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大綱１ 健康で元気なみずほ 

 

○大綱の目指す姿 

生涯健康で元気に生活できることは、すべての町民の願いです。乳幼児から高齢者

まで、各年代に応じた健康支援策を講じるとともに、医療制度の充実、医療体制の整

備をすすめます。また、価値観の多様化や超高齢社会の到来を控え、だれもが自立し

た豊かな生活を送り、ふれあいのある地域社会の実現をめざすとともに、安心して子

どもを産み育てることのできる環境の整備につとめます。 

 

―大綱の進捗総評― 

概ね「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

評価が低い項目の多くは、サービスを提供する施設の状況が悪い、人員不足を理由

として挙げており、環境整備やサービス提供の体制づくりが課題となっている。 

 

＜中項目＞１-① 保健・医療 

○中項目の目指す姿 

町民自らが健康づくり活動を展開できるよう支援するとともに、乳幼児から高齢者

まで各年代に応じた健康診査などの受診機会の拡大につとめます。また、年齢、体力、

目的にあったスポーツ事業、高齢社会に対応したレクリエーション機会の提供を通じ

て、町民の健康づくりを推進します。 

地区医師会と協力した一次医療と公立福生病院を拠点とした＊二次医療の連携によ

り、適切な医療体制を構築します。 

○中項目全体で残された課題 

健康診査等の充実については、若年世代の健康診査の受診者数が増加していない状

況があり、この改善が課題となっている。 

それ以外は「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

出産・子育て応援事業については、学齢期の親子に対する支援のあり方、障がい福

祉サービスとの連携についての検討を行うこととしている。 

また、各種検診や予防事業については、受診者のさらなる増加に向けた取組を行う

こととしている。 

それ以外は、ほとんどの事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）として

いる。 
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＜中項目＞１-② 社会保障制度 

○中項目の目指す姿 

国民皆保険制度の維持に向け、適正な保険財政の運営をはかります。 

国民健康保険については、特定健康診査や特定保健指導、健康づくり事業との連携

により、町民の健康の維持と医療費の抑制を促進します。 

今後到来する超高齢社会に対応し、住み慣れた地域で安心して自立した生活を営む

ことができるよう、安定的な介護サービスの提供につとめるとともに、国の医療制度

改革に柔軟に対応し、生活機能レベルに対応した円滑なサービス利用を支援します。 

また、国民年金については制度の趣旨普及と啓発、年金相談の充実につとめ、加入

促進と無年金者の防止をはかります。 

○中項目全体で残された課題 

介護保険制度における地域包括ケアシステムの構築・推進は、人員不足のため国の

求めるレベルに到達しないため、さらなる推進が課題となっている。 

それ以外は「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

各種制度の改正時には、適切な事務の進行や町民への制度改正の周知等を行ってい

くとしている。地域包括ケアシステムについては、組織の見直しなどの人員体制を整

えていくとしている。 

また、全ての事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞2-① 地域・生活福祉 

○中項目の目指す姿 

住み慣れたまちで、だれもが自立した生活を送ることができるよう、町民全員でさ

さえあう心豊かな地域社会の形成につとめます。また、ひとり親家庭や生活困窮者な

どの自立が一層促進されるよう、就労支援や相談体制、経済的支援の充実をはかりま

す。 

○中項目全体で残された課題 

福祉バス運行事業については、利用対象者が限られるため、利用者の増加が課題と

している。また、民生委員・児童委員、保護司の確保が課題となっている。 

それ以外は、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 
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事業を PR し利用者の拡大を図るほか、福祉バス事業においては、今後の公共交通の

あり方を検討するとしている。 

また、ほとんどの事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞2-② 児童福祉 

○中項目の目指す姿 

ゆとりをもって安心して子育てに取り組むことができるように、子どもの成長と子

育て家庭を地域全体でささえる仕組みづくりと、多様化する保育ニーズに対応したサ

ービスの提供につとめます。また、児童館や学童保育クラブ、子ども家庭支援センタ

ー事業の充実をはかり、子どもたちの豊かな社会性を育みます。 

 

