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序 前期基本計画について 

 

１．前期基本計画の位置づけ 

 前期基本計画は、基本構想が目指す将来都市像「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あ

ふれる 東村山」の実現に向け、施策を分野別に体系化して示すとともに、まちづくりの方

向性などを明らかにしています。 

 

 

２．前期基本計画の計画期間 

 社会経済情勢の変化に柔軟に対応するため、前期基本計画の計画期間は平成 23 年度～27

年度の 5年間とします。 

 

 

３．前期基本計画の構成 

 前期基本計画の構成は次のとおりです。 

 （１）スマイルプロジェクト 

   スマイルプロジェクトとは、前期基本計画の計画期間中に、特に優先的・重点的に推

進する事業群を示しています。 

 

 （２）分野別計画 

   分野別に 36の施策を設定し、施策ごとにあるべきまちの姿を掲げるとともに、その実

現に向け、今後 5ヶ年に実施する主な取り組みや方向性などを示しています。 

 

 （３）今日から明日へ 笑顔あふれる東村山の実現に向けて 

   計画を着実に推進するために、経営資源（人・物・金・情報）にかかる重点的な取り

組みを示しています。 
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Ⅰ スマイルプロジェクト 

１ スマイルプロジェクトとは 

基本構想に掲げた目指すべきまちの姿「人と人 人とみどりが響きあい 笑顔あふれる 東村

山」の実現に向け、行政が持つ限りある経営資源を無駄なく最適に配分し、市民満足度の高

い行政運営と費用対効果の最大化を同時に達成するため、前期基本計画の計画期間である平

成 23 年度～27 年度に、特に優先的・重点的に推進する事業群をスマイルプロジェクトとし

て位置付け、より一層戦略性が高く、実行性を重視したまちづくりを展開します。 

 

２ スマイルプロジェクトの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）人と人のつながりによるまちづくりの推進 

出会い、支え合い、助け合いの地域づくり実現に

向け、市民による主体的な活動や地域コミュニテ

ィ活動を積極的に支援します。 

～地域コミュニティ活動の支援・ 

自治会活性化の支援～ 

 

分権時代の地域社会を支えるため、市民と行政が

ともにつくる「市民参加」と「協働」のまちづく

りのしくみづくりを進めます。 

～市民協働事業の推進・「（仮称）自治基本条例」

などのルールづくりの検討～ 

 

（２）人と人の交流を通じたにぎわいづくり 

行政、市民、事業者などが一体となって歴史・自

然など地域の魅力を活用した「観光振興プラン」

を策定するとともに、農業・商工業が連携した観

光事業を推進し、市民や来訪者の交流を通じた地

域のにぎわいを創出します。 

～「観光振興プラン」の策定と推進～ 

 

●人と人が響きあうためのプロジェクト 

東村山市に住む人、働く人、学ぶ人、訪れる人たちの出会い・ふれあいの

場を創出しながら、行政との連携・協力のもと、地域の強みや魅力、力を

最大限に引き出し、さらに多くの人々から訪れたい・住んでみたい・住み

続けたいと支持されるまちづくりを推進します。 
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（３）一人ひとりの生き方が尊重されるまちづくりの推進 

「いのちとこころの人権の森宣言」に基づき、国

立療養所多磨全生園入所者と市民との交流や緑化

活動を継続し、国立療養所多磨全生園の歴史や豊

かな緑、人権の尊さをさらに内外に広く発信し、

後世に継承していきます。 

～「いのちとこころの人権の森構想」の推進～ 

 

 

国籍や文化の違い及び性別に関係なく、東村山市

に暮らす一人ひとりが尊重されるよう、多文化共

生や男女共同参画社会の実現に向けた取り組みを

推進していきます。 

～多文化共生・男女共同参画社会への推進～ 

 

 

 

 

 

 

 

（１）低炭素社会・循環型社会を目指したまちづくりの推進 

ごみ処理の適正化やリサイクル推進のために、ご

み焼却施設の耐震補強改修及び延命化工事や資源

化施設の整備を実施します。 

～ごみ焼却施設やリサイクルセンターの整備～ 

 

 

 

低炭素社会の実現に向けて、太陽光発電等の再生

可能エネルギーを活用した取り組みを推進します。 

～太陽光発電等の取り組みの推進～ 

 

 

●人とみどりが響きあうためのプロジェクト 

地球環境への負荷軽減や緑の保全・育成を重視しながら、地域に存在する

さまざまな資源を複合的に活用し、より安全で快適な都市構造の形成を目

指します。 
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（２）よどみない交通ネットワークの整備 

安全で快適な交通ネットワークを形成するため、

都市計画道路の整備を進め、生活道路への通過交

通の流入を防ぎ、交通渋滞を緩和するとともに、

都市の防災性を向上させます。 

～都市計画道路の整備～ 

 

あいさつの飛び交う安全・安心なみちの創出や、

高齢化社会の進展に合わせ、やさしく細やかな市

内公共交通網を形成していきます。 

～生活道路の整備・ 

市内公共交通網の形成～ 

 

（３）自然環境と都市機能が調和した魅力あるまちづくりの推進 

豊かな自然環境やにぎわいのある中心核など、地

域の特色を活かした個性あるまちづくりを形成す

るための計画的な土地利用の誘導を進めます。 

～土地利用誘導の検討～ 

 

 

緑豊かでうるおいのある環境の創出に向け、東村

山の緑の象徴の一つである北山公園の保全・整備

を進めます。 

～北山公園用地取得・菖蒲田の改良～ 
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（１）安心して子育てのできる環境の整備 

子どもの健やかな成長を支援するため、生後まも

ない子どものいる家庭を対象に、育児相談を目的

とした訪問事業を実施します。 

～こんにちは赤ちゃん事業の実施～ 

 

子育て家庭が必要に応じ、育児と仕事などが両立

できるよう、子どもたちの多様な保育環境を整備

します。 

～認可保育園・認証保育所の整備、 

認定こども園の整備、児童館分室の増設～ 

 

（２）いきいきと暮らすことができる地域づくり 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮

らすことができるよう、その人の状況に応じた支

援を行います。 

～介護予防事業の充実・ 

地域密着型サービスの充実～ 

 

（３）笑顔で学べる教育環境の充実 

子どもたちが安心して、安全に学校生活を送るこ

とができるよう、小中学校の施設整備に取り組み

ます。 

～小中学校の耐震化工事の推進～ 

 

 

発達障害のある児童・生徒などを支援する教員サ

ポーターの配置を充実するとともに、生きる力の

基となる確かな学力の向上を目指して、落ち着い

た学習環境の整備と学習機会の拡充に努めます。 

～教員サポーターの配置の充実・ 

土曜スクールの拡充～ 

●笑顔あふれるためのプロジェクト 

子どもからお年寄りまで、市民一人ひとりが住み慣れた地域の中で、安全・

安心に、いつまでも笑顔を絶やさず健やかな毎日を送ることができるよう、

さまざまな取り組みを推進します。 



 

 

 6 

Ⅱ 分野別計画 

 

 前期基本計画の分野別計画の構成は次のとおりです。 

 

【施策が目指すあるべき姿】 

各施策の目的を明確にするため、「5ヶ年の施策の方向性」で示す取り組みを進めることに

より目指すべきまちの姿を示しています。 

 

【現状と課題】 

施策に関連する全国的な動向、東村山市の主な取り組み状況、市民のニーズなどの現状や

今後のまちづくりにおける課題を示しています。 

 

【5ヶ年の施策の方向性】 

「現状と課題」を踏まえ「施策が目指すあるべき姿」を実現するため、今後 5 ヶ年に実施

する主な取り組みや方向性を示しています。 

 

【成果を測定するための指標】 

前期基本計画では、施策ごとに成果を測定するため、平成 27年度を目標年度とした指標を

設定します。 

具体的な数値目標を掲げることにより、どの程度達成できたのかを点検・評価し、計画の

進行管理と必要な改革・改善を進めていきます。 

指標は各施策における取り組みの一部を示しているものもあり、必ずしも本指標の達成状

況だけで「施策が目指すあるべき姿」に近づけているかを判断できるものではありません。 

平成 28 年度～32 年度を計画期間とする後期基本計画では、前期基本計画の取り組みの状

況や社会経済情勢の変化などを踏まえ、より精度が高く成果が客観的に測定できるよう、あ

らためて指標を見直し、充実を図っていきます。 

 

前期基本計画の成果を測定するための指標 

前期基本計画の成果を総合的に測定する指標として「東村山市に住み続けたいと感じてい

る市民の割合」を設定します。 

より多くの市民がいつまでも住み続けたいまちであることを目指し、平成 20年度に実施し

た市民意識調査注）では 65.2％であったこの値が、平成 27 年度には 70.0％に達することを目

標とします。 

注）市民意識調査 

東村山市第 4次総合計画の策定にあたり、平成 20年度に市内に在住する満 18歳以上の男女

個人 5,000人を対象に実施した意識調査（アンケート）です（無作為抽出）。 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－１ 安心して子育てができる環境を整備する 

施策１－１－１ 家庭や地域における子育て支援  

【施策が目指すあるべき姿】 

 みんなで支え合いながら、子どもを安心して産み、楽しんで子育てができる環境が
整ったまち。 

【現状と課題】 

 少子化や核家族化の進行、働く女性の増加など、全国的にも子育てを取り巻く環境
は大きく変化しています。 

 平成 20 年に開設した子育て総合支援センター「ころころの森」は、主に 0～3 歳の
乳幼児とその家族のための支援施設として、連日多くの市民に利用されています。

また、ＮＰＯ法人等の協力や既存施設を利用した身近な「ひろば事業」も数多く開

設されています。 

 子どもを生み育てている人、子育てにかかわる仕事をしている人、子育てサークル、
行政等、異なる立場にあるさまざまな主体が相互に密接に連携・協力し合い、地域

ぐるみで子育て家庭を支援することが求められています。 

 子育てに不安を抱える保護者などが、身近な場所で安心して相談・交流できる機会
や、気軽に子育てに役立つ情報を入手できる環境の整備が求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 地域で子育てを支え合うしくみづくり 

 子どもを生み育てている人、子育てにかかわる仕事をしている人、子育てサークル、
行政等が、互いに対等・平等の立場で、情報交換や議論などを行い、協働により地

域全体で子育てをしていくこと（地域まるごと子育て支援）ができるよう、ネット

ワークづくりを進めます。 

 主に家庭で子育てをしている保護者などを支援するため、子育て総合支援センター
「ころころの森」の充実を図り、子育てしやすいまちを目指します。 

 安心して子育てができるよう、行政のサービスをはじめ、地域の子育てサークルや
イベント等の情報など、子育て家庭が知りたい情報の提供を充実します。 
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２ 子育てに関する相談機能と連携の強化 

 子ども家庭支援センターを子育て支援の総合的かつ中核的な拠点として位置づけ、
子育てに関する総合的な相談機能の整備を進めます。 

 学校、保育園、幼稚園、児童館などの既存の社会資源を有効活用し、それぞれの地
域の中で子育て家庭が交流したり、育児相談などができる場を整えます。 

 子ども家庭支援センターを中心とした関係機関が連携し地域のネットワークを構築
することによって、ひとり親家庭や虐待の恐れがある家庭など、支援が必要な家庭

に対するサポート体制を強化します。 

３ 安心して妊娠、出産、子育てができる環境づくり 

 妊娠初期から出産までを安心して過ごせるよう、各種健康診査を通じて相談指導や
疾病などの早期発見に努めます。 

 子育ての孤立化を防ぐために、すべての乳児のいる家庭を訪問し、支援が必要な家
庭に適切なサービス提供を行う「こんにちは赤ちゃん事業」を実施します。 

 子どもの成長段階に応じた育児学級を通じ、必要な知識の普及・啓発を行い、育児
不安の解消に努めます。また、母親学級・育児学級を通じ、仲間づくりを促します。 

 子どもの健やかな成長を支援するために、子ども手当ての支給や、医療費の助成を
行います。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

