大、事業運営資
金に対する支援を行う。

ビスポート東村山や東村山市商工会における経営相談の実施に加
え、市内事業者の経営改善や販路拡大、事業運営資金に対する支
援を行った。
・小口事業資金融資制度の実施（61件／210,820千円）
・中小企業等事業継続補助事業の実施（67件／24,789千円）
・小規模事業者経営改善補助金の実施（48件／17,315千円）
・新販路開拓等応援プロジェクトの実施（15件／6,323千円）

なし

市民相談・
交流課

【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）】
・法改正や社会状況の変化に応じた多様で柔軟な働き方に関
する啓発を行い、ワーク・ライフ・バランスに関する意識の醸成
を図る。

・ワーク・ライフ・バランス推進講座の開催
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」と題して、男性の育児休業をテーマにした講座を開催し、
「もらえるお金のことが分かって良かった」「男性の育児休業の必要
性と効果が分かった」等のご意見をいただいた。参加者8名。

なし

市民相談・
交流課

【ワーク・ライフ・バランス推進事業（女性活躍推進事業）】
・女性の社会進出や就労形態の多様化等を背景とした保育
ニーズへの対応として、就職情報室利用者や講座参加者に無
料保育サービスを提供する。
・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。

・保育ニーズに対応するため、「東村山市就職情報室」利用者向け
保育サービスを、週1回予約制で実施した。（利用者6名、1日平均利
用人数1.2名）
・東京しごとセンター多摩との共催事業として「女性のための再就職
支援セミナー＆個別相談会」を開催した。（セミナー参加者25名、内
個別相談会参加者2名）また、同事業として「女性と企業の交流・見
学会」（参加者20名）を実施した。
・ツイッターにて、女性の就職支援に関する情報を随時発信した。

なし

方向 番号 具体的な施策
重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向2　コロナ禍への対策と地域産業の活性化

9
コロナ禍を乗り越え
るための事業継続・
回復に向けた支援

事業所数
4,599

（令和元年）

R２年度分
未定（※

R4.9確定）

令和元年比増
（令和7年）

D 産業振興課

【事業者の活性化支援・イノベーションサポート事業】
新型コロナウイルス感染症の影響等により、事業継続が困難
になった市内事業者がコロナ禍を乗り越えることができるよ
う、事業継続や経営回復に向けた経済的支援、相談等を行
う。

新型コロナウイルス感染症の影響等により、事業継続が困難になっ
た市内事業者がコロナ禍を乗り越えることができるよう、事業継続
や経営回復に向けた経済的支援、相談等を行った。
・がんばろう！東村山ポイント還元事業（第2弾）の実施
　（R3年6月～8月　ポイント還元額83,335千円）
・がんばろう！東村山ポイント還元事業（第3弾）の実施
　（R3年12月～R4年1月　ポイント還元額165,070千円）
・企業等応援金の実施（1,594件／486,993千円）
・小口事業資金融資制度の実施（61件／210,820千円）
・中小企業等事業継続補助事業の実施（67件／24,789千円）
・小規模事業者経営改善補助金の実施（48件／17,315千円）
・新販路開拓等応援プロジェクトの実施（15件／6,323千円）

なし

10 市内産業の活性化
Bisport東村
山の相談実
施率

33.3％
（令和2年）

62.5%
80.0％

（令和7年）
Ｂ 産業振興課

【事業者の活性化支援・イノベーションサポート事業】
市内事業者の持続化・活性化を図るため、事業者の経営改善
や販路拡大、事業承継等の課題解決をワンストップで支援す
る取組を行う。

市内事業者の持続化・活性化を図るため、事業者の経営改善や販
路拡大、事業承継等の経営相談を実施した。
令和3年度のビスポート東村山の利用は合計60件で、うち、補助金
に関する相談は44件となり、専門家の指導、アドバイスにより24件
の事業者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。

なし

C8

B36件
125件

（令和7年度）

33.3％
（令和3年

度）

7
起業・創業に対する
支援

令和3年度以
降の累計創

業者数

20歳代～50歳代人口の
平日日中の滞在人口率

-

指標

多様な働き方への
支援

ワーク・ライ
フ・バランス
推進講座の

定員に対する
参加率

40.0％
（令和2年

度）

100％
（令和7年度）
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数値目標

◎「数値目標」「重要業績評価指標（KPI）」の進捗状況
Ａ：目標値を既に達成

Ｂ：目標値に向かって概ね順調に推移（基準値から横ばい、上回っている）

Ｃ：目標値に向け、もう一歩（基準値を下回っている）

Ｄ：基準値以降の実績値なし

４



方向 番号 具体的な施策
重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向3　「農」を活かした産業振興や魅力あるくらしづくり