○中項目全体で残された課題 

保育園運営業務は、待機児童が０ではないため、待機児童数０対策が課題となって

いる。 

保育園運営業務以外は「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価

（担当課）である。 

○今後の方向性 

待機児童対策は、様々な施策を組合わせて対応していくこととしている。保育園や

学童クラブ、子ども家庭支援センターにおいては、従事する人員の不足もあり、体制

の充実を図っていくこととしている。 

子どもの数は減少しているものの、医療費の給付は子育て支援の観点から重要であ

るとして、所得制限の撤廃を都に要請していくこととしている。 

また、ほとんどの事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞2-③ 障がい者福祉 

○中項目の目指す姿 

ノーマライゼーションの意識のもと、障がい者（児）が隔たりなくいきいきと生活

できるよう、地域活動への参加促進と自立への支援推進をはかります。また、指定相

談支援、就労支援、生活支援の充実につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

町内に障がい者関連施設が少ないため、需要が高いサービスの町内での供給量が少

なく、身近な地域で必要な支援を受けることのできる体制を整えることが課題となっ

ている。 
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それ以外は、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

「拡大または現状のまま継続する」「手段等の見直し」に分かれている。 

「手段等の見直し」は施設の運用管理が該当し、施設の老朽化が進んでいることか

ら改修や環境改善を検討することとしている。また、精神障害者施設の運営管理につ

いては、相談支援員の確保を検討することとしている。 

 

＜中項目＞2-④ 高齢者福祉 

○中項目の目指す姿 

地域住民が互いにささえあい、高齢者が生きがいをもって安心して生活できるよう、

地域包括支援センターを拠点とした地域ネットワークを構築するとともに、医療や介

護サービスを補完する生活支援サービスを適切に提供します。 

 

○中項目全体で残された課題 

新しい包括支援事業以外は「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という

評価（担当課）である。 

町民の高齢化に伴い、必要とされる費用や対応する職員の不足が出てくるため、そ

の対応が課題となっている。 

○今後の方向性 

高齢者人口の増加による需要の増大を見据え、介護予防や在宅医療・介護連携を推

進するとともに、地域の見守りの体制づくりを図ることとしている。 

また、ほとんどの事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 
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大綱２ 一人ひとりが輝くみずほ 

 

○大綱の目指す姿 

次代を担う子どもたちが心豊かに育つことは、地域社会の宝となります。学校、家

庭、地域が一体となって、青少年を育てる環境づくりにつとめます。また、だれもが

自己目標の実現をはかることのできるよう、いつでも、どこでも学習できる環境づく

りにつとめ、一人ひとりが生涯輝くことのできるまちづくりをすすめます。 

 

―大綱の進捗総評― 

概ね「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

学校、家庭、地域の連携が引き続き課題となるとともに、それぞれの中項目におけ

る活動の場の環境改善が課題となっている。 

 

＜中項目＞３-① 学校教育 

○施策の目指す姿 

豊かな人間性と社会性を育むとともに、学力の定着と向上のため、教育内容と学習

環境の充実をはかります。また、地域と連携した安全な学校づくりを推進します。 

学校、家庭、地域の交流を促進するとともに、幼稚園や保育園と小学校との連携に

より、就学前の教育支援につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

学力向上について全国平均に届いていないため、更に学力向上への対応を推進して

いくことが課題となっている。 

それ以外については、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担

当課）である。 

○今後の方向性 

教育内容については、学力向上策や学校ごとに特色のある教育を推進することとし

ている。また施設面では、耐震化や IT 対応等も含めた環境改善のための取組を推進す

ることとしている。 

また、ほとんどの事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 
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＜中項目＞３-② 青少年健全育成 