子育てが楽しいと感じて

いる保護者の割合 
％ 

子育てが楽しいと回答した就学前児

童の保護者の割合（東村山市次世代

育成支援に関する調査報告書） 

88.6 

(H20) 
100 

「ひろば事業」利用者数 人 

ころころの森、各ひろば、各おひさ

まひろば等の延べ人数（財産表並び

に事務報告書） 

56,039 

(H20) 
62,000 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－１ 安心して子育てができる環境を整備する 

施策１－１－２ 保育サービスの充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 就労形態の変化などに伴い多様化する保育ニーズを踏まえた、きめ細やかな保育サ
ービスが受けられるまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査の中で「一時保育や休日保育などの保育サービス」を不満と感じてい
る割合は高い傾向にあります。 

 現在、東村山市では「子育てするなら東村山」を合言葉に、「保育所待機児対策」、「経
済支援策」、「児童クラブ大規模解消」を柱とする「子育てするなら東村山緊急プロ

ジェクト」を推進しています。 

 保育サービスに対するニーズの的確な把握に努めながら、関係機関との連携・協力
のもと、より一層迅速かつ柔軟なサービスの提供に取り組むことが求められていま

す。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 子育て家庭を支援する受け皿づくり 

 子育て家庭の必要に応じ、育児と仕事などが両立できるよう、新たな認可保育所や
認証保育所の整備を行うなど、待機児童の解消を図ります。 

 保育所の待機児対策と今後ますます多様化すると見込まれる保育需要に対し、より
効果的かつ迅速に対応したサービスを実現するために、公立保育所の民営化に取り

組み、保育サービスの水準が確保される民間事業者への移管を図ります。 

 児童館分室の増設をはじめとした児童クラブの充実を図るとともに、職員体制や運
営のあり方を見直します。 

２ 多様なニーズに応じた保育サービスの充実 

 子育て家庭の多様なニーズに応じた各種保育サービスの充実を進めるとともに、保
育の質の維持・向上に努めます。 
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 私立幼稚園や認可保育所以外の保育施設に通う子どもを持つ保護者に対する経済的
な支援に引き続き取り組んでいきます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

保育所待機児童の数 人 

保育所に入所できない児童の数（東

村山市次世代育成支援後期行動計

画） 

147 

(H21) 
0 

保育施設の数 施設 

認可保育所・認証保育所・認可外保

育室、認定子ども園の総数（財産表

並びに事務報告書） 

27 

(H20) 
32 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－２ だれもがいきいきと生活できるよう支援する 

施策１－２－１ 社会保険制度の効果的な運営  

【施策が目指すあるべき姿】 

 各種社会保険制度がより適正かつ効果的に運営され、乳幼児から高齢者に至るまで、
市民の安全・安心なくらしをしっかりと支えているまち。 

【現状と課題】 

 東村山市の国民健康保険事業は、被保険者の増加や高齢化による疾病構造の変化、
医療技術の進歩などにより、医療費が増大する一方、それに見合った収入が得られ

ないことから、一般会計から赤字を補てんしており、健全な財政運営が求められて

います。 

 生活習慣の変化などの理由により、生活習慣病の有病者などが増加しています。 

 高齢になっても、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らすことができるよう、
支援体制の強化が求められています。 

 さらに増大することが予想される医療費や介護給付を適正化するための取り組みが
課題となっています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 国民健康保険事業の適正な運営 

 国民健康保険事業の健全な財政運営と保険税負担の公平性の観点から、収納率の向
上を目指します。 

 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用の促進やレセプト点検を充実し、医療費
の適正化を進めます。 

 生活習慣の改善と生活習慣病の予防をするため、特定健康診査・特定保健指導を進
めます。 

 疾病予防の重要性に対する意識を高めるため、若年層を対象に、健康相談・結果相
談会を実施します。 
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２ 国民年金事業の適正な運営 

 年金事務所と連携を図りながら、市民から無年金者を出さないよう、市報等で国民
年金加入届出の勧奨を行います。 

 国民年金加入時に保険料の口座振替や免除制度の周知に努めます。 

３ 介護保険事業及び高齢者医療事業の適正な運営 

 高齢者が住み慣れた地域でいつまでもいきいきと生活できるよう、介護予防サービ
スや地域密着型サービスの充実を図ります。 

 高齢者が必要な支援が受けられるよう、介護サービスの充実を図ります。 

 今後さらに増大が予想される介護給付や介護保険料などの適正化を進めます。 

 国の動向を注視しながら、高齢者に対する医療事業を適正に運営します。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

特定健康診査受診率 ％ 

40～74 歳の国民健康保険加入者の

うち特定健康診査の受診者の割合

（財産表並びに事務報告書） 

40.3 

(H20) 

65.0 

(H24) 

小規模多機能型居宅介護

事業所の数 
ヶ所 

小規模多機能型居宅介護を実施して

いる事業所数（東村山市介護保険事

業計画） 

1 

(H20) 
5 

認知症対応型共同生活介

護事業所の数 
ヶ所 

認知症対応型共同生活介護を実施し

ている事業所数（東村山市介護保険

事業計画） 

3 

(H20) 
7 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－２ だれもがいきいきと生活できるよう支援する 

施策１－２－２ 相談・連携体制の充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 人と人のつながりを大切に活かし、地域の中でより多くの市民がお互いに心を通わ
せながら、思いやりの心を持って支え合い、助け合うまち。 

【現状と課題】 

 地域社会を構成するさまざまな主体が、責任と役割を分かち合いながら、ともに支
え合い、助け合うしくみづくりやそれぞれの地域における主体的な福祉活動の推進

が求められています。 

 社会環境や福祉制度の大きな変化により、福祉に関するニーズが多様化してきてい
ます。そのような中、高齢者や障害者、あるいはその家族などが頼ることのできる

地域と連携した相談体制を充実することが求められています。 

 市民が必要とする福祉サービスの情報が、適切に入手できる環境の整備が求められ
ています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 安心して暮らせる地域づくりの推進 

 だれもが住み慣れた地域の中で、いつまでも安心して暮らしていけるよう、民生委
員、福祉協力員、事業者などとの連携を強化し、地域全体で支援が必要な人たちを

見守り、支え合うしくみづくりを進めます。 

 市民やボランティア団体による主体的な地域福祉活動を支援します。 

 各種教室・講座の開催などを通じ、それぞれの地域の中で身近な福祉活動を支える
ボランティアの発掘・育成を進めます。 

 障害の理解の促進など啓発活動に取り組みます。 

 高齢者や障害者、あるいはその家族などが、介護や生活などの相談が気軽にできる
よう、相談機能の充実を図るとともに、さまざまな悩みなどを打ち明けたりするこ

とができる交流の場づくりに取り組みます。 
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２ 情報提供の充実 

 関係機関との連携のもと、福祉関連のさまざまな情報を集約し、保健福祉サービス
にかかわる必要な情報が提供できるよう推進します。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

ボランティア保険の加入

手続きを行った件数 
件 

東村山市社会福祉協議会でボランテ

ィア保険の加入手続きを行った件数

（東村山市社会福祉協議会事業報

告） 

3,375 

(H20) 
4,050 

健康や介護に関する相談

体制に満足している介護

者の割合 

％ 

健康や介護に関する相談体制に満足

している介護者の割合（市民意識調

査） 

33.0 

(H20) 
50.0 

介護や健康に関する相談

で悩みが解決した割合 
％ 

65 歳以上の市民で介護や健康に関

することで周囲や行政等に相談して

悩みが解決した割合（東村山市第 4

期介護保険事業計画策定に係る基礎

調査～結果報告書～） 

45.7 

(H20) 
60.0 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－２ だれもがいきいきと生活できるよう支援する 

施策１－２－３ 自立支援と社会参加の充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 障害の有無や年齢にかかわらず、だれもが住み慣れた場所で、その人らしく、いき
いきと自立した生活を送ることができる地域社会が形成されたまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「バリアフリー化など、お年寄りや障害者にもやさしい道づ
くり」の重要度は高い値となっています。 

 地域包括支援センター、シルバー人材センター、地域福祉センターなどを活動の拠
点として、高齢者や障害者の生きがいづくりや自立に向けた支援に取り組んでいま

す。 

 高齢化の進行や離婚率の上昇、経済・雇用状況の悪化などの社会状況の影響を受け、
全国的な傾向と同様に、東村山市でも生活保護の受給世帯は増加傾向が顕著となっ

ています。 

 だれもが住み慣れた場所で、自立した生活を送ることができる地域社会の実現に取
り組むことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 生きがいづくり支援の充実 

 障害の有無や年齢にかかわらず、だれもが住み慣れた場所で、その人らしく、いき
いきと安心して暮らすことができるよう、高齢者や障害者などが気軽に社会参加で

きる環境を整えます。 

 高齢者がいきがいを持って地域で活躍することができるよう、老人クラブの活動や
仲間づくり、世代間交流を支援します。 

２ 自立及び生活支援の充実 

 高齢者や障害者などが住み慣れた地域の中で、安全・安心に日常生活を営むことが
できるよう、福祉サービスの提供に努めます。 
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 障害者などが自立した生活を営むことができるよう、就労の支援を進めるとともに、
雇用等の状況に対応できる支援体制を築きます。 

 生活保護制度の適正な運用に努めるとともに、各種制度の活用や関係所管・関係機
関等との連携を図り、被保護者が自ら努力して経済的・社会的自立ができるよう支

援を行います。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

一般就労した障害者の数 人 

就労支援室及び福祉施設を利用した

障害者のうち、実際に一般就労した

人数（障害支援課資料） 

11 

(H21) 

60 

(H21～27

の累積) 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－３ 生涯にわたる健康づくりを支援する 

施策１－３－１ 健康づくりの推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民一人ひとりが健康づくり・介護予防活動に取り組み、いつまでも健やかな毎日
を送ることができるまち。 

【現状と課題】 

 市民一人ひとりが健康でいつまでも安心して暮らせるよう、それぞれのライフステ
ージに応じた自主的な健康づくり・介護予防活動を活性化することが求められてい

ます。 

 健康でいつまでも安心して暮らせるまちの実現を目指し、地域との協働による市民
の健康づくり活動を進めています。 

 各種がん検診などを受診しやすい体制の整備が求められています。 

 健全な食生活を送ることの重要性について、市民一人ひとりの意識を高めていく必
要があります。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 健康づくりの促進 

 「自分の健康は自分で守る」という基本原則のもと、市民一人ひとりが健康づくり
や生活習慣改善に取り組めるよう、健康教育や健康相談、情報提供等を行います。 

 楽しみながら健康増進を図ることができるよう、公益施設市民ステーション「サン
パルネ」や保健福祉総合センター（いきいきプラザ）等において、施設機能に応じ

たプログラムの充実を図ります。 

 ライフステージに応じた疾病の予防、早期発見及び早期治療を促進するため、各種
がん検診など、受診しやすい環境を整えます。 

 子どものころからの望ましい食生活習慣の定着を支援するために、学校や保育園な
どにおける食育を進めます。 
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２ 健康づくり活動の充実 

 市民一人ひとりが健康でいつまでも安心して暮らせるまちの実現に向け、市民が自
主的に組織したグループや関係機関などと情報の交換や連携を行い、それぞれの地

域における自主的な健康づくりや介護予防のための活動を支援します。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

自分の健康状態をよいと

感じている人の割合 
％ 

自分の健康状態を「よい、まあよい」

と答えた人の割合（北多摩北部保健

医療圏における住民の健康意識調査

報告書） 

78.8 

(H19) 

80.0 

(H25) 

がん検診受診率 ％ 

対象人口に東京都が示す対象者割合

を乗じた値（地域保健・健康増進事

業報告） 

胃 3.6 

肺 0.6 

大腸 3.8 

子宮 11.4 

乳 13.3 

(H21) 

胃 8.0 

肺 5.0 

大腸 9.0 

子宮 13.0 

乳 15.0 

 