産業振興課

【認定農業者補助事業】
認定農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業に対し
て補助金を交付することにより、安定的な農業経営の確立と
農業経営の向上に寄与することを目的としている。
対象事業は、農業生産技術の向上や生産拡大、販路拡大、
市民とのふれあい農業の推進、加工品等の開発、資源循環
型農業の推進に関する事業。

市内農業者に対し、ハウスの張替や各種農業機器の導入費用の一
部を補助し、安定的な農業経営の確立等に寄与した。

なし

産業振興課

【認証農業者補助事業】
認証農業者が行う農業経営改善計画を推進する事業に対し
て補助金を交付することにより、安定的な農業経営の確立と
農業経営の向上に寄与することを目的としている。
対象事業は、農業生産技術の向上や生産拡大、販路拡大、
市民とのふれあい農業の推進、加工品等の開発、資源循環
型農業の推進に関する事業。

ハウス（2棟）と農業機材（土壌消毒器）に設置にかかる費用の一部
を補助し、安定的な農業経営の確立等に寄与した。

なし

産業振興課

【東村山市チャレンジ農業支援事業】
農業経営の多角化の支援及び基盤強化を図ることを目的に
農産物の販売促進及び販路開拓、商品開発にかかる事業費
の一部を補助する。
※東京都のチャレンジ農業支援事業補助金の交付決定を受
けたものが対象。

市内農業者（6経営体）のパンフレット、看板、のぼり旗、梱包資材の
作成や、HPの開設等の費用の一部を補助し、販売促進等による農
業経営の基盤強化に寄与した。

なし

産業振興課

【都市農業活性化支援事業】※令和3年度より「都市農業振興
施設整備事業」
安全・安心な農畜産物の供給、自然環境の保全、良好な都市
環境の形成等の都市農業の有する多面的機能が重要である
ことを鑑み、都市農業振興施設整備を行う農業者等に対し、
その費用の一部を補助し、都市農業の経営力強化を促進する
ことを目的としている。
対象事業は、経営力強化を図るためのものや、新技術の導入
に関する施設整備等
※東京都の都市農業振興施設整備事業補助金の交付決定を
受けたものが対象。

市内花卉農家対し、ハウス（6棟）等の施設整備費の一部を補助し、
市内農家の経営力強化に寄与した。

なし

12
「農」のあるくらしづく
り

農地面積
147.3ha

（令和2年）
143.7ha

（令和3年）
136.3ha

（令和8年）
A 産業振興課

【農地の創出・再生支援事業】
農業者所有の宅地等を農地として整備する場合に必要な支
援を行い、積極的な優良農地の創出を図ること目的に、建物
の撤去費用の一部を補助する。
※東京都の農地の創出・再生支援事業補助金の交付決定を
受けたものが対象。

新たな農地創出の取り組みとして行われた、樹木の撤去処分等（対
象面積は、6.76a）に関する費用の一部を補助し、当市農地の確保・
拡大に寄与した。

なし

Ｂ
農業経営基盤の安
定・強化

認定農業者
及び認証農

業者数
11

第２期東村山市創生総合戦略　基本目標別施策一覧

認定農業者
65経営体

認証農業者
20経営体

（令和7年度）

認定農業者
60経営体

認証農業者
6経営体
（令和2年

度）

認定農業
者

60経営体
認証農業

者
10経営体
（令和3年

度）

５



基本目標Ⅲ　多様性を活かし、変化する社会環境への対応力を高め、地域が抱えるさまざまな課題を解決できるまちをつくる

基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値
進捗
状況

19.4％
（令和2年

度）

※後期基
本計画の
策定時に

調査

30.0％
（R7年度）

D

方向 番号 具体的な施策 重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向1　安全・安心で快適な地域づくり

防災防犯課

【地域防災活動推進事業】
地域防災力を向上させるべく、地域団体へ様々な形で支援を
行う。

「多様な視点からの避難所運営研修」を実施し、避難所における要
配慮者の視点について啓発を行った。
また、「避難所開設キット」の開発を行い地域住民による効率的な避
難所開設・運営力の増強を図った。