○施策の目指す姿 

次代を担う青少年が心身ともに健全に育つための環境整備と、家庭や地域における

教育力の向上をめざし、子育て支援施策と連携した総合的な取組をすすめます。 

また、青少年問題協議会、地区青少年協議会、青少年委員会、子ども会連合会など

と連携し、自主性と協調性のある青少年の育成につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

青少年を取り巻く社会状況が変化する中、関連団体や他事業との連携や事業内容の

充実を推進することとしている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞４-① 生涯学習 

○施策の目指す姿 

だれでも、いつでも、どこでも学習できることを基本に、関連団体とのネットワー

クを強化するとともに、情報の一元化をはかり、すべての人にわかりやすい生涯学習

情報を提供します。また、現代的課題や地域課題に適切に対応した講座や教室などを

提供するとともに、町民や団体の自立的な学習活動を尊重しながら、その支援につと

めます。 

利用者ニーズに合った図書の提供につとめるとともに、利用しやすい新たな施設を

整備するなど図書館機能の充実をはかります。 

 

○中項目全体で残された課題 

住民との協働による事業は、時代の変化や多様化する学習ニーズに対応した学習機

会の提供が課題としている。 

それ以外については「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担

当課）である。 

○今後の方向性 

図書館施設の充実については、手段等を見直すこととしている。また、貸出体制の

充実については、費用対効果や社会情勢の変化を見据え、時代に即した手法の検討を

進めるとしている。 

また、ほとんどの事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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＜中項目＞４-② スポーツ・レクリエーション 

○施策の目指す姿 

すべての町民が気軽にスポーツを行い、レクリエーションに参加できる環境づくり

をすすめ、町民の健康の保持、増進をはかります。＊総合型地域スポーツクラブの設

立や東京国体の開催を契機に、健康スポーツ社会の形成をめざします。 

 

○中項目全体で残された課題 

町民体育祭事業についてはその在り方が課題としている。また、体育施設の維持管

理については、老朽化への対策が課題としている。 

それ以外は「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

町民体育祭事業及び体育施設の維持管理については、それぞれ対応の方向性を検討

することとしている。 

それ以外の事業については現状のまま継続する（担当課）としている 

 

＜中項目＞2-③ 芸術・文化 

○施策の目指す姿 

町民の活発で旺盛な学習意欲に対応するとともに、関係団体の交流を促進し、効果

的な活動ができるネットワークづくりにつとめます。また、団体との協働による講座

や事業を実施し、自主的な文化活動を支援します。 

町民の郷土愛を育み、町の伝統文化を継承するための環境を整えます。 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

ビューパーク・スカイホールの維持管理・運営については、民間のノウハウの活用

を研究し、指定管理者制度もしくは業務委託による運営を検討していくとしている。 

それ以外の事業については現状のまま継続する（担当課）としている 
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大綱３ 魅力ある温かいみずほ 

 

○大綱の目指す姿 

社会を明るくするためには、活力とにぎわいを創出し、魅力ある地域社会を形成す

ることがもとめられます。町の特徴を活かした産業の集積と、町の魅力を発信し多く

の人が集う観光事業の創出をはかります。また、個人を尊重すると同時に、個人が手

を取り合って形成したコミュニティを尊重することも地域の活性化に欠かせません。

コミュニティの醸成を支援し、人と人とがつながる温かいまちづくりをすすめます。 

 

―施策の進捗総評― 

概ね「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

産業については、関係主体の連携や事業の啓発・情報発信が課題となっている。コ

ミュニティ、国際交流については、既存組織の改善が課題となっている 

 

＜中項目＞５-① 農業 

○施策の目指す姿 

優良農地の保全と不耕作農地の解消につとめるとともに、環境保全型農業の推進、

認定農業者制度の普及推進により、経営力の向上を促進します。また、特産品の付加

価値づくりへの支援、新たな特産品の創出とブランド化、生産者と消費者がつながり

をもつことができる地産地消の環境整備につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

ふれあい交流型農業の推進事業については、町民農園の充実・拡大や体験農園の開

設に関する研究を進めることとしている。また、狭山池上流部整備については、整備

修了後の方向性につて関係団体等と協議することとしている。 

それ以外の事業については、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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＜中項目＞５-② 商工業 