健康教育参加者数（いきい

きプラザ内・出張健康教

育） 

人 

健康課で実施する健康教育に参加し

た延べ人数（財産表並びに事務報告

書） 

940 

(H20) 
1,300 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－３ 生涯にわたる健康づくりを支援する 

施策１－３－２ 地域医療体制の充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 地域において、必要なときに、迅速かつ適切な医療サービスを安心して受けられる
まち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「医療サービスや救急体制」の重要度は高い値となっていま
す。 

 休日などに、急に体の具合が悪くなった方や、救急車を呼ぶほどではないものの、
早く医師の診療を受ける必要のある方などを対象に、休日・休日準夜応急診療サー

ビスを提供しています。 

 救急外来の適正利用や突発的に流行する恐れのある感染症への対応強化を図るため、
市民の意識啓発と医療知識の普及に努める必要があります。 

 地域において、必要なときに、迅速かつ適切な医療サービスを安心して受けること
ができるよう、病院や診療所など関係機関との連携の強化が求められています。 

 市民が必要とする医療情報を速やかに入手できる環境の整備が求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 必要なときに適切な医療が受けられる地域医療体制づくり 

 健康で安心して暮らすことができるよう、身近な地域に健康状態や病気の相談がで
きる「かかりつけ医・歯科医・薬局」の普及促進を図ります。 

 休日夜間・救急時の医療体制の充実を図ります。 

 感染症や予防接種に関する正しい知識の普及・啓発を進めるとともに、疾病予防対
策の充実に努めます。 

 東京都や医療機関などとの連携のもと、緊急の感染症などが発生した場合に適切に
対応できる体制を整えます。 
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２ 市民が安心して医療情報を入手できる環境づくり 

 市民が適切な医療機関や医療サービスを選択できるよう、地域の医療に関する情報
提供を充実します。 

 医師や三師会（医師会・歯科医師会・薬剤師会）との連携を図りながら、市民の医
療知識を向上するための取り組みを推進します。 

 医療にかかわる市民の疑問や不安を解消し、安心して暮らせる環境を整えるため、
医療をテーマにした講演会などの開催を進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

かかりつけ医・歯科医・薬

局を持つ市民の割合 
％ 

かかりつけ医・歯科医・薬局を持つ

と回答した市民の割合（東京都北多

摩北部保健医療圏地域保健医療推進

プラン） 

かかりつ

け医 

50.6 

 

かかりつ

け歯科医

70.3 

 

かかりつ

け薬局 

31.4 

 

(H19) 

かかりつ

け医 

55.0 

 

かかりつ

け歯科医

75.0 

 

かかりつ

け薬局

35.0 

 

 

医療サービスや救急医療

体制に満足している市民

の割合 

％ 
医療サービスや救急医療体制に満足

している市民の割合（市民意識調査） 

12.2 

(H20) 
20.0 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－４ 互いに認め合える社会をつくる 

施策１－４－１ 多文化共生・男女共同参画の推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 国籍や文化の違い及び性別に関係なく、東村山市に暮らすだれもが、地域社会のパ
ートナーとして強い連帯感と信頼関係で結ばれたまち。 

【現状と課題】 

 社会・経済のグローバル化の進展に伴い、東村山市でも市内に居住する外国人が増
え続けるとともに定住化が進み、さまざまな課題が生じています。 

 国籍の異なる市民同士が生活習慣や文化を正しく理解し、地域社会の一員として支
え合っていくための環境づくりが求められています。 

 女性の社会進出がさらに求められている中、あらゆる分野において、性別にとらわ
れることなく個性や能力を発揮できる、男女共同参画社会の実現が求められていま

す。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 多文化共生社会の推進 

 学校教育や生涯学習などを通して、外国の歴史・文化を学ぶ機会の拡充を図ります。 

 多種多様な文化への理解を深め、交流を進めるために、東村山市国際交流 3団体（国
際友好協会・日中友好協会・地球市民クラブ）と連携して、市内に在住・来訪する

外国人との交流イベント等への参加や情報発信を進めます。 

 外国籍市民に対する日常生活等の情報提供や各種相談体制を強化します。 

 姉妹都市のインディペンデンス市（米国）や友好交流都市の蘇州市（中国）との国
際交流を推進します。 

 「多文化共生プラン」を策定し、支援体制の整備を図るとともに、外国籍市民が地
域に参加・貢献できるよう、環境の整備を進めます。 

２ 男女共同参画社会の推進 

 関係機関との連携を図りながら、セクシャルハラスメントやドメスティックバイオ
レンスなどを根絶するための意識づくり・相談機能を強化します。 
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 男女が対等な構成員として自由に社会活動に参画できるよう、仕事と家庭生活を両
立できる環境づくりを進めます。 

 「東村山市男女共同参画基本計画」の進捗状況を年度ごとに公表し、計画の着実な
推進を図ります。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

国際交流イベントの参加

者数 
人 

国際交流イベントの年間延べ参加者

数（生活文化課資料） 

429 

（H21） 
650 

審議会や委員会における

女性の参画率 
％ 

市の付属機関の委員に占める女性委

員の割合（生活文化課資料） 

20.9 

（H21） 
30.0 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－４ 互いに認め合える社会をつくる 

施策１－４－２ 人権・平和意識の醸成  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民一人ひとりが、さまざまな人権問題の解決に向けた強い意志と平和の尊さを重
んずる心を持ち、差別や偏見のない地域社会が形成されたまち。 

【現状と課題】 

 東村山市では、平成 21 年 9 月、「いのちとこころの人権の森宣言」を行いました。
これに基づき、国立療養所多磨全生園における 100 年の歴史と人権の尊さを長く後

世に伝え、緑豊かなこの土地を、「人権の森」として守り育て、残していかなければ

なりません。 

 いじめや差別を受けることなく、だれもが安心して日常生活を営める地域社会を目
指し、市民一人ひとりが人権に対する理解や関心を深めていく必要があります。 

 東村山市は、核兵器のない世界の実現に向け、昭和 62年に「核兵器廃絶平和都市宣
言」を行い、「核兵器廃絶平和展」を開催する等、各種啓発事業を行っています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 人権啓発の推進 

 市の「いのちとこころの人権の森宣言」に基づき、国立療養所多磨全生園と東村山
市民の交流を一層深め、いのちとこころの人権の学びの場として、ハンセン病に関

する正しい知識や、国立療養所多磨全生園入所者の方々が経験してきた偏見・差別

の歴史を内外に広く伝え、永く後世に継承し、人権の尊さを啓発していきます。 

 国立療養所多磨全生園の豊かな緑や歴史的建造物・史跡を、市民共有の財産として
未来に残す「人権の森構想」の実現に向けた取り組みを推進させるため、東村山市

民も交流活動・教育活動・緑化活動等のボランティア活動や、人権の森構想推進基

金の有効活用を通して、この土地を守り育てるよう積極的に支援していきます。 

 人権擁護委員の活動等、いじめや差別、嫌がらせなど、身の周りで起こる人権問題
に対する相談機能の充実を図ります。 

 人権パネル展の開催や小中学生人権作文など、人権意識の啓発事業を進めます。 
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２ 戦争のない社会の実現に向けた平和意識の醸成 

 戦争のない平和な世界を願い、平和意識を高めるための各種啓発事業を進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

人権啓発及び人権の森推

進支援事業の開催回数・参

加者数 

回 

 

人 

「人権の森宣言」に基づく啓発事業

及び「人権の森構想」実現への支援

事業の年間開催回数・参加した市民

の年間延べ人数（企画政策課資料） 

－ ※検討中 

平和意識にかかわる啓発

活動の参加者数 
人 

核兵器廃絶と平和展の参加者数（生

活文化課資料） 

7,157 

（H21） 
8,000 

※現在実施中の調査の結果により設定します。 
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基本目標１ みんなで支え助け合う、健やかにいきいきと暮らせるまち 

施策大綱１－４ 互いに認め合える社会をつくる 

施策１－４－３ 協働による地域コミュニティの醸成  

【施策が目指すあるべき姿】 

 地域コミュニティが活発で、行政と市民や市民同士がお互いに協働してまちづくり
を進めているまち。 

【現状と課題】 

 コミュニティ意識が希薄化・形骸化し、自治会活動や子どもたちの見守り、身近な
生活環境の保全、防災・防犯面など、これまで地域が果たしてきたコミュニティ活

動が低下傾向にあります。 

 多様化・複雑化する市民ニーズや地域課題に対応するには、行政の努力とともに市
民の努力が必要不可欠です。市民同士で互いに協力し、助け合いながら、課題を自

らの手で解決していく自治意識を持った市民の参加や、そのためのしくみづくりが

求められています。 

 団塊世代の大量退職や高齢化率の上昇などを背景に、より多くの市民が主体的に活
動できるよう、コミュニティの重要性に対する意識啓発や情報提供を進めることが

求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 市民が地域課題の解決に主体的に取り組めるしくみづくり 

 より多くの市民が地域課題の解決に参加できる環境を整えるため、基本となる方針
を定め、より良い地域社会の創造に向けたしくみづくりを進めます。 

 多くの市民がコミュニティ活動に参加し、地域課題の解決に取り組めるように、情
報の提供や相談などの支援を行います。 

 自治会・ＮＰＯ・市民活動団体などが相互に交流できる場や機会を充実させ、コミ
ュニティ組織間のネットワークを強化します。 

 行政と地域の間に立ってさまざまな活動を支援する中間支援組織について検討を進
めます。 
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２ 地域の支え合い、助け合いを育むコミュニティ意識の醸成 

 自治会活動、福祉活動、防災・防犯活動など、より良い地域社会の創造や地域コミ
ュニティの向上に向けた市民の活動や交流の輪が広がるよう、情報提供を進めます。 

 日頃の近所付き合いや地域交流などの重要性に対する普及・啓発を進め、より活発
な地域コミュニティ活動につなげていきます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

協働に関する普及・啓発活

動の開催回数 
回 

協働に関する市民向けフォーラム等

の普及・啓発事業の今後 5年間にお

ける開催回数（市民協働課資料） 

－ 10 

自治会加入率 ％ 
総世帯数のうち自治会に加入してい

る世帯の割合（市民協働課資料） 

56.6 

（H20） 
60.0 
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基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

施策大綱２－１ 生きる力を育む学校教育を充実する 

施策２－１－１ 教育環境の充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 子どもたちが楽しく学べる教育環境の中で、子どもたちの心豊かで健やかな成長を
地域ぐるみで見守るまち。 

【現状と課題】 

 東村山市では、子どもたちの安全・安心な学校生活を確保し、災害時における地域
の避難場所としても適切に機能するよう、「東村山市耐震改修促進計画」に基づき、

平成 27年度までに市立小中学校の耐震化率 100％の達成に取り組んでいます。 

 緑豊かな自然環境や優れた歴史・伝統文化など、東村山市の特色を活かした学習の
充実が求められています。 

 地域によって将来的に児童・生徒数の偏りが予想されることから、児童・生徒数の
推移を十分に勘案しながら、通学区域の見直しに取り組む必要があります。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 教育環境の充実 

 子どもたちの安全・安心な学校生活を確保し、学校が災害時に避難場所として適切
に機能するよう、市立小中学校の耐震化工事を実施します。 

 子どもたちが良好な環境で授業が受けられるよう、老朽化した学校施設・設備の整
備を計画的に進めます。 

 子どもたちの情報教育を推進するために、環境整備を計画的に進めます。 

 ふるさと歴史館、八国山たいけんの里などの施設や、ボランティア団体と連携した
学習機会の提供などを検討し、地域の資源を有効活用した取り組みを実施します。 

 児童・生徒数の変化に対応して、適正かつ良好な教育環境を確保するため、通学区
域の弾力的な運用を行います。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

市立小中学校の耐震化率 ％ 

市立小中学校の校舎・体育館の総建

物棟数のうち耐震化済みの棟数の割

合（東村山市耐震改修促進計画） 

61.4 

(H21) 
100 
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基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