女性の視点に加え、様々な事情を抱える避難者に
ついての理解を深めるための研修を行うことで、
避難所における差別を防ぐため取り組んだ。

なし

防災防犯課

【防災備蓄事業】
自宅倒壊等により避難所生活を余儀なくされる市民に対し、必
要な備蓄品を整備する。

・東村山市の避難者想定23,500人の3日分の備蓄食料を配備
・要配慮者をはじめとする避難者の健康状態悪化を防ぐべく主に福
祉避難所等において使用する簡易ベッドを配備
これらにより、公助としての災害備蓄を推進している。

主に要配慮者が利用する簡易ベッドを整備するこ
とで、要配慮者の健康状態悪化を防ぐための設備
を整備した。

なし

都市計画・
住宅課

【住宅耐震化等促進事業】
建築物等の倒壊による事故を未然に防ぐため、市内の旧耐震
基準で建築された建築物の耐震化や老朽化したブロック塀の
撤去や建替えを促進する。

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通を同封し、周知啓発を図った。

近年、多発している大地震からの安全性の確保の
ため、旧耐震基準で建てられた木造住宅等の耐
震化及び倒壊の恐れがある危険ブロック塀等の
除却・建替えに関する周知を図ることができた。 なし

防災防犯課

【防犯カメラ整備補助事業】
 自治会等における防犯カメラの設置補助を通して、地域にお
ける防犯見守りの支援・防犯意識醸成を推進している。

１自治会からの申請を受領、計７台の防犯カメラが設置され補助金
を交付した。

防犯カメラの修繕・点検・電気料・使用料等のラン
ニングコストにおける補助事業も並行して実施し、
自治会における長期的なカメラ管理の支援を行っ
た。（１２つくる責任、使う責任）

なし

交通課

【事故再現型交通安全教室（スケアードストレート）事業】
交通事故を再現することによりその危険を体感し、交通安全
意識の向上を図る。３年間かけて市立中学校７校で交通安全
教室を開催することで中学生が在学中に１回参加できる体制
を確保する。

中学校生徒や学校関係者の交通安全意識の向上を図るため、東
村山第2中学校、東村山第4中学校、東村山第5中学校にてスケ
アードストレイト方式の交通安全教室を実施した。
また、スタントを取り入れた子ども向け交通安全教育動画を東村山
交通少年団に出演してもらう形で作成し、市公式Youtubeチャンネル
にて配信した。

なし

交通課

【歩行者安全のための路面塗装事業】
歩行部分の明確化や車の速度抑制等により歩行者の安全を
確保することを目的に、路側帯内カラー舗装（グリーンベルト）
やゾーン３０入口表示などの安全施設整備工事を実施する。

野火止小学校の通学路2路線（市道478号線1、市道417号線1）につ
いて、令和4年度にグリーンベルトの工事を行うため、東京都土木補
助（交通安全施設整備事業）の要望申請を行った。

なし

市民相談・
交流課

【消費者対策事業（消費生活トラブル関連事業】
・消費者の問題意識の向上、啓発を図り、消費トラブル防止の
ための消費生活講座、出前講座等の実施

・成年年齢引き下げに伴い、市内高校にて若年層の消費者トラブル
についての出前授業の実施。
・賢い消費者を目指した消費者啓発講座として、終活講座の実施。
・高齢者見守りの一環として、地域包括支援センター担当者や民生
員を対象とした高齢者の消費者トラブルの事例紹介、啓発の実施。 なし

都市計画・
住宅課

【地区計画の誘導】
市内事業中の都市計画道路の整備に合わせ、沿道地域の地
区計画の策定と用途地域等の変更を行い、第２次都市計画マ
スタープランの沿道複合地区の方針である活気ある沿道空間
の形成を促進する。

都市計画道路３・４・５号線において、令和2年度末に行ったアン
ケートを集計し、その結果を踏まえ、地区計画素案を作成した。ま
た、地域懇談会を開催し、アンケート結果の報告及び地区計画の
ルールについての市民意見を聴取し、その結果を踏まえ原案を作
成し、原案説明会を開催した。その後、東京都との事前協議を経
て、案の縦覧を行い、都市計画審議会にて都市計画決定し、告示を
行った。