○施策の目指す姿 

消費者のニーズに合わせた魅力ある商店街づくりを支援し、地域商業の活性化をは

かります。また、既存の商店と大型店との共存をめざし、経営基盤の強化と地域密着

型の商店づくりを支援します。 

工業集積により蓄積された技術を活かした新産業の育成を支援します。また、中小

企業の経営体質の強化と経営安定化を支援します。 

東京都や多摩地域の市町村との連携による産業集積をはかるとともに、優良企業の

誘致をすすめます。 

町民の就業機会を拡充するため、東京都や＊ＮＰＯなどと連携し、雇用の場の確保

や就業の支援をはかります。また、すべての勤労者が働きやすく、仕事と家庭生活が

両立できるよう企業への啓発につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

商業振興事業については、既に進出した大型店と商店との共存や、農業、観光等と

の連携について検討を行うこととしている。 

工業振興事業については、企業誘致推進にあたって町内で事業展開することの優位

性について発信していくこととしている。 

 

＜中項目＞５-③ 観光・イベント 

○施策の目指す姿 

町の特徴や歴史、文化を観光資源として、観光地や観光地周辺を整備し、町内外か

ら多くの人が集うにぎわいづくりをすすめます。また、観光ガイドやホームページの

ほか、幅広いメディアを活用し、町の魅力を発信します。 

イベントの共同開催や新規イベントの創出により、地域コミュニティの醸成をはか

ります。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

水・緑と観光を繋ぐ回廊計画の推進については、計画の啓発活動を推進することと

している。 



10 

 

＜中項目＞6-① コミュニティ 

○施策の目指す姿 

自ら課題を発見し、解決をはかるという役割を果たし、町民一人ひとりが主役とな

ったまちづくりをすすめるため、コミュニティリーダーを育成するとともに、コミュ

ニティの醸成に向けた支援を行います。また、コミュニティを形成するための活動拠

点のユニバーサルデザイン化をすすめ、だれもが利用しやすい施設とします。 

 

○中項目全体で残された課題 

町内会（自治会）への支援事業については、高齢世帯の退会や役員の負担増による

役員のなり手不足への対応が課題としている。コミュニティセンターの運営事業につ

いては、一部のセンターの自主運営の実施状況が課題としている。 

それ以外は「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

町内会（自治会）への支援については、退会者を増やさないための施策や役員等の

負担軽減策について検討することとしている。 

また、スポーツ広場等の提供については、私有地が多く占めるため、その維持に関

する検討をすることとしている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞６-② 平和・人権 

○施策の目指す姿 

世界平和は社会全体の願いです。平和を希求する町民意識を育む環境づくりにつと

めます。また、町民すべての人権を守るため、子どもから高齢者まで多くの町民が人

権擁護の心を育む機会の提供につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

今後は多くの年代の方が関われるような事業の工夫が課題としている。 

また、「目標を達成し施策（事業）は完了し、目的の効果を挙げた」という評価（担

当課）である。 

○今後の方向性 

全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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＜中項目＞6-③ 都市交流・国際化 

○施策の目指す姿 

町のアイデンティティを再認識するとともに、知識と見聞を広げるため、都市間に

おける人、物、文化、地域資源などの交流の場を創出します。 

町民が互いの文化や国籍、言葉の違いを超えて相互理解を深めるよう、米国モーガ

ンヒル市やアジアの都市との交流を推進します。また、外国人町民がよき隣人として

生活できるよう、多文化共生の地域づくりをすすめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

町の姉妹都市委員会のあり方に課題があるとしている。 

全ての事業が「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

今後の姉妹都市交流の進め方についての検討を行うこととしている。 

全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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大綱４ 安全安心やさしいみずほ 

 

○大綱の目指す姿 

安全で安心できる生活環境と、温暖化を防止する地球環境の形成には、地域社会全

体での取組が必要です。町民、事業者、町が一体となってその責務を全うし、安全に

安心して暮らせるまちづくりをすすめます。また、自然環境の保全や循環型社会を推

進し、人と自然の調和の取れた環境にやさしい地域社会を形成します。 

 