施策大綱２－１ 生きる力を育む学校教育を充実する 

施策２－１－２ 教育内容の充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 子どもたちの確かな学力や豊かな心、健やかな体などの生きる力が育まれるまち。 

【現状と課題】 

 子どもたちが自他をいつくしみ生命を大切にするなど、常に他人のことを思いやる
ことのできる豊かな心を育めるよう、「いのちとこころの教育」を推進しています。 

 基礎的な学習や個性豊かな教育活動の推進などを通じ、確かな学力や健やかな体な
どを育むことが求められています。 

 障害の有無にかかわらず、すべての子どもたちが豊かに暮らすことのできる社会の
実現を目指し、「東村山市特別支援教育推進計画（第二次実施計画）」に基づいた教

育の充実に取り組んでいます。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 子どもたちの生きる力を育む基礎学力の形成 

 子どもたちが基礎・基本を身に付け、問題や課題を自ら解決できる力を育むことが
できるよう、学校教育の充実に取り組みます。 

 円滑に中学校生活への移行等ができるよう、小学校・中学校の連携強化を図ります。 

 外国語活動を通して、コミュニケーション能力の充実を図ります。 

２ 他人を思いやることができる豊かな心の醸成 

 個性や創造力に富み、かつ他人を思いやることができる豊かな心が育まれるよう、
外部講師や地域の人材を活用した講演などを行い、東村山市の特色を活かした「い

のちとこころの教育」を進めていきます。 

３ 支援を必要とする子どもが良好な学校生活を送るための環境づくり 

 障害のある子どもなど特別な支援を必要とする子どもが安心して充実した学校生活
を送れるよう、子どもたち一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導・支援

を行うとともに、教員サポーターの配置を充実します。また、特別支援学級の増設

の検討などを行います。 
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 障害のある子どもなど特別な支援を必要とする子どもへの支援の重要性を市民に周
知し、特別支援教育の理解と必要性を啓発していきます。 

 障害のある子どもなど特別な支援を必要とする子どもの可能性を最大限に伸長し、
一人ひとりのライフステージを見通した教育を行えるよう、就学支援を充実します。 

４ みんなが楽しく学ぶための相談・指導体制の充実 

 すべての子どもたちが楽しく学校生活を送れるよう、教育相談機能を充実します。 

 教職員の指導力・資質の向上を図るために、研修活動や自発的な研究活動を支援し
ます。 

５ 豊かな心を育むための読書環境の整備 

 学校図書館の計画的な整備を進め、子どもたちの読書活動や調べ学習の取り組みを
充実します。 

 学校と市立図書館の連携体制を強化します。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

「市民の集い」参加者数 人 

毎年 2月の「東村山市いのちとここ

ろの教育週間」に開催されている「市

民の集い」参加者数（財産表並びに

事務報告書） 

492 

(H20) 
700 

教職員対象の研修会の実

施回数 
回 

教職員を対象に実施する授業力向上

に資する研修会の実施回数（財産表

並びに事務報告書） 

45 

(H20) 
60 

土曜スクール参加者数 人 
土曜スクールに参加する子どもたち

の人数（指導室資料） 

30 

(H20) 
100 
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基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

施策大綱２－２ 健やかで豊かな心を持つ青少年を育成する 

施策２－２－１ 青少年育成環境の充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 地域全体で青少年の健全育成を支える環境が整い、青少年が地域の活動に積極的に
参加し、豊かな心が育まれるまち。 

【現状と課題】 

 近年、青少年が引き起こす事件や薬物の乱用事件が増加しており、青少年の非行防
止が社会的に大きな課題となっています。 

 青少年を取り巻く社会環境が複雑化しており、インターネットや携帯電話でのトラ
ブルや犯罪に巻き込まれることが多発しています。 

 青少年の健全な育成を促すためには、社会のルールを学ぶ機会の充実や、学校・家
庭・地域などの連携による取り組みが求められます。 

 東村山市では、自然体験及び社会体験などを通じて自主性や協調性を養い、自ら進
んで地域の活動に参加する青少年の育成などに取り組んでいます。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 青少年の非行を防ぐための健全な地域環境づくり 

 学校、家庭、地域などがそれぞれの役割を担い、子どもたちを健全に育成するため
の環境を整えるとともに、体験を通して社会のルールや協調性を養う取り組みを行

います。 

 青少年の非行や犯罪を防ぐため、学校、家庭、地域などが情報交換を行うなど連携
を強化し、関係機関が一体となって取り組みます。 

２ 青少年の居場所づくり 

 小学生の放課後の安全・安心な居場所づくりを推進します。 

３ 心豊かで自立した青少年を育成するための環境づくり 

 自然体験・ボランティア体験などの活動や、異年齢とのかかわりの機会を通じ、青
少年の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

します。 
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 心豊かな青少年を育成するために、児童館等と連携を図りながら中高生が交流でき
る場についての検討をします。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

放課後子ども教室に参加

する児童の数 
人 

放課後子ども教室に参加する児童の

延べ人数（社会教育課資料） 

1,620 

(H21) 
2,500 
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基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

施策大綱２－３ 生涯にわたる文化・学習活動を充実する 

施策２－３－１ 市民文化・生涯学習活動の支援・充実  

【施策が目指すあるべき姿】 

 より多くの市民が市民文化・生涯学習活動に取り組み、心豊かに充実した毎日を送
るとともに、活動を通じて得た成果や力を地域に活かすことができるまち。 

【現状と課題】 

 市民が気軽に市民文化・生涯学習活動に参加し、心豊かに充実した生活を送ること
ができるよう、支援体制の整備が求められています。 

 市民文化・生涯学習活動を通じて得た成果や力を活かし、地域に貢献したいと望む
市民が増えています。 

 市民文化・生涯学習活動について、ボランティアで指導できる人材の登録を受け付
け、市民の要求に応じて紹介する生涯学習人材バンク事業の情報提供を行っていま

す。 

 今後さらに多様化・高度化すると見込まれる市民ニーズに応えるため、既存施設の
機能を適切に維持・向上するとともに、活動をけん引する人材の確保・育成に努め

る必要があります。 

 老朽化が進行している社会教育施設を適切に維持するため、施設・設備の整備が求
められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 市民文化・生涯学習活動の推進 

 生きがいやゆとりある人生を送ることを目的とした市民文化・生涯学習活動を推進
します。 

 市民文化・生涯学習活動を通じて得た成果や力を、地域に活かすことができるよう
な取り組みを検討します。 

 市民の自己実現・自己啓発の高まりに伴う多様なニーズに対応した生涯学習計画を
検討します。 
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 子どもの読書活動を推進するために、関係機関との連携や市民との協働体制の充実
を図り、年代や生活環境にあわせた取り組みを行います。 

２ 市民文化・生涯学習活動の体制づくり 

 市民が市民文化・生涯学習活動に気軽に参加し、交流ができるよう、各種活動の情
報の提供を行います。 

 市民生活が豊かなものになるよう、公民館や図書館、ふるさと歴史館など、社会教
育施設としての機能を高めます。 

 社会教育施設を適切に維持するために、老朽化した施設・設備の整備を計画的に進
めます。 

３ 市民文化・生涯学習活動の担い手の育成 

 市民文化・生涯学習活動が活性化されるよう、各分野の指導者等を育成するための
支援を行います。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

生涯学習活動への支援に

満足している市民の割合 
％ 

市民や地域主体の生涯学習活動への

支援に満足している市民の割合（市

民意識調査） 

14.3 

(H20) 
18.0 

生涯学習人材バンク登録

者数 
人 

生涯学習人材バンク名簿に登録され

ている人数（社会教育課資料） 

72 

(H22) 
90 
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基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

施策大綱２－３ 生涯にわたる文化・学習活動を充実する 

施策２－３－２ スポーツ活動の振興  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民が気軽にスポーツ活動に取り組める環境が整っており、健康で充実した毎日を
送ることができるまち。 

【現状と課題】 

 昭和 49年に「スポーツ都市宣言」を行い、市民が生涯にわたって各種スポーツに取
り組むことができるよう、さまざまな面から環境の整備を進めています。 

 市内の町ごとに「体力つくり推進委員会」が設けられ、市民による市民のためのス
ポーツ活動が行われています。 

 市民のスポーツ活動に対するニーズは拡大傾向にあります。 

 より多くの市民が安心かつ気軽にスポーツを楽しむことができるよう、既存施設の
効果的・効率的な活用やライフステージに応じた機会の提供が求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ スポーツ施設の環境整備 

 スポーツ施設を適切に維持するため、施設・設備の整備を計画的に進めます。 

２ 市民の交流と健康を支えるスポーツ活動の振興 

 健康の増進や交流の活性化を図るために、関係機関との連携を強化し、市民のスポ
ーツ活動への参加を促進します。 

 スポーツを通して健康増進が図れるよう、年代や利用者ニーズにあわせたスポーツ
教室やスポーツイベントを開催します。 

 体力検査、各種スポーツ医事相談事業を推進します。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

スポーツセンター施設の

利用者数 
人 

第１体育室等のスポーツセンター施

設の年間延べ利用者数（財産表並び

に事務報告書） 

310,257 

(H20) 
325,000 

屋外体育施設の利用者数 人 

運動公園野球場等の屋外体育施設の

年間延べ利用者数（財産表並びに事

務報告書） 

159,471 

(H20) 
167,400 
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基本目標２ みんなが楽しく学び、豊かな心を育むまち 

施策大綱２－３ 生涯にわたる文化・学習活動を充実する 

施策２－３－３ 歴史・伝統文化の保護・振興  

【施策が目指すあるべき姿】 

 豊かな歴史や伝統文化が息づくことにより多くの市民から親しまれ、次の世代に継
承されるよう、大切に守り育てられているまち。 

【現状と課題】 

 国宝建造物である正福寺地蔵堂、縄文時代や古代のくらしがわかる貴重な資料が出
土した下宅部（しもやけべ）遺跡など、特色のある文化財が数多く残されています。 

 価値ある歴史や伝統文化、文化財を後世に継承していくことが求められています。
また、地域の活性化などにもつなげていくため、これらの利用・活用を進める必要

があります。 

 ふるさと歴史館や八国山たいけんの里では、東村山市の貴重な歴史と伝統文化に関
する常設展示のほか、年間を通じて各種の講座や体験学習事業が開催され、多くの

市民に親しまれています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 文化財の保護と活用 

 市民共有の財産として後世に継承するために、有形・無形文化財や埋蔵文化財など
の文化財の体系的な調査研究を進めます。 

 下宅部遺跡はっけんのもりをはじめとする史跡の保存に努め、市民との協働により
その活用を図ります。 

 多くの市民が郷土への理解を深めるとともに、文化財保護への意識が向上するよう、
文化財の公開・活用を進めます。 

２ 歴史・伝統文化の拠点整備 

 歴史・伝統文化を後世に継承していくために、東村山市の歴史・伝統文化の学習・
継承の拠点であるふるさと歴史館や八国山たいけんの里などの施設を学校教育や生

涯学習の場として積極的に活用していきます。 
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 歴史資料・民俗資料・考古資料等を体系的に収集し、保管・調査・研究に努め、公
開します。 

 歴史的価値を持つ公文書・行政資料が散逸しないよう、整理・管理・公開などのシ
ステムを確立し、公文書保存管理に努めます。 

 ふるさと歴史館を適切に維持するために、設備の整備を計画的に進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

ふるさと歴史館・八国山た

いけんの里の活動に参加

したボランティアの人数 

人 

ふるさと歴史館・八国山たいけんの

里の活動に参加したボランティアの

延べ人数（ふるさと歴史館資料） 

154 

(H21) 
170 

ふるさと歴史館・八国山た

いけんの里で開催された

事業の参加者数 

人 

ふるさと歴史館・八国山たいけんの

里で開催された講座等の事業の延べ

参加者数（ふるさと歴史館資料） 

12,434 

(H21) 
15,000 

ふるさと歴史館・八国山た

いけんの里等の収蔵資料

数 

件 

ふるさと歴史館・八国山たいけんの

里等に収蔵された資料（考古・民俗・

古文書・公文書など）の総数（ふる

さと歴史館資料） 

12,528 

(H21) 
15,000 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－１ 人とまちにやさしい自然と生活環境を醸成する 