なし

都市計画・
住宅課

【空き家対策事業】
現在の空き家所有者への支援に加えて誰もが空き家の所有
者になりえることを周知啓発することにより、空き家の発生を
未然に防ぎ空き家の増加抑制を図っていく。また、管理の不
適正な空き家の減少を図るため、総合相談窓口や空き家の利
活用希望者へのマッチングなどを通じた支援に取り組んでい
く。

東村山市空家等対策計画の改定に向けた実態調査業務では、市
内空き家の外観目視調査・詳細調査・所有者及び自治会アンケート
を実施し、計画改定に必要な市内及び町別の空き家数やその特徴
等のほか、利活用に関する意向について把握・分析することができ
た。また、総合相談窓口と連携した空き家セミナーを開催し、空き家
所有者向けに管理、相続、売却等に関する周知啓発を行った。

なし

良好な住環境の整
備

令和3（2021）
年度以降に
空き家の所
有者及び所
有する可能
性がある者
から受けた連
絡・相談の総
数

指標

37.9件/万
人

（令和２年）

過去1年間に市民活動に関
わった人の割合

第２期東村山市創生総合戦略　基本目標別施策一覧

数値目標

52.6件/万人
（令和7年）

31件-
200件

（令和7年度）

13
地域のくらしの安
全・安心の確保

人口1万人あ
たり犯罪発生
件数

54.1件/万
人

（令和元年）
A

Ｃ14

◎「数値目標」「重要業績評価指標（KPI）」の進捗状況
Ａ：目標値を既に達成

Ｂ：目標値に向かって概ね順調に推移（基準値から横ばい、上回っている）

Ｃ：目標値に向け、もう一歩（基準値を下回っている）

Ｄ：基準値以降の実績値なし

６



方向 番号 具体的な施策 重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向2　日常生活を支える基盤の整備・充実

15
公共交通網の機能
の強化

新たな移動
手段の検討
に関する達成
状況

①基礎調査
の実施・素案
策定②実験
運行実施③
実験運行結
果の検証
④実証運行
⑤本格運行

0％
（令和2年

度）
20%

100%
（令和7年度）

A 交通課

【新たな移動手段の検討事業】
コミュニティバスでは解消できない公共交通空白・不便地域に
お住まいの方等の移動手段を確保し、市民の日常生活の利
便性の向上を図り、経済の健全な発展を促し、まちの賑わい
を創出を目指す。また、ポストコロナ/ウィズコロナの新しい生
活様式に適した新たな移動手段を検討する。

「コミュニティバス『グリーンバス』の利用状況調査」及び「移動手段
や交通手段に関するアンケート調査」を実施し、新たな生活様式に
おける市民の移動実態や需要を把握した。
調査結果をもとに「地域公共交通あり方検討会」において協議を重
ね、令和４年３月に「東村山市における新たな移動手段確保の方向
性に関する提言」を策定した。

なし

情報政策課

総務課

【庁内のICT化推進】
(情報政策課）
市民や庁内の各種手続きや業務をデジタル化、オンライン化
する。
（総務課）
庁内電話の無線化の実施

（情報政策課）
・令和4年3月策定の東村山市DX推進基本方針において、行政手続
きのデジタル化・オンライン化を重点項目として位置づけるととも
に、子育て介護関係26手続きについては、令和4年度中にマイナ
ポータル（ぴったり）を活用してサービスオンライン化する旨のロード
マップで示した。
・フォーム作成ツール「LoGoフォーム」を無償トライアルにより導入
し、一部の庁内外の手続きについてオンライン化対応した。
・中学校の給食予約システムを導入し、インターネットから予約がで
きるようになった。
・中学校校務支援システムを導入し、通知表の作成等の業務がデ
ジタル化された。
・DocuWorksの導入により、予算査定などの紙ベースで行っていた
事務をデジタル化した。
・小中学校に連絡アプリを導入し、今まで連絡帳や手紙にて行って
いた保護者への通知及び保護者からの連絡がデジタル化された。
（総務課）
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。

（情報政策課）
「だれも取り残さない」の理念を踏まえ、システム
やツールの導入にあたってはデジタルが苦手な人
でも扱いやすいユーザーインターフェースを重視し
た。

なし

（情報政策課）
現段階では見直しの必要はないが、
子育て介護関係26手続きのオンライ
ン化が令和4年度中に実現した場
合、それだけで指標が達成となるた
め、令和5年度以降はさらに手続き
数を増やすなどの見直しをしてもよ
いと思われる。また、指標設定当時
はなにをもって「1件」と数えるかとい
うところの整理まではできなかった
ので、そのあたりも課題である。