―施策の進捗総評― 

概ね「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

大綱で扱う取組を地域社会で実施するために、大綱３のコミュニティと連携した取

り組みが課題となる。 

 

＜中項目＞7-① 安全・安心 

○施策の目指す姿 

「安全・安心まちづくり条例」にもとづき、町民、事業者および町が一体となって

その責務を全うし、安全に安心して暮らせる地域社会を構築します。 

災害に備え、防災体制を整備、充実するとともに、事業所との応援協定の推進、自

主防災組織の強化、町民の防災意識の向上をはかります。また、常備消防である福生

消防署と連携し、消防団活動への支援や普及啓発を行い、町の消防力の充実につとめ

ます。 

犯罪抑止対策や被害者対策について、関係者が一体となって、情報の共有化や連携

した活動を展開し、防犯対策をすすめます。 

高齢者や子どもを危険から守るため、交通マナーやモラル、交通安全意識の高揚を

はかります。また、適切な交通安全施設の設置、放置自転車対策の徹底により、歩行

者の安全確保につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

自主防災組織の代表者が２年程度で交代することが多く、継続性を持たせることが

課題となっている。 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

地域防災計画については、新庁舎にあわせた更新を進めることとしている。また、

自主防災組織については、母体となる町内会（自治会）の見直しに合わせて組織の見
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直しを検討することとしている。 

全ての事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞7-② 基地対策 

○施策の目指す姿 

快適な居住空間で、安全で安心な生活環境を確保するため、基地に起因するさまざ

まな障害の解消に向け、情報の開示や航空機騒音の縮小について要望していきます。 

また、国有提供施設等所在市町村助成交付金の増額や各種補助制度の拡充について、

働きかけていきます。 

なお、騒音や事故の危険性が増大する軍民共用化については、反対の姿勢を貫きま

す。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

関係機関への要請事務については、要請活動を粘り強く実施していくとしている。

また、交付金については、新たな事業要望等、関係各課から聴取の上、効果的なまち

づくりに活用できるよう調整することとしている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞7-③ 消費生活 

○施策の目指す姿 

インターネットによる情報社会が形成されている中、消費者の安全と利益を損なう

問題が増えています。消費生活に関する正しい知識の普及と消費者の自立への支援に

つとめるとともに、関係機関との連携を強化し、町民の生活を守ります。 

 

○中項目全体で残された課題 

（事務事業評価を実施している事業無し） 

○今後の方向性 

（事務事業評価を実施している事業無し） 
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＜中項目＞８-① 循環型社会 

○施策の目指す姿 

廃棄物の中間処理施設としてのリサイクルプラザの機能を発揮し、新たなリサイク

ル手法の構築や正しい分別収集の徹底をはかり、町民主体の循環型地域社会を形成し

ます。また、日常生活の中での省エネルギーの推進や自然エネルギーの利活用など、

地球温暖化対策に取り組みます。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

地球温暖化対策の推進については、町の助成事業を休止し、国や都、社会情勢の動

向を注視し研究していくととしている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

 

＜中項目＞８-② ごみ・し尿 

○施策の目指す姿 

ごみ処理に関するルールの遵守とマナーの向上を啓発し、ごみの排出抑制をはかる

とともに、さらなる資源化を研究していきます。 

また、し尿の効率的処理につとめるとともに、公共下水道への接続を促進し、衛生

環境の向上をはかります。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

廃棄物の処理手数料については、現状の徴収手段を維持しつつ、確実かつ効率的な

方法を模索することとしている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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＜中項目＞８-③ 環境保全 

○施策の目指す姿 

人と自然の調和の取れた共生社会の形成に向け、豊富な緑を守り育てるとともに、

動植物の生態系を維持できるよう生息環境の保全につとめます。また、エコパークを

拠点として環境保全思想の普及をはかります。 

公害の未然防止と早期対応をはかるとともに、町民へ環境にやさしい生活スタイル

を啓発していきます。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞８-④ 環境美化 

○施策の目指す姿 

ボランティアによる環境美化活動を支援するとともに、ポイ捨てに対するモラルや

ペットの飼育マナーの向上を啓発し、ごみのないまちづくりを推進します。また、地

域住民との連携や環境パトロールの巡回監視を強化し、廃棄物などの不法投棄の撲滅

をめざします。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

公害等の巡視・指導については、課題についての理解促進のための取組を進めるこ

ととしている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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大綱５ 快適で美しいみずほ 