施策３－１－１ 水辺環境の整備  

【施策が目指すあるべき姿】 

 適切な治水対策や河道改修が施され、安全・安心で親しみが持てる水辺環境が整っ
たまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「水と親しめる河川や水辺空間の整備」の重要度は高い値と
なっています。 

 市内には、空堀川や柳瀬川をはじめ、前川、北川などの河川や野火止用水が流れ、
身近な水辺空間として、多くの市民に親しまれています。 

 生活雑排水などの影響で水質が悪化していた時期もありましたが、適切な維持・管
理を続けたことにより、現在、水質は大きく改善されています。 

 市民の安全・安心な日常生活や、東村山らしい自然豊かで良好な都市環境を維持す
るためには、河川の治水対策や河道の改修など、水辺空間の整備を計画的に進めて

いくことが求められています。 

 河川の維持・管理は、人々の日常生活や事業活動とも密接なかかわりを有している
ため、今後も引き続き、行政や市民、事業者などが一体となって取り組んでいくこ

とが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 水辺環境の保全・創出 

 新河岸川流域の総合治水対策という視点から、健全な水環境形成の意義や重要性に
ついて、広く市民に理解を深めてもらうよう努めます。 

 市民が豊かな水辺環境を楽しめるよう、景観や生態系、地域住民の生活などに配慮
しながら、憩いや環境意識醸成の場として多くの市民が水や生物などと親しめる場

づくりを進めます。 

２ 河川の適切な維持管理 

 市内河川の適切な維持に努め、安全・安心な水辺空間を整備します。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

水と親しめる河川や水辺

空間の整備に満足してい

る市民の割合 

％ 

水と親しめる河川や水辺環境の整備

に満足している市民の割合（市民意

識調査） 

34.0 

(H20) 
40.0 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－１ 人とまちにやさしい自然と生活環境を醸成する 

施策３－１－２ 緑の保全と創造  

【施策が目指すあるべき姿】 

 八国山緑地などの大規模な緑地だけではなく、市民生活に身近な場所でもより多く
の緑にふれあえる環境に恵まれ、次世代にも誇れる緑豊かなまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「八国山緑地などの里山や雑木林の保全、緑化の推進」に対
する満足度は高い値となっています。 

 市内には、北山公園、八国山緑地、淵の森、国立療養所多磨全生園などの緑地のほ
か、農地や雑木林が各所に分布しており、都心部近郊にありながら、緑豊かな都市

環境が形成されています。 

 現在、東村山市では、将来にわたり緑を守り育んでいくための指針である「東村山
市緑の基本計画」に基づき、公共緑地の管理をはじめ、公園・緑地のボランティア

活動の活発化などの取り組みを積極的に進めています。 

 緑豊かな都市環境をさらに豊かなものへと発展させ、次世代へ確実に受け継いでい
くためには、市民や事業者などとの連携・協力のもと、全市的な取り組みを積極的

に展開していくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 緑化の推進 

 「東村山市緑の基本計画」に基づき、市街地、里山、農地など、それぞれの地域の
特性にあわせた、計画的な緑化の推進に努めます。 

 公共施設の緑化を推進するとともに、市民・事業者の敷地内・屋上・壁面緑化など
の主体的な取り組みを誘導します。また、道路の整備においては、街路樹や植樹帯

の設置に努めます。 

 緑化活動を行う市民団体等を支援していきます。 

２ 緑の保全 

 市民と協力しながら公共の緑地や緑地保護区域の保全に努めます。 
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 保存樹木及び保存生垣の指定・管理等を通じた屋敷林や樹木などの保全に努めます。 

 市全域で緑を感じることができるよう、都立狭山公園、北山公園、八国山緑地、淵
の森、国立療養所多磨全生園などの緑地を中心とした緑のネットワーク化を進めま

す。 

 多摩湖緑地等の公有地化の推進にあたっては、積極的に東京都へ要請していきます。 

 「人権の森構想」推進活動への支援を通じ、約 3 万本もの樹木を有するといわれる
国立療養所多磨全生園の豊かな緑を保全していきます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

緑被率 ％ 

市域面積のうち緑地面積の割合（多

摩六都みどりの実態調査研究報告

書） 

31.8 

（H20） 
31.8 

保存生垣 m 

東村山市が「保存生垣」に指定した

生垣の長さ（財産表並びに事務報告

書） 

3,509 

（H20） 
3,520 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－１ 人とまちにやさしい自然と生活環境を醸成する 

施策３－１－３ 公園の整備  

【施策が目指すあるべき姿】 

 憩いや交流、自然観賞など、来訪者を含めたより多くの人々が、それぞれの目的に
応じて気軽に利用できる公園が整ったまち。 

【現状と課題】 

 市内各所に都市公園・児童遊園などが分布しており、地域住民の憩いや交流の場と
して、多くの人々に利用されています。 

 市外からも多くの人が訪れる八国山緑地や北山公園などの大規模な緑地・公園は、
東村山市ならではの緑豊かな都市環境を実感できるシンボルとなっています。 

 公園の維持・管理は、行政と地域住民などが連携・協力して進めていますが、今後、
より一層、地域のニーズにあった公園としていくため、ボランティア活動の活発化

などが求められています。 

 市民の憩いや交流の場としての機能だけではなく、環境、景観、防災など、多様な
観点から維持・整備を進め、公園の付加価値を高めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 公園の整備 

 北山公園の公有地化を進めるとともに、菖蒲田の改良に努めます。 

 さまざまな人が公園を利用できるよう、憩いの場、防災拠点、自然環境、景観形成、
健康づくり、子育てなど多様な観点から、それぞれの特性にあわせた公園の整備、

維持・管理を進めます。 

 より利用者のニーズや地域の現状にあった公園の整備・運営をしていくために、近
隣住民をはじめとした市民や事業者が、公園の整備に参加することができるしくみ

づくりを進めます。 

 都立東村山中央公園や都立狭山公園などの豊かな緑を、市民のシンボルとして次の
世代に引き継いでいくために、東京都などとも連携・協力しながら保全していきま

す。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

北山公園の公有地化率 ％ 

北山公園の総面積のうち公有地化さ

れている面積の割合（みどりと環境

課資料） 

70.8 

（H21） 
80.0 

公園緑地ボランティアの

登録者数 
人 

市の公園緑地ボランティアとして登

されている人数（みどりと環境課資

料） 

366 

(H21) 
500 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－１ 人とまちにやさしい自然と生活環境を醸成する 

施策３－１－４ 生活環境の保全  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民、事業者、行政など、地域社会を構成するすべての主体が、生活環境や地球環
境にやさしい生活を実践しているまち。 

【現状と課題】 

 将来にわたり持続可能な社会であるために、低炭素社会、自然共生社会、循環型社
会を実現することが求められています。 

 世界規模で温室効果ガスによる地球温暖化が原因とされる異常気象が多発しており、
国や企業はもとより家庭レベルでも、温室効果ガス削減のための取り組みを徹底し

て進めることが重要となっています。 

 近年の技術の進展に伴い、太陽光発電や省エネルギー型機器の利用は、人々のくら
しの中でも身近な存在となっています。現在、東村山市でも、太陽光発電などの再

生可能エネルギーの利用促進に取り組んでいます。 

 東村山市では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき「エコオフィスプラン
東村山」を策定し、温室効果ガス排出の抑制に率先して取り組んでいます。 

 地域社会を構成するすべての主体が地球環境の保全に対して高い意識を持ち、日々
の生活や事業活動の中で、環境にやさしい生活を実践していくことが求められてい

ます。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 環境意識の啓発 

 環境に関するさまざまな活動や情報提供を通して、市民や事業者が、自らが自然環
境を守り・改善していく主体であるという意識を醸成していくよう努めます。 

 次の世代を担う子どもたちが、環境や自然の大切さを遊びや教育を通じて学んでい
ける場や機会を充実させます。 

 市民がより身近に自然を感じられるように、市内の河川や緑の状況、環境に対する
取り組みなどに関する情報を積極的にＰＲするよう努めます。 
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 市民、事業者、行政がともに自然を守り、育んでいくことを目的に連携・協力する
ためのしくみづくりを進めます。 

２ 温室効果ガス（ＣＯ２）の削減 

 交通面におけるＣＯ２の排出を削減するために、自転車や公共交通機関の利用促進や、

幹線道路等の整備による交通渋滞の緩和を図ります。 

 家庭や事業者から排出されるＣＯ２を削減するために、省エネルギー型ライフスタイ
ルの実践を促します。 

 太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用するための取り組みを推進します。 

 「エコオフィスプラン東村山」に基づき、エネルギー使用の合理化やグリーン購入
などの取り組みを進めます。 

３ 快適な生活環境の整備 

 騒音や悪臭の発生に対する指導や監視などを今後も継続して進めます。 

 路上の駐輪・駐車や置き看板、ごみなどのない美しいまち並みを維持するために、
マナー向上の働きかけや、駐輪や駐車、ポイ捨てなどをできないような環境づくり

を進めます。 

 事業者や店舗などに対して、道路への置き看板などを設置しないよう指導を強化し
ます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

東村山市における温室効

果ガス（CO2）排出量 
1,000t 

市内の家庭を含めた全業種の温室効

果ガス（CO2）の年間排出量（みど

りと環境課資料） 

468 

（H19） 
420 

温室効果ガスの抑制など

地球環境保全の取り組み

に満足している市民の割

合 

％ 

温室効果ガスの抑制など地球環境保

全の取り組みに満足している市民の

割合（市民意識調査） 

13.2 

（H20） 
30.0 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－２ 地球環境にやさしい循環型社会を形成する 

施策３－２－１ ごみの減量化・資源化の推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民、事業者、行政などが、循環型社会の実現に向け、ごみの減量化・資源化を意
識した生活や事業活動を徹底しているまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「ごみの減量化やリサイクルの推進」の重要度は高い値とな
っています。 

 東村山市では、ごみの分別回収や資源物の回収などを積極的に推進しており、近年、
可燃ごみ量は減少傾向、資源物回収率は増加傾向で推移しています。 

 循環型社会の実現に向け、今後も引き続き、市民一人ひとりの理解と協力のもと、
ごみの減量化・資源化を着実に進めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ ごみ減量の促進 

 家庭ごみや事業系ごみの減量を促進するため、市民、事業者がそれぞれの立場でで
きるごみの発生・排出抑制に対する取り組みを進めます。 

２ ごみ再使用の促進 

 排出されたごみの再使用を促進するため、粗大ごみ等の収集・再生・販売体制の充
実及び不用品交換の場の充実を図ります。 

３ ごみ再生利用の促進 

 排出されたごみの再生利用を促進するため、生ごみの集団回収や集団資源回収を推
進します。 

 ごみの出し方、分別方法の周知を図ります。 

４ 学習機会・情報の提供 

 市民一人ひとりや事業者が、ごみの減量化・資源化に関する知識を身に付け、自主
的な取り組みができるよう、学習機会や情報を提供します。 
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５ 市民との協働・支援 

 市民との協働・市民組織への支援を通じて、ごみの減量化・資源化を推進していき
ます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

市民一人当たり年間ごみ

排出量 
kg 

市民一人当たりが１年間に排出する

ごみの量（財産表並びに事務報告書） 

291 

(H20) 
※検討中 

ごみ資源化率 ％ 
ごみ排出量のうち資源化したごみの

割合（財産表並びに事務報告書） 

35.4 

(H20) 
※検討中 

※一般廃棄物処理計画策定における検討の結果により設定します。 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－２ 地球環境にやさしい循環型社会を形成する 

施策３－２－２ ごみの適正処理の推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 ごみ処理施設の周辺地域における生活環境に配慮し、より一層ごみ処理が適正に行
われているまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「ごみ焼却炉やリサイクル施設の整備」の重要度は高い値と
なっています。 