収納課

【市税のクレジットカード納付の導入】
クレジットカード納付を令和４年度当初賦課分から開始できる
よう、納付環境を整える。

・指定納付受託者の選定、契約。
・基幹ベンダーとの連携テスト。
・収納電算業者との連携テスト。
・指定納付受託者との連携テスト。
・クレジットカード収納に対応するための納付書の変更。それに伴
う、金融機関、郵便局への納付書読み取りテストの実施。
・クレジットカード納付サイトの準備。

・非接触の実現、現金を触ることによる感染リスク
を低減→「目標３・すべての人に健康と福祉を」

なし

公共施設マ
ネジメント課

【スマートシティ推進の取組】
令和2年3月に策定した「東村山市におけるスマートシティの基
本的な考え方」にそって、市民の生活の質の向上を目的に、
その取り組みに向け検討を行う。

・機運醸成を目的に職員向け勉強会を開催し、主に市内事業者か
ら構成されるスマートシティ協議会（全５回）、市民向けの出張講座
（４回）を行った。
・庁内検討組織である、デジタルトランスフォーメーション推進プロ
ジェクトチームの設置及び検討を行った。

なし

市民相談・
交流課

【環境にやさしい消費推進事業】
エシカル消費や食品ロス防止など、環境に配慮した消費活動
推進のための啓発事業を実施。

・親子バス見学会を実施し、地産地消を学ぶため市内農園の見学、
リサイクルや食品ロス防止、エシカル消費を学ぶために秋水園、市
内ソース工場の見学を実施。
・エシカル消費と食品ロス防止をテーマとした市民講座の実施。

・講義内容中にSDGｓについて触れ、またSDGｓの
内容が書かれた関連リーフレットを配布した。

なし

ごみ減量推
進課

【生ごみ減量対策事業】
・消滅型生ごみ処理容器を普及販売することで、生ごみの自
家処理・生ごみの減量に対する意識啓発を図った。
・ポスター、リーフレットを各種事業で配布し、食べ物を無駄に
しない意識の醸成と定着を図った。
・生ごみ減量化容器の補助を行うことで、容器の普及並びに
生ごみの減量及び資源化を図った。

・消滅型生ごみ処理容器の普及にあたっては、効果的な周知（環境
啓発誌による周知・ＨＰ・ＳＮＳ・動画・リーフレット・出前授業等の場
面）・啓発（利用者の意見・SDGsの視点など）を検討し、普及目標基
数の増につながった。
・食品ロス削減に向けた啓発を、１０月には、市報・市内飲食・食料
品等店舗でのポスターなどを利用して周知した。また、公共施設・イ
ベント・学校にポスターやリーフレットを配布した。出前授業、給食だ
より、消費生活講座などで啓発を行った。
・生ごみ減量化容器について、市報・各種イベントで周知・啓発を
行った。

・SDGsの視点を踏まえ、消滅型生ごみ処理容器
の普及にあたっては、動画・環境啓発誌で周知を
行った。また、SDGsパートナー認定制度について
も周知した。

なし

環境保全課

【エネルギービジョンの策定】
2050年までに東村山市における二酸化炭素排出量を実質ゼ
ロとすることを見据え、再生可能エネルギーを最大限に有効
活用し,地球温暖化防止に関する施策を総合的に推進するた
め、令和4年度に東村山市エネルギービジョンを策定する。

令和４年度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。 あり

「温室効果ガス排出量」とする方が、
全体を包括するKPIとしてふさわしい
ように感じます。（ただし、目標値は
見直し中でエネルギービジョン策定
により確定する見込み）

環境保全課

【スマートエネルギー推進事業】
住宅用太陽光発電システム及び住宅用省エネルギー機器の
設置費補助により、温室効果ガス排出量の削減の取組の促
進する。

住宅用太陽光発電システム及び住宅用省エネルギー機器の設置
費補助事業を実施した。

あり

「温室効果ガス排出量」とする方が、
全体を包括するKPIとしてふさわしい
ように感じます。（ただし、目標値は
見直し中でエネルギービジョン策定
により確定する見込み）