 

○大綱の目指す姿 

町の財産である豊かな自然と魅力ある都市空間の調和は、見る人にやすらぎと潤い

を与えてくれます。時代の変化に対応した都市基盤や生活基盤を整備するとともに、

美しい街並みを形成します。また、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた便利で

快適に暮らせるまちづくりを推進します。 

 

―施策の進捗総評― 

概ね「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

魅力ある都市空間の形成のため、それぞれの分野で引き続き取り組みが必要である。 

 

＜中項目＞9-① 土地利用 

○施策の目指す姿 

時代の変化に対応した都市計画マスタープランの見直しのもと、狭山丘陵や農地な

どの自然を保全しつつ、新たな地区計画の導入や用途地域の指定を検討しながら秩序

ある市街地を形成し、住居、商業、工業の調和の取れた土地利用を誘導します。 

 

○中項目全体で残された課題 

「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

○今後の方向性 

地籍調査事業については、対象地区における調査が終了したため、手段等の見直し

をすることとしている。 

また、都市計画マスタープランの改定に関する事業んついては、現状のまま継続す

ることとしている。 

 

＜中項目＞9-② 土地区画整理 

○施策の目指す姿 

地域の特性を活かした魅力ある都市空間を創造するため、箱根ケ崎駅西地区と殿ケ

谷地区の土地区画整理事業を推進するとともに、栗原地区土地区画整理事業の早期事

業化をめざします。 

新青梅街道の拡幅再整備が都市計画決定されたことから、関連する土地区画整理事

業との一体的な展開をはかれるよう、関係機関との連携を強化するとともに、多摩都
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市モノレール延伸の早期事業化を促進します。 

 

○中項目全体で残された課題 

栗原地区の事業においては、事業認可取得までに解決しなければならない問題が多

種多様にあり「当初の計画より遅れている、または取組んでいない」という評価であ

る。 

駅西地区および殿ケ谷地区については「順調に推移し、期待通りの成果を上げてい

る」という評価である。 

○今後の方向性 

栗原地区においては、事業認可取得に向けて、問題点を一つづつ解決していくこと

としている。 

また、全ての事業が、現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞9-③ 景観 

○施策の目指す姿 

町のもつ豊かで多様性のある自然的、歴史的景観の保全と、都市景観や新たな地域

資源を活かした良好な景観の創出につとめ、調和の取れた街並みを形成します。また、

町民やボランティアとの協働により、美しい街並みを維持するとともに、町民の景観

に対する意識向上をはかります。 

 

○中項目全体で残された課題 

（事務事業評価を実施している事業無し） 

○今後の方向性 

（事務事業評価を実施している事業無し） 
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＜中項目＞10-① 公共交通 

○施策の目指す姿 

公共交通網の充実による町民の利便性の向上と町の潜在的能力がより高く発揮でき

る環境づくりをすすめるため、ＪＲ八高線の複線化や輸送力の増強を要請します。ま

た、土地区画整理事業による市街地整備にあわせた新駅の設置、バス路線および運行

本数の拡充を要望していきます。 

特に、新青梅街道の拡幅再整備の早期完成を東京都に促し、あわせて箱根ケ崎まで

の多摩都市モノレール延伸について強く要請していきます。 

 