 秋水園において、可燃ごみの焼却や不燃ごみ、びん・缶、ペットボトルなどの中間
処理を行っていますが、近年は施設の老朽化や騒音・臭気などの周辺地域の生活環

境への対応が求められています。 

 東村山市では「東村山市秋水園リサイクルセンター整備基本計画」を策定し、ごみ
の適正処理やリサイクルの推進に向けた取り組みを進めています。 

 循環型社会の実現に貢献するとともに、持続可能な社会に向け、より効率的で機能
的なごみ処理施設の整備や運用のあり方などについて、周辺自治体との連携・支援

体制を含めた十分な検討を進めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ ごみ処理施設の維持・整備 

 ごみ焼却施設を安全で効率的に運転するため、耐震補強及び延命化工事を行います。 

 ごみ焼却施設の定期的な点検・整備を実施し、適切なごみ処理を行います。 

 ごみ焼却施設の既設熱回収設備の利用について検討します。 

２ 新たなごみ焼却施設の検討 

 既設ごみ焼却施設の延命化工事後は、施設の安全性及び効率性等を考慮しながら、
周辺自治体との連携・支援体制の検討を含めた新たな施設整備の検討を行います。 
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３ リサイクルセンター計画の推進 

 効率的で機能的な資源化施設を整備し、周辺の生活環境の向上とさらなるリサイク
ルの推進を図ります。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

ごみ処理施設の CO2 排出

量 
t 

ごみ処理施設の年間 CO2排出量 

（施設課資料） 

1961.9 

(H21) 
1903.0 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－３ 安全で安心なくらしを守る 

施策３－３－１ 防災・防犯体制の強化  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民、地域、行政の連携による取り組みが積極的に展開され、市民の安全・安心な
くらしが確保されたまち。 

【現状と課題】 

 首都直下型地震が向こう 30 年以内に 7 割の確率で発生するといわれている中、「東
村山市地域防災計画」を見直し、市民、地域、行政の役割を明確にして、自助、共

助、公助を確立する必要があります。 

 一人暮らしの高齢者、障害者、外国人、乳幼児など、災害時に支援を要する人たち
の安全・安心を確保するためのしくみが必要とされています。 

 大規模地震の発生に備え、公共施設や民間施設の耐震化を計画的に進めることが求
められています。 

 大規模地震では、地域での助け合いが人命救助などに大きく貢献し、また、地域の
目が犯罪抑止効果につながることから、自治会など、地域コミュニティに根ざした

防災力・防犯力の向上が求められています。 

 東村山防犯協会の青色防犯パトロールカーによる市内巡回パトロールや、地域のボ
ランティアによる小学校登下校時の見守り等により、犯罪が減少しています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 地域の防災力の強化 

 災害時の対応力を高めるために、「東村山市地域防災計画」や防災マップ、現在実施
している防災訓練などの見直しを進めます。 

 高齢者や障害者、外国人など、災害時に援護を必要とする人たちの安全・安心を確
保するためのしくみづくりを進めます。 

 災害時の情報伝達を迅速かつ確実に行うため、防災行政無線やホームページなどの
情報伝達手段の有効活用を図ります。 



 

 

 52 

 市報やホームページによる情報提供や出前講座などの講習会を通して、市民や事業
者の防災意識の普及・啓発に努めます。 

 地域に根ざした防災活動の中心として、消防団の充実に努めます。 

 災害時のマンパワーを強化するため、ボランティア団体などの育成や、地域住民が
中心になって実施する防災活動に対する支援を進めます。 

 災害時の被害を抑制するために、民間施設の耐震化に関する指導、啓発を進めます。 

 地域の防災拠点としてふさわしい安全性を備えるため、公共施設の耐震化を計画的
に推進します。 

２ 地域の防犯力の強化 

 東村山防犯協会と連携して、青色防犯パトロールカーの増設、駅前防犯カメラの増
設等、犯罪の減少に努めます。 

 防犯活動のマンパワーを強化するために、地域の見守り活動を行うボランティア団
体や人材の確保・育成を進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

自主防災組織に加入して

いる地域の割合 
％ 

市内全町丁目のうち自主防災組織を

結成している町丁目の割合（防災安

全課資料） 

50.9 

(H22) 
60.0 

地域の防犯活動に参加し

ている自治会の割合 
％ 

市内の自治会のうち東村山防犯協会

に参加している自治会の割合（防災

安全課資料） 

27.4 

(H22) 
32.7 
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基本目標３ みんなでつくる安全・安心とうるおいを実感できるまち 

施策大綱３－３ 安全で安心なくらしを守る 

施策３－３－２ 消費生活の向上  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民一人ひとりが消費生活に関する正しい知識を身に付け、より安全・安心なくら
しを送ることができるまち。 

【現状と課題】 

 近年、全国的に高齢者を狙った振り込め詐欺や悪質な訪問販売、携帯電話・インタ
ーネットの普及に伴う消費者トラブルが増加傾向にあり、市民から寄せられる消費

生活に関する相談内容も多様化・複雑化しています。 

 国では平成 21年に消費者庁を発足し、消費者の安全・安心を守り、消費生活の向上
のため消費者行政に力を入れています。 

 消費生活に関する知識の普及・啓発や相談体制の充実、市民の自主的な活動に対す
る支援などを進めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 相談体制・情報提供の充実 

 国や東京都等の関係機関との連携強化や、相談員の専門性を向上するための取り組
みなどを進め、相談窓口の充実や対応の迅速化を図ります。 

 相談方法や相談事例・解決方法などに関する情報をわかりやすくまとめ、広く提供
します。 

 消費生活展や消費者講座、バス見学会などの普及・啓発事業を継続して実施します。 

２ 市民や関係者間のネットワークづくり 

 国や東京都、市民団体、社会福祉協議会等の関係機関や市内の事業者などとの連携
を強化し、ネットワーク化を図ります。 

 消費生活に関する活動を活発化するために、市民などが主体的に行う勉強会や交流
の場づくりなどの活動を支援します。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

消費生活啓発事業の実施

回数 
回 

消費生活に関する講座等の年間実施

回数（生活文化課資料） 

6 

（H21） 
10 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－１ 快適に暮らせる住みやすいまちをつくる 

施策４－１－１ 適切な土地利用誘導と計画的な住環境の整備  

【施策が目指すあるべき姿】 

 豊かな自然環境とまちのにぎわいが両立し、より多くの市民から今後も住み続けた
いと支持される魅力にあふれたまち。 

【現状と課題】 

 東村山市は、ほぼ全域が市街化区域に指定されていますが、都心部近郊にありなが
らうるおいのある水と緑に恵まれ、都市の利便性と自然の豊かさの両方を享受でき

る優れた特性を有しています。 

 将来にわたって、自然の豊かさと都市の利便性・にぎわいを感じられるまちであり
続けるためには、今後も引き続き、地域の特性に応じた適切な土地利用や計画的な

開発を誘導していくことが求められています。 

 地域の特性に応じたまちづくりを進めていくため、市民、事業者、行政など、地域
社会を構成するさまざまな主体が連携・協力した取り組みを積極的に展開していく

ことが求められています。 

 市内に点在する高度経済成長期に建設された官舎や集合住宅は、施設の更新時期を
迎えており、今後、建て替えや再生計画等により住環境に大きな変化が生じること

が予想されています。 

 引き続き良好な住環境を保持していくために、既成住宅地における安全性の確保が
求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 地域の特色を活かした土地利用 

 将来にわたって市域全体で良好なまちづくりを進めるために、「東村山市都市計画マ
スタープラン」に基づき、各種都市計画関連の制度を積極的に活用しながら、地域

の特性と調和した土地利用を誘導します。 

 特に、比較的大規模な官舎や集合住宅の再生計画等に対しては、地域の特性と調和
を図るよう関係機関との連携・協力に努めます。 
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 地域住民の自主的なまちづくりへの支援や地区計画の活用などによるまちづくりを
推進します。 

２ 住環境の整備 

 民間主導の開発にあたっては、周辺環境とゆとりある住環境の形成に配慮するよう、
宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱に基づきまちづくりを行っていきます。 

 市営住宅を適切に管理するために、老朽化した施設・設備の整備を計画的に進めま
す。 

 既成住宅地における良好な住環境を保持していくために、宅地耐震化の推進に努め
ます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

適切な土地利用と良好な

住宅地の整備に満足して

いる市民の割合 

％ 

適切な土地利用と良好な住宅地の整

備に満足している市民の割合（市民

意識調査） 

13.9 

(H20) 
20.0 

宅地耐震調査地区数 地区 
宅地耐震調査の実施地区数（都市計

画課資料） 
－ 3 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－１ 快適に暮らせる住みやすいまちをつくる 

施策４－１－２ 中心核の整備  

【施策が目指すあるべき姿】 

 駅周辺部に多様な都市的機能が集積し、多くの人々が集い、交流できる、にぎわい
のある中心核の形成に向け、さまざまな取り組みが進められているまち。 

【現状と課題】 

 東村山駅、久米川駅及び秋津駅・新秋津駅は、市内の駅の中でも乗降客数が特に多
く、東村山市の中心的な商業・業務・文化などの諸機能が集積する中心核に位置づ

けられています。 

 東村山駅及び久米川駅の周辺部では、利用者の利便性・安全性の向上やまちのにぎ
わい創出などに向け、駅前広場や道路などの整備を進めています。平成 21年 10月、

東村山駅西口では、駅前広場とともに地下駐輪場を整備しました。また、「健康増進、

くつろぎ、つどい交流スペース」を基本コンセプトとした公益施設市民ステーショ

ン「サンパルネ」を開設しました。 

 さらに、平成 22年 2月、今後の東村山駅周辺のまちづくりについて、市民、事業者、
行政などが行う具体的なまちづくりが、相互に秩序と連携をもって進められるよう

「東村山駅周辺まちづくり基本構想」を策定しました。 

 久米川駅においては、平成 22年 4月、鉄道とバス・自転車の交通結節点機能を持た
せた北口駅前広場が完成しました。広場内には、地域の要望を具現化したおよそ

1,000㎡の自由広場が設置され、歩行者空間に憩いとやすらぎの場を提供することが

期待されています。 

 今後も利便性・安全性の向上やにぎわい創出を図るため、地域の住民や事業者の理
解と協力を得ながら、中心核の整備を着実に進めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 東村山駅周辺の整備 

 引き続き都市計画道路 3･4･9号線（東村山駅武蔵大和駅線）等の整備を進めます。 

 市民が主体となって策定した「東村山駅周辺まちづくり基本構想」に基づいて事業
を進めます。 
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２ 久米川駅周辺の整備 

 久米川駅北口駅前広場の整備に続き、新青梅街道との交差点改良を含めた都市計画
道路 3･4･26号線（久米川駅清瀬線）の整備を進めます。 

３ 秋津駅・新秋津駅周辺の整備 

 中心核の一つとして、位置づけられている秋津駅・新秋津駅周辺の整備方針等につ
いて引き続き検討を進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

駅周辺整備に満足してい

る市民の割合 
％ 

にぎわいと利便性向上のための駅周

辺整備に満足している市民の割合

（市民意識調査） 

21.3 

(H20) 
35.0 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－１ 快適に暮らせる住みやすいまちをつくる 

施策４－１－３ 東村山らしい景観の形成・保全  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民一人ひとりが東村山市に対し、より深い愛着と誇りを持つことができる魅力的
な景観が整ったまち。 