17

Ｂ

地球環境にやさしい
くらし方の促進

678.8ｇ/人
日

（令和3年
度）

1人1日あたり
の総ごみ排
出量

688.1ｇ/人
日

（令和元年
度）

Ｂ
661.8ｇ/人日以

下
（令和7年度）

20件
（令和7年度）
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新技術を活用した情
報基盤の構築

令和3（2021）
年度以降に
新規にデジタ
ル化した手続
や業務の総
数

- 4
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方向 番号 具体的な施策 重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向3　多様性を活かしただれもが活躍できる地域社会づくり

市民協働課

【市民協働の促進】
「協働によるまちづくり」を実践するため、市民に向けて「協働
の考え」を周知するとともに、団体同士の連携を強化する。ま
た、市内の活動団体同士や市民と行政が連携を図るために、
中間支援機能の充実を図る。

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。
また、地域で活動する団体の掘り起こし等を目的に、富士見町で地
域よろず交流会を開催した。
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
体を対象に市民協働講座を2回行った。

市民協働課とよろず市民活動協議会の協働事業
である「よろず交流会」において、「東村山市第5次
総合計画～わたしたちのSDGs～」をテーマとして
開催し、各市民団体ができるSDGｓの取り組みに
ついて考える場を持った。 なし

市民協働課

【自治会の活性化】
市民の自治会活動への理解を深めるとともに、既存自治会の
活動の活性化を図り加入率の向上を目指し、行政と協働し地
域課題の解決を図る。

自治会調査により自治会の現状及び課題を把握し、希望する自治
会には市からの回答書を送付した。
自治会活性化委員会による新規出前講座「今日からできる！自治
会ブログ回覧板」を作成し、コロナ禍における新しい情報発信手段
として３つの自治会に出前講座を実施した。
２月に開催を予定していた自治会フォーラムは、新型コロナウイル
ス感染症の影響により中止となったが、予定していた内容の動画を
作成し、公式動画チャンネルに公開した。

自治会活性化委員会による新規出前講座「今日
からできる！自治会ブログ回覧板」は、若い世代
の未加入世帯への加入促進を図るとともに、パソ
コンやスマートフォンの操作に不慣れな自治会加
入世帯への支援を行い、自治会活動の情報共有
が迅速に図られるよう取り組んでいる。また、紙面
の回覧板と並行し、だれもが自治会の情報を共有
し、地域でつながりが持てるように対応している。

なし

介護保険課

健康増進課

【短期集中予防サービス類型実施事業】
（介護保険課・健康増進課）
要支援者等が介護状態に移行せずに再自立（※Re-
ablement）することを目的に、リハビリ専門職による短期集中
支援を実施する事業※ Re-ablement（リエイブルメント）… 再
び自分でできるようにする

（介護保険課・健康増進課）
・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。 なし

健康増進課

【高齢者食支援・フレイル予防推進事業】9
久米川駅東住宅在住の65歳以上のかたを対象に、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。

・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6月に、健康状態に関するアンケートを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。

なし

介護保険課

【地域密着型サービス整備事業】
高齢者が要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で
の生活が継続できるよう、事業所整備の促進及び利用者負担
軽減のため、事業者の事業所整備に対して補助を行う。

令和３年10月に地域密着型サービス事業者を公募したが、事業者
の指定には至らなかったため、公募要項を再設定し令和４年２月に
再公募を行った。 なし

介護保険課

【介護人材育成及び人材確保支援事業】
　安心して介護サービスを利用できるよう、介護業界への参入
を希望する多様な人材や未経験者等が、質の高い介護サー
ビスの担い手となるよう、基本的な知識・技術を習得するため
の介護職員初任者研修や入門的研修及び既存の介護人材
のレベルアップを図るための研修を実施する事業

介護に関する入門的研修を1回及び介護職員初任者研修を2回開
催し、入門的研修と介護職員初任者研修合わせて３３名が研修を
修了した。また市内居宅支援事業所及び地域密着型サービス事業
者に対し計10回研修を開催した。 なし

障害支援課

【相談支援の充実と連携強化】
地域の福祉人材の確保や育成を行うために、東村山市障害
者自立支援協議会の地域生活支援部会を活用して協議を行
う。
また、地域の相談支援事業におけるスーパーバイザーとして、
相談支援事業所等に、困難事例の助言を行い、相談支援体
制の連携強化を行う。

東村山市障害者自立支援協議会の地域生活支援部会を活用して
協議を行い、地域の福祉人材の確保や育成を行うために、面接・相
談会を検討・企画した。。
また、基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援事業にお
けるスーパーバイザーとして、相談支援事業所等に、困難事例の助
言を行い、相談支援体制の連携強化を行った。