○中項目全体で残された課題 

町の公共交通については、従前より移動手段として十分とはいえない状況であり、

鉄道網やバス路線網の改善が課題となっている。 

事業については、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当

課）である。 

○今後の方向性 

近隣自治体とも連絡を取りつつ、公共交通業務に関する研究・要請活動を実施する

こととしている。 

また、事業については現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞10-② 住宅・公園 

○施策の目指す姿 

土地区画整理事業や＊地区計画の進ちょくにあわせ、町民や事業者との協働をはか

りながら、良好な住環境の誘導と定住化の促進をはかります。公営住宅については、

高齢者や障がい者に配慮した改造、機能向上を考慮し、安心した生活を提供します。 

 遊具などの公園設備の安全性の確保に加え、公園ボランティアによる住民参加型

の公園づくりをすすめ、町民に親しまれ、身近で特色のある公園空間を形成します。

また、計画的な緑地の保全につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

町民一人当たりの公園面積が標準面積に届いていないことからその対応策が課題と

なっている。 

また、全ての事業について、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という

評価（担当課）である。 

○今後の方向性 
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公園・緑地の整備及び維持管理については「拡大」、その他の事業については「現状

のまま継続する」となっている。 

 

＜中項目＞10-③ 道路 

○施策の目指す姿 

町民の理解と協力により、生活道路の拡幅整備をすすめるとともに、防災の面から

も拡幅が必要な道路については、公有地化をすすめていきます。また、不良箇所の早

期発見と迅速かつ的確な対応につとめ、安全な道路環境を維持します。 

国道や都道については、沿道の植栽など快適な環境づくりや、歩車道分離施設の設

置を要請し、歩行者の安全を確保します。また、都市計画道路の整備を促進します。 

 

○中項目全体で残された課題 

全ての事業について、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担

当課）である。 

○今後の方向性 

未整備区間の事業の推進や、町民の安全を重視した道路の改善を進めることとして

いる。 

全ての事業について、現状のまま継続する（担当課）としている。 
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＜中項目＞10-④ 上下水・河川 

○施策の目指す姿 

公共下水道の計画的な整備と下水道施設の適切な維持管理を推進するとともに、市

街化調整区域内の整備の拡大をはかります。また、道路整備や宅地開発、自然災害に

よる雨水の流出を防ぐため、雨水貯留浸透施設の設置など、適切な対策を講じます。 

上水道については、管理をしている東京都と災害時における給水体制の確保につい

て、連携および協力体制を強化します。 

親水空間の維持、保全のほか、水循環機能および生物多様性など生態系の保全に配

慮した河川づくりにつとめます。また、流域自治体と連携して、計画的な河川の改修、

流出対策の実施、河川水質の調査および監視体制の強化をすすめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

全ての事業について、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担

当課）である。 

○今後の方向性 

下水道の整備事業及び施設の維持管理については、現状のまま継続するとしている。 

また、財源の確保については、経営の効率化、行政サービスの向上を図り、持続性

のある下水道経営を行うこととしている。 
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総合計画を推進するために 

 

―施策の進捗総評― 

概ね「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）である。 

 

＜中項目＞11-① 地域協働 

○施策の目指す姿 

町民の意見をまちづくりに反映させるための仕組みを構築します。また、町内会や

自治会、ＮＰＯや住民活動団体の自主的な社会貢献活動を支援するとともに、町政各

分野において、それら多様な主体との協働による柔軟かつ先駆的な町民サービスの提

供につとめます。 

地域協働をすすめるためにはボランティア活動の充実が必要です。町民が積極的に

活動に参加し、町民同士がささえあう環境づくりに向け、ボランティアセンターみず

ほと連携し、地域の問題解決をはかることのできる円滑な活動を支援します。 

また、女性も男性も互いの個性を尊重し、それぞれの能力を発揮できる地域社会を

構築するため、時代の変化に対応した男女共同参画意識を高める活動を展開します。 

 

○中項目全体で残された課題 

選挙啓発事務については、若年層の投票率向上が課題となっている。 

それ以外の事業については、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という

評価（担当課）である 

○今後の方向性 

協働事業については、制度作りや周知・啓発方法などを検討していくこととしてい

る。また、選挙啓発については、積極的な啓発活動を続け居ていくこととしている。 

また、全ての事業が、「現状のまま継続する」（担当課）としている。 
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＜中項目＞11-② 広報・広聴 