【現状と課題】 

 八国山緑地、北山公園、淵の森などの自然や正福寺地蔵堂、下宅部（しもやけべ）
遺跡、野火止用水などの歴史・文化は、良好な景観形成において東村山らしさを醸

し出す重要な景観資源です。 

 これらの景観資源は、東村山市の都市としてのイメージ形成や魅力の向上、市民の
まちに対する愛着・誇りを醸成する上でも極めて重要な役割を果たしています。 

 今後も引き続き、地域の魅力向上と市民の愛着・誇りの醸成に向け、豊かな自然や
歴史・文化など、東村山らしさを実感できる景観の保全を積極的に進めていくこと

が求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 地域の特性を活かした景観づくり 

 緑や農地、河川等の自然、駅周辺や商店街等の市街地など、それぞれの特性にあっ
た景観を整備していくために、土地利用の方向性を検討します。 

 まちの魅力を高めるために、自然、歴史・文化、市街地のにぎわいなど地域の特性
を活かしたまちなみ整備に向けた景観づくりの方針を検討します。 

２ 自然景観や歴史的景観の保全 

 自然景観や歴史的景観を後世に伝えていくために、地権者や民間開発事業者などに
理解と協力を求め、保全に努めます。 

 地域の緑や歴史を活かしたまちなみづくりを進めるために、保存樹木や文化財の指
定・保全などを積極的に行います。 
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３ 景観意識の醸成 

 景観の保全や活用を促進する地域住民の自主的なまちづくりの活動に対し、情報提
供などの支援を行います。 

 東村山市に対する愛着・誇りや東村山らしさが高まるよう、景観を活用した取り組
みを進めていきます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

東村山らしさとして後世

に引き継ぎたい景色 
景 

東村山 30 景(「心を和ませやすらぐ

ことのできる風景」や「東村山らし

さを醸し出す行事の情景」)に続き、

後世に引き継ぎたい景色の指定数

（企画政策課資料） 

30 

(H6) 

50 

(H26) 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－１ 快適に暮らせる住みやすいまちをつくる 

施策４－１－４ 下水道の整備・維持  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市内すべての地域において下水道事業が安定的かつ効率的に運営されているまち。 

【現状と課題】 

 東村山市では、平成 7 年度末に公共下水道整備が完了しており、市全域で水洗化が
可能になっています。一方で、下水道へ未接続となっている家庭、事業者があり、

市民の生活環境の改善や公共用水域の水質改善の観点から、下水道へ接続してもら

う必要があります。 

 東村山市の下水道は集中的に整備が進められており、今後、同時期に多くの施設が
更新時期を迎えることが予想されています。 

 将来にわたり安定した下水道事業を展開していくためにも、地震や都市型水害など、
災害にも強い下水道施設の適切な維持・管理が求められています。 

 東村山市では、平成 19年度に「東村山市公共下水道事業経営健全化計画」を策定し、
下水道事業の経営健全化に努めていますが、依然として厳しい運営状況にあり、今

後も積極的な取り組みが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 下水道施設の整備 

 水質や水量が適切に管理されるよう、下水道施設の維持・管理を行います。 

 重要度の高い管路の耐震化計画を策定し、地震に強い下水道を目指します。 

２ 効果的・効率的な下水道経営 

 業務の効率化を図るために、新設や修繕などにあたっては、安全性・品質などを考
慮しつつ、過度な費用の発生を抑えます。 

 中長期的な経営計画のもと、健全な下水道経営を進めます。 



 

 

 62 

３ 雨水の有効活用 

 都市水害や水質汚濁を防止するために、雨水浸透施設の整備を進め、河川への流入
量の緩和を図ります。 

 雨水を地下に還すとともに、身近な雨水利用の方法を検討します。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

水洗化率 ％ 

処理区域内人口のうち、下水道へ接

続し、汚水処理している人口の割合

（東村山市下水道プラン 2009） 

98.5 

(H21) 
99.0 

雨水整備面積 ha 
雨水整備を実施した総面積（東村山

市下水道プラン 2009） 

101 

(H20) 
104 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－２ 交通ネットワークと交通環境の整ったまちをつくる 

施策４－２－１ 幹線道路の整備・推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 幹線道路を介し、人や車が滞りなく流れ、安全性がしっかりと確保されたまち。 

【現状と課題】 

 東村山駅付近をはじめ、市内各所に数多くの踏切が設置されており、朝夕のラッシ
ュ時を中心に渋滞が発生し、円滑な交通の妨げになっているとともに、まちが鉄道

によって分断されています。 

 平成 21年 4月に、国土交通省は、鉄道連続立体交差事業の新規着工準備箇所として
東村山駅付近を採択しました。事業主体である東京都では、東村山駅付近の５か所

の踏切除却に向けた検討が進められています。 

 市内の都市計画道路の整備率は、多摩地域 26市の中で依然として低い水準にとどま
っています。また、その他の主要道路の中には、幅員が十分に確保されておらず、

自動車と歩行者の双方にとって危険な路線があります。 

 渋滞の少ない、円滑な交通ネットワークの形成を図り、自転車と歩行者の安全性を
確保するため、引き続き都市計画道路の整備を着実に進めていくことが求められて

います。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 東村山駅付近の鉄道連続立体交差事業の推進 

 交通の円滑化と安全性の向上のために、東村山駅付近の鉄道の立体化による踏切の
除却に向けて取り組みます。 

 都市計画道路や周辺道路の整備など、鉄道沿線のまちづくりを進めることで、分断
されているまちを一体化し、都市の活性化を目指します。 

２ 都市計画道路などの整備推進 

 道路交通ネットワークを整備し、交通の円滑化と安全性を向上するために、都市計
画道路を計画的に整備していきます。特に「多摩地域における都市計画道路の整備

方針」及び「新みちづくり・まちづくりパートナー事業」に位置づけられた都市計

画道路の整備を優先的に進めていきます。 
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 都市計画道路 3･3･8号線（府中所沢線）、3･4･11号線（保谷東村山線）の整備や、都
道への歩道設置及び交差点改良等については、東京都へ整備の推進を要請していき

ます。 

３ 広域幹線道路の受け入れ 

 都市計画道路「飯能所沢線」は、東京都及び埼玉県の広域的な連携機能の向上を図
る上で、重要な幹線道路であることから、東京都へ道路ネットワークの整備方針を

示すよう要請していきます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

都市計画道路の整備率 ％ 

市内の都市計画道路の計画延長のう

ち整備済延長の割合（用地・事業課

資料） 

18.5 

(H21) 
23.4 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－２ 交通ネットワークと交通環境の整ったまちをつくる 

施策４－２－２ 生活道路の整備  

【施策が目指すあるべき姿】 

 くらしに身近な生活道路の安全性が向上し、より多くの市民が安心して通行できる
歩行空間が整ったまち。 

【現状と課題】 

 市内の生活道路は、複雑に入り組んでおり、幅員が狭く見通しの悪い箇所が多く見
受けられます。 

 東村山市では、道路の拡幅や歩道の設置、危険箇所や傷みの激しい道路の改良、私
道の整備促進など、生活道路の安全性を向上するための取り組みに努めています。 

 安全な通行の確保と交通の円滑化を図るため、歩道の設置や狭隘道路の拡幅など、
道路機能の向上が求められています。 

 効果的・効率的に生活道路の安全性を高めていくためには、特に老朽化が著しく、
早急な対策を講じる必要性が高い路線など、優先順位を明確にした計画的な整備を

進めることが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 生活道路の改良・整備 

 市内の交通の安全性を向上させるために、道路の拡幅改良、歩道設置や車道と歩道
の分離を計画的に進めるとともに、道路横断歩道橋についても安全性の確保に努め

ます。 

 東村山市私有道路整備補助規則に基づいた私道の整備を進めます。 

２ 橋梁の整備 

 老朽化している橋梁の安全性を確保するために、国や東京都へ補助制度の拡充を要
請します。 

 橋梁を適切に維持するため、橋梁台帳の整備を進めていきます。 

 武蔵野線橋梁の耐震補強工事を進め、安全性の向上に努めます。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

市道の改良率 ％ 
市道の総延長のうち改良済延長の割

合（道路課資料） 

71.0 

(H21) 
78.5 

武蔵野線橋梁における耐

震補強工事進捗率 
％ 

市内の武蔵野線橋梁のうち耐震補強

工事が完了した橋梁の割合（道路補

修課資料） 

－ 100 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－２ 交通ネットワークと交通環境の整ったまちをつくる 

施策４－２－３ 交通の円滑化と安全性の確保  

【施策が目指すあるべき姿】 

 だれもが安全・快適に行き交うことができ、すれ違うときにあいさつを交わせるよ
うな、ゆとりのある交通環境が整ったまち。 

【現状と課題】 

 市民意識調査において、「バリアフリー化など、お年寄りや障害者にもやさしい道づ
くり」の重要度は高い値となっています。 

 公共交通は、九つの鉄道駅のほか、コミュニティバスが運行されているなど、良好
な状態にあります。 

 東村山駅や久米川駅の地下駐輪場の整備、市民の交通安全意識の啓発活動など、交
通環境の改善に向けた取り組みを進めています。一方、放置自転車などの問題も抱

えています。 

 歩行者同士があいさつを交わせるようなゆとりある道路をつくるために、市民や事
業者の理解と協力を仰ぎながら、適切に歩道の整備を進めることが求められていま

す。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 交通安全対策の充実 

 交通事故撲滅を目指し、関係機関とともに、市民の交通安全意識高揚を目的とした
啓発事業を推進します。 

 交通安全施設の整備を推進し、安全性の確保に努めます。 

２ 市内公共交通網の整備 

 市民の日々の生活などにおける移動の利便性・快適性を高めるために、民間路線バ
スの推進を図るとともにコミュニティバスの路線及び運行のあり方の見直し・改善

を含め、市内公共交通網のあり方を検討します。また、市民に対してコミュニティ

バスの利用を働きかけます。 
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３ 自転車利用環境の整備 

 放置自転車を解消するために、対策の見直しなどを検討するとともに、指導及び撤
去などに努めます。 

 自転車マナー向上のために、学校での自転車マナー講座の開催など市民に対し、自
転車利用時における安全意識の向上を促します。 

４ だれもが安全・快適に利用できる道路等の整備 

 だれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、高齢者、障害者等の移動等の円
滑化の促進に関する法律や東京都福祉のまちづくり条例に沿って、道路等の整備に

努めます。 

５ 市民に親しみある道路づくり 

 歩行者が安心して行き交うことができ、すれ違うときにあいさつを交わすなどの交
流ができるよう、ゆとりある歩道の整備を進めます。 

 市民が親しみを持ったり、道案内や待ち合わせなどをわかりやすくできるよう、道
路に愛称を付け、広くＰＲします。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

放置自転車撤去台数 台 

東村山市自転車等の放置防止に関す

る条例に基づく放置自転車の年間撤

去台数（財産表並びに事務報告書） 

2,609 

(H20) 
1,400 

愛称が付いている道路の

数 
路線 

市内道路の愛称募集により愛称が決

定した道路の数（交通課資料） 

27 

(H21) 
32 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－３ 豊かさとにぎわいを創出する産業を振興する 

施策４－３－１ 都市農業の育成・支援  

【施策が目指すあるべき姿】 

 農業・農地が将来にわたって保全され、活気ある農業が営まれているとともに、よ
り多くの人々が農業を身近に感じることができるまち。 

【現状と課題】 

 農地は、農業の振興だけではなく、都市の貴重な緑やゆとりのある風致景観の保全、
災害時における避難場所の確保など、多面的な機能を有していますが、東村山市の

農地面積は年々減少傾向にあります。 

 東村山市は、地産地消の推進や認定農業者支援施策の推進、市民農園や体験農園を
通じた農業のふれあいの機会づくりなど、農業振興に向けたさまざまな取り組みを

進めています。 

 市民の農業に対する理解を深め、より身近に農業を感じるまちづくりを進めていく
ことが求められています。 

 地域活性化につなげていくためのさまざまな農業振興の取り組みが求められていま
す。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 農業経営の支援 

 都市農業、農地の保全に向けて、市長会等を通じて法令整備や税制上の対策を国に
求めていきます。 

 国や東京都の補助金などを積極的に活用して、農業者団体などが行う農業振興事業
を支援します。 

 後継者、新規就農者、認定農業者などに対する技術支援や情報提供などを行います。 

 飲食店や食品加工業者などと協力し、市内農産物の提供や加工食品の販売など新た
な農商工連携を進めます。 

 生産者と消費者とのふれあいの機会を通じ、農業に対する理解を深めるため、体験
農園や観光農園など、気軽に農業に親しめる体験の場づくりを進めます。 
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２ 「東村山ブランド」の促進 