なし

障害支援課

【障害者の日常生活支援（移動に関する支援・訪問入浴）】
移動に関する支援及び訪問入浴に関する支援の拡充を行
い、真にサービスを必要とする方が適切に利用することができ
るよう進める。

移動に関する支援については、サービスの種別に応じて令和3年10
月から順次、基準支給量の拡充を行った。
訪問入浴については、令和3年4月から入浴回数を拡充し、令和3年
4月から入浴回数の拡充を行い、登録利用者に対し、障害の状況に
応じ、支援を行った。

なし

障害支援課

【障害者就労支援事業】
東村山市障害者自立支援協議会の就労支援部会を活用し
て、地域の就労系サービスを提供している事業所等との連携
を強化し、障害のある方の障害特性に応じた支援を行う。
就労支援のネットワークの構築に関する会議を企画し、実施
する。また、東村山市障害者就労支援室と障害支援課で定期
的に協議を行い、目標達成に向けた課題の把握や取り組み
の進捗確認を行うことで円滑に事業を実施し、目標達成につ
なげる。

東村山市障害者自立支援協議会の就労支援部会を活用して、地域
の就労系サービスを提供している事業所等との連携を強化し、障害
のある方の障害特性に応じた支援を行った。
また、東村山市障害者就労支援室と定期的な会議を行い、新規就
労においては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり38名の
就労実績となった。 なし

ごみ減量推
進課

【ふれあい収集事業】
ごみを自ら集積所に排出することが困難な高齢者及び障害者
等の世帯に対し、必要に応じて声がけ等により安否を確認し
ながら家庭廃棄物を収集する。

令和３年７月より事業開始、令和３年度中の利用者数は当初の想
定を下回ったが、利用者の満足度は高かった。

なし

自立相談課

【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）】
東村山市くらし・しごとサポートセンター「ほっとシティ東村山」
を開設して自立相談支援を行う。生活困窮者・生活保護受給
者の生活相談から就労相談までワンストップで対応。

令和3年度は、令和2年度に引き続き、コロナ禍の影響を受ける一
年となったが、東村山市くらし・しごとサポートセンター「ほっとシティ
東村山」では、相談者の状況を的確に把握し、必要に応じて、社会
福祉協議会の貸付の案内、新型コロナウイルス感染症による困窮
対策のための各種給付制度の案内等の生活再建の支援を行うと共
に、相談者の急迫状況に応じて生活保護制度につなぐ等、セーフ
ティネットとしての役割を果たした。

なし

生活福祉課

【被保護者就労支援・被保護者就労準備支援事業】
被保護者の稼働能力の活用を図り、一般就労の他、中間的
就労や有償ボランティア等への働きかけを行う。地域や社会と
のつながりの場を提供することで、被保護者の経済的自立の
みならず、社会生活自立に向け必要な支援を実施する。

従来の就労支援に加え、それまで就労支援の対象外とされてきた
者（高齢世帯・障害世帯・傷病世帯・母子世帯）についても稼働能力
の活用が見込める者、就労意欲のある者に対してアセスメントを強
化し、プログラムへの参加を勧めた。 なし

19
支えあいの地域づく
りと地域における支
援体制の強化

65歳健康寿

命※

（要支援1以
上の認定を
受けるまでの
平均自立期
間）

※基準値は、
東京都福祉
保健局「平成
30年都内各
区市町村の
65歳健康寿
命」より

男性81.29
歳

女性82.58
歳

（平成30年）

男性81.67
歳

女性82.97
歳

（令和2年
度）

18
地域主体のまちづく
り活動の推進

市民活動団
体が協働事
業の5つの原
則を「十分で
きた」とする
割合

①目的共有
②対等
③情報共有
④役割分担
⑤事後課題
整理

①68％
②77％
③80％
④68％
⑤55％

（令和元年
度）

①77％
②83％
③77％
④83％
⑤57％

（速報値）

男性　伸ばす
女性　伸ばす
（令和7年）

A

全項目
80％以上

（令和7年度）
B
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方向 番号 具体的な施策 重要業績
評価指標 基準値 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 目標値

進捗
状況

担当課 <具体的な取組>の概要 令和3年度の取組 SDGsの視点を踏まえた工夫点、変更点
KPI見直し

要否
必要性有りの場合の理由

※KPIを見直す場合は代替案も記載

基本的方向3　多様性を活かしただれもが活躍できる地域社会づくり

市民相談・
交流課

【多文化共生事業】
（市民相談・交流課）
・外国人市民にわかりやすい情報発信をする。
・多文化共生について理解を深める講座を実施する。
（公民館）
生きがいやゆとりのある人生を目的とした生涯学習を推進す
るため、市民の生涯学習活動のニーズを反映して学習機会を
提供する事業を実施する。
　受講者年代の割合は、市民講座のテーマによるが、全体的
に20歳代～40歳代の受講は低い。年齢制限等ある講座を除く
7講座中（12.5％）

（市民相談・交流課）
・窓口において外国人市民等へ「やさしい日本語」で対応ができるよ
うに、市職員向けに「やさしい日本語」の研修を１回実施した。
・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。
・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。
・多文化共生について理解を深められるように、市民向けに日本語
学習に関する講座（参加者２１名）、語学学習者による多言語スピー
チ大会（参加者３１名）、やさしい日本語講座（参加者２１名）を実施
した。
（公民館）
市民の生涯学習活動を誰もが参加し地域活動をするきっかけつくり
にするため、市民から市民講座のテーマを公募している。また、一
般市民である市民講座ボランティアと職員が市民から提案された
テーマを協議し、企画していくことで市民の満足やニーズに沿った事
業を展開した。令和3年7月から令和4年3月までの期間に各公民館
や狭山丘陵で10テーマの市民講座を開催した。

（市民相談・交流課）
日本語がわからないことで行政サービスが利用で
きないという状況を防ぐために、やさしい日本語や
多言語を活用し、外国人相談窓口等の案内チラシ
を作成・周知した。
（公民館）
市民講座は、市民からのテーマ提案であるため、
直接的なSDGｓの講座ではないが、講義の中で、
SDGｓの視点を踏まえる内容に触れるなどしてい
る。例）「社会の扉を開く」、「人口知能社会とは」

なし

市民スポー
ツ課

【障害者スポーツ理解促進事業】
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
ボールを通じ、パラスポーツを体験できる事業を定期的に展
開する。

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。

なし

市民相談・
交流課

【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）】
・市民の男女共同参画意識向上のため、市民向け講座等を実
施する。
・性的マイノリティに対する支援策を検討するとともに、多様な
性の相談や理解促進に向けた講座等を実施する。

・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」を実施し、12名13件の応募があった。
・男女共同参画推進講座を2回実施した。「～誰もが輝く時代を目指
して方～」ジェンダーハラスメント傾向と対策」には7名が参加し、
「ジェンダーハラスメントを考えるきっかけになった。職場等での自身
の言動を気をつけなければと思った。」等の意見をいただいた。「ど
う備える？どう支える？女性の視点を活かした防災講座」には17名
が参加し、「避難所運営における女性視点の重要性と必要性を再
認識した」等の意見をいただいた。
・令和3年7月より「多様な性の相談」を開始、令和4年4月より相談者
の利便性向上のため相談枠を1から54に拡充した。
・男女共同参画情報誌「ふぃ～りんぐ」にて「多様な性を理解しよう」
と題してLGBTに関する特集を組み6,000部発行。各公共施設に配
架したほか、学校・保育園等を通して市内に配布した。

・「ふぃ～りんぐVol45」にて「SDGｓと東京2020オリ
ンピック・パラリンピック競技大会～ジェンダー平等
の実現」として、SDGｓ目標５にまつわるコラムを掲
載した。
・SDGｓ目標５を常に意識した事業内容としてい
る。

なし

社会教育課

【市民文化祭事業】
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。

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（中央・
秋津・富士見・廻田・萩山）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。

誰もが文化・芸能に親しみ、参加できる場の創出
を図るためには、地域や協力いただく関係諸団体
との連携が不可欠であるため、各種会議等で協議
を重ね情報共有を図りながら、開催内容の検討や
感染症対策及び参加団体・来場者に対策の内容
を事前周知するなど、実行委員会と協働して円滑
に運営を行い大きな混乱もなく実施することができ
た。

なし

市民講座受
講者のうち20
歳代～40歳
代の人の割
合

11.3％
（令和元年

度）
3.5%

15.0％
（令和7年度）
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C
だれもが学び活躍で
きる環境の整備
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