 安全で高品質な農産物としての付加価値を高めるため、農産物のさらなる品質向上
や減農薬などの環境保全型農業を促進します。 

 東村山市の農産物のブランド力を高めるため、市内農産物のおいしさや安全性につ
いて広報活動を強化します。 

３ 地産地消の推進 

 市内農産物の直売の場づくりを促進するほか、農産物直売所マップを活用して、地
産地消を進めます。 

 市報やホームページなどを通じ、市内農産物や市内農産物を使った加工品やレシピ
の紹介など東村山産品の周知を図り消費拡大につなげます。 

 学校給食への市内農産物の提供など地域における地産地消を進めます。 

 地域農業への理解を深めるため、学校と連携し子どものころから農業とふれあえる
機会を設けます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

東村山産農産物を学校給

食に使用する割合 
％ 

学校給食における野菜等農産食材の

うち東村山産農産物を使用する割合

（産業振興課資料） 

9.1 

(H21) 
12.0 

農業体験農園区画数 区画 
市内 5ヶ所の農業体験農園の区画数

（産業振興課資料） 

400 

(H22) 
600 



 

 

 71 

基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－３ 豊かさとにぎわいを創出する産業を振興する 

施策４－３－２ 商工業の育成・支援  

【施策が目指すあるべき姿】 

 市民の日常生活やまちの経済を支える商工業が活発に展開され、まちのにぎわいと
活力を創造するまち。 

【現状と課題】 

 長引く経済不況により市内の商工業者の多くは厳しい経営を強いられていますが、
今後の成長が期待される業種も見受けられます。 

 市内には 25の商店会組織がありますが、市民の消費が市外の大型店等に流出してお
り、地元商業の活力低下が見受けられます。 

 商工業振興を図るため、商工会による東村山ブランド「里に八国」育成事業を支援
しています。 

 高齢化社会の到来に伴い、くらしに必要な日用品や飲食が調達できるような地域に
根ざした魅力ある商店街づくりが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 商工業・サービス産業の振興 

 商工会や商店会等と連携して、商工業振興や産業まつりをはじめとする市民や地域
とのつながりを強めるイベント等の事業を支援します。 

 意欲のある商店会に対して、活性化プラン作成事業の支援などを行います。 

 東村山ブランド「里に八国」商標を地域ブランドとして消費者に認知されるよう、
ＰＲ活動を推進します。 

 新しい事業者の参入を促すために、空き店舗情報の提供や支援を行います。 

 商工会が行う同業種・異業種交流の推進や各種勉強会の開催、共同研究、販路開拓、
展示会などの取り組みを支援します。 

 産業を活性化していくために、国や東京都などとのネットワークを強化します。 
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 市内の中小企業の育成や経営を支援するため、東京都や商工会と連携し、経営講座
や技能研修等を促進するとともに、事業資金の融資等を行い活性化を図ります。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

商工会加入事業所数 社 
商工会に加入している事業所数（産

業振興課資料） 

1,715 

(H22) 
1,800 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－３ 豊かさとにぎわいを創出する産業を振興する 

施策４－３－３ 観光まちづくりの推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 地域固有の観光資源と市内の産業が連携し、元気な地域経済とにぎわいを創出する
まち。 

【現状と課題】 

 市内には、国宝建造物である正福寺地蔵堂などの歴史・文化資源、映画「となりの
トトロ」の舞台ともいわれる八国山緑地や北山公園に代表される豊かな緑、武蔵野

うどん等の食文化など、地域固有の観光資源が数多くあります。 

 平成 21年に東村山駅西口の公益施設市民ステーション「サンパルネ」内に産業・観
光案内コーナーを開設し、内外に東村山をＰＲする取り組みを進めています。 

 東村山らしさを引き出し、観光振興の取り組みを発展させていくため、観光資源を
さらに活用することが求められています。 

 市民だからこそ知り得る地域の良さを発掘・発信していくため、地域住民が観光振
興にかかわることができる環境づくりを進めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 観光まちづくりの推進 

 市内の歴史・文化・自然・食・人の力を活かした観光振興を図るため、市・教育委
員会・商工会・市民団体の連携による総括的な観光振興プランを策定します。 

 各観光拠点の回遊性を高め来訪者の満足度向上を図るため、菖蒲まつりや産業まつ
り等各種イベントの開催・拡大やモデルコースづくり、移動手段の整備・充実など

を進めます。 

 東村山駅西口の公益施設市民ステーション「サンパルネ」内の産業・観光案内コー
ナーにおいて、東村山市の名所旧跡や東村山ブランド「里に八国」商品などを内外

に積極的に紹介していきます。また、マスメディアを活用したＰＲ、ホームページ

の充実などを進めます。 

 案内板や案内標識の設置や案内マップの作成などを進めます。 
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 市民の力を活かし、市民だからこそ知り得る地域の良さを発掘・発信するため、観
光ボランティアの育成など、観光振興を担う人材育成を進めます。 

 市全体で観光客を温かく受け入れるおもてなしの心を高めるため、ホスピタリティ
の醸成を進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

菖蒲まつり来場者数 人 
菖蒲まつりの期間中延べ来場者数

（産業振興課資料） 

84,000 

(H21) 
120,000 

観光ボランティアの活動

日数 
日 

観光ボランティアの年間活動日数

（産業振興課資料） 

30 

(H22) 
120 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－４ まちの機能を支える情報環境を整備する 

施策４－４－１ 情報基盤の整備  

【施策が目指すあるべき姿】 

 まちのさまざまな情報を、地域社会を構成するさまざまな主体にわかりやすく発信
し、市の情報を市民と共有できるまち。 

【現状と課題】 

 総務省の平成 21年「通信利用動向調査」によると、インターネットの世代別の個人
利用率は、60歳以上の世代において伸びが著しく、特に 65～69歳代では 58.0％（対

前年比 20.4ポイント増）と大幅に増加しています。 

 パソコンやインターネットなどの情報通信技術を利用することが困難な高齢者や外
国人などにも十分配慮し、まちのさまざまな情報をよりわかりやすく提供すること

が求められています。 

 市民の意識・行動が多様化するとともに、広報・広聴手段も多様化・多機能化・多
チャンネル化しています。 

 協働によるまちづくりを進めていくため、市民へくらしに関する情報をわかりやす
く提供するとともに、情報共有していくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ わかりやすい情報提供の充実 

 ユニバーサルデザイン注）に配慮した情報提供のしくみづくりを進めます。 

 市政への理解と関心を高めるとともに、市民にわかりやすい情報提供に努めます。 

注）ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように、

はじめから配慮したデザインを示します。 

２ 市民や行政による情報資産の共有化と利用・活用の促進 

 より効果的・効率的な情報の提供と共有化を進めるため、市政情報の蓄積と一元化
を検討します。 



 

 

 76 

 協働によるまちづくりを活発化させるため、地域社会を構成するさまざまな主体が
まちづくりに関する情報を提供し合い、共有できるしくみをつくります。 

 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した地域コミュニティサイトの構築・運用などによ
る双方向型の情報発信機能を強化します。 

３ 情報公開制度の充実 

 引き続き情報公開条例を適正に運用していくととともに、情報公開請求をしなくと
も市報、市ホームページ、図書館、情報コーナーで自由に見られる市政情報の充実

を図ります。 

 市が有する情報を市民と共有し、より透明性の高い市政運営を進めます。 

【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

市のホームページへのア

クセス件数 
件 

市のホームページ（トップページ）

への年間アクセス件数（情報システ

ム課資料） 

600,000 

(H21) 
780,000 

情報コーナーで公表して

いる市政資料数 
冊 

情報コーナーで閲覧・コピーできる

よう公表している市政資料の数（総

務課資料） 

1,526 

（H22） 
1,626 

市政に関する情報提供施

策に満足している市民の

割合 

％ 

市政に関する情報提供に満足である

と回答した市民の割合（市民意識調

査） 

15.8 

(H20) 
30.0 
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基本目標４ みんなが快適に暮らせる、活力と魅力にあふれたまち 

施策大綱４－４ まちの機能を支える情報環境を整備する 

施策４－４－２ 電子自治体の推進  

【施策が目指すあるべき姿】 

 情報通信技術を有効活用し、市民にとって利便性の高い行政サービスが提供される
とともに、より効率的に行政運営が進められているまち。 

【現状と課題】 

 近年、より質の高い市民サービスの提供と行政運営の高度化・効率化を同時に実現
するため、電子自治体の構築に取り組む動きが全国的に活発化しています。 

 総務省の平成 21年「通信利用動向調査」によると、国内のインターネットの人口普
及率は 78.0％に達しています。 

 東村山市では、市民や事業者がインターネット上で各種申請・届出などの手続きを
行うことができるネット申請サービスを提供しています。 

 今後も引き続き、市民サービスの向上とより迅速で効率的な行政運営を図るため、
費用対効果や個人情報の保護に配慮しながら、計画的に行政サービスの電子化を進

めていくことが求められています。 

【５ヶ年の施策の方向性】 

１ 庁内の各種行政・情報システムの整備・充実 

 より簡素で効率的な行政運営を進めるため、費用対効果を勘案しながら、ＩＣＴ（情
報通信技術）の発展に対応した庁内の各種行政・情報システムの整備・充実を進め

ます。 

２ 市民に身近な行政サービスの電子化の推進 

 市民にとって身近な申請・届出などの利便性を高めるため、行政手続きのオンライ
ン化拡大などを進めます。 
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【成果を測定するための指標】 

指標名 単位 指標の説明 現状値 
目標値 

(Ｈ27) 

ネット申請利用件数 件 
ネット申請の年間利用件数（情報シ

ステム課資料） 

2,800 

(H21) 
3,600 

公共施設予約システムの

利用件数 
件 

公共施設予約システムの年間利用件

数（情報システム課資料） 

46,000 

(H21) 
50,000 
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Ⅲ 今日から明日へ 笑顔あふれる東村山の実現に向けて 

 

 将来都市像の実現に向けて、計画を着実に推進するために、前期基本計画の計画期間（平

成 23 年度～27 年度）の中で、経営資源（人・物・金・情報）にかかる次の課題に重点的に

取り組みます。 

 

 

 １ 職員の資質の向上                          

 市民の多様化・高度化するニーズを的確に把握し、質の高い行政サービスを提供するため

に、豊かな創造性と政策形成能力を有する職員が求められています。また、市民から信頼さ

れ、親しまれる市役所を目指し、職員の職務遂行能力を向上させていくことが必要です。 

 市民が満足する市政を推進する原動力となる職員の資質の向上に努めていきます。 

 

 ２ ストックマネジメントの検討                     

 防災上重要な公共建築物と位置づけられている東村山市所有の施設の耐震化が課題となっ

ているほか、老朽化の進行といった問題を抱えている施設もあります。また、市民のニーズ

や利用実態に合わせた公共施設の適切な利用・活用についての検討が求められています。 

 公共施設の最適化に向け、再配置を含め整備の検討を行っていきます。 

 

 ３ 市税等の財源の確保                         

 計画の推進には、効果的・効率的な事業執行と、事業を支える財源の確保が求められます。

とりわけ歳入の根幹をなす市税収入は、欠くことのできない財源です。 

 市税に対する理解を深めるとともに、納税機会の拡充を図り、税負担の公平性の観点から

も、市税収納率向上に取り組んでいきます。 

 

 ４ わかりやすい市政情報の提供                     

 市政への理解と関心を高めるとともに、市政を身近なものとして感じることができるよう、

市政情報を迅速に、わかりやすく提供することが求められています。また、すべての市民に

市政情報が行き渡るような情報提供の推進が望まれています。 

 市民が必要とする市政情報をわかりやすく提供できるよう、職員一人ひとりが取り組みま

す。 

 