○施策の目指す姿 

町民と連携、協働するためには、各種情報を共有することが重要です。多様化する

町民ニーズに対応し、読みやすい広報紙とホームページの作成、行政情報の積極的な

開示と提供につとめます。また、町民が町への意見を気軽に寄せることのできる環境

を充実させます。 

すべての町民が利便性のよい＊ＩＣＴ環境を享受することができるよう、情報のバ

リアフリー化や情報格差の解消、地域情報基盤の整備促進をはかります。 

 

○中項目全体で残された課題 

全ての事業が、「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担当課）

である。 

○今後の方向性 

全ての事業が、「現状のまま継続する」（担当課）としている。 
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＜中項目＞12-① 行財政運営 

○施策の目指す姿 

町民へ質の高い行政サービスを提供し続けるために、行政改革の推進を強化すると

ともに、多様化、複雑化する行政課題に対応できる職員の資質の向上と効率的な組織

体制の整備につとめます。また、町民の評価にもとづく行財政運営を計画的にすすめ

る仕組みと、町民の立場に立った行政手続制度の構築につとめます。さらに、町民に

信頼されるよう、情報セキュリティの強化をはかるとともに、情報システムの最適化

と効率化をすすめます。 

町民にもっとも身近な基礎自治体として、安定した行政サービスの提供を維持する

ために、効率的な業務運営による行政コストの削減、確実かつ効果的な自主財源の確

保と基金の運用、地方債の抑制をはかります。また、客観的な評価ができる財政指標

をわかりやすく示し、町の財政状況を広く公開していきます。 

財政基盤の中心である町税の安定的な確保のため、適正かつ的確な課税と収納率の

向上につとめます。 

 

○中項目全体で残された課題 

ほとんどの事業で「順調に推移し、期待通りの成果を上げている」という評価（担

当課）である。 

○今後の方向性 

役所の顔である住民課窓口のあり方や、効果的・効率的な組織の見直しを検討して

いくこととしている。 

ほとんどの事業が、拡大または現状のまま継続する（担当課）としている。 

 

＜中項目＞12-② 広域行政 

○施策の目指す姿 

多様化、複雑化する行政課題の解決は、複数の自治体が共同で処理することで、効

率的かつ効果的な行政サービスを提供することができます。西多摩地域広域行政圏協

議会構成市町村と連携し、新しい施策の展開に結びつけていきます。また、一部事務

組合による他市町村との連携を堅持するとともに、新たな広域連携のあり方を研究し

ていきます。 

特に、公共交通網の整備など瑞穂町だけでは解決できない課題については、近隣自

治体と連携し、効果的な活動を推進します。 

 

○中項目全体で残された課題 
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（事務事業評価を実施している事業無し） 

○今後の方向性 

（事務事業評価を実施している事業無し） 

 

 

 

 



 

　 ●

【長期総合計画における進捗状況評価】※年度終了後に記入

　

　

●

　

　

大項目 平和行政の推進 実施計画書掲載 ○

小項目

根拠計画及び
根拠法令

事務事業名 平和事業の推進

事
業
概
要

平和意識の高揚 事業期間 平成17年度から

　戦争のない平和な世界を希求するとともに、平和な地域社会を維持・実現するために、平和意識を高揚していくための
事業や情報収集を行う。また、戦後７４年が経過し、戦争経験者が高齢化していることから、時間的制約を意識して、町
内の平和に関する情報や記録の収集、共有化を進めていく。

【平和意識の高揚を図る】
 ・平和のパネル展の実施（各コミュニティセンター、戦没者慰霊祭）・アンネのバラ等平和関連植物の
   維持管理・平和のメッセージ（作品募集）
【平和に関する情報や記録の収集、共有化】
 ・平和のメッセージ（体験談募集、作品集の作成等）・戦争体験者による平和の語り部・戦後７０年戦争
　 体験記録映像制作等
【その他】
 ・世界連邦宣言自治体全国協議会自治体職員１人１００円募金・平和関連各種団体への対応・黙祷・終
   戦記念日及び東京都平和の日記念式典への参加・関連研修への参加等

  以上のような事業を通じて、町民目線で考えられた平和な地域社会の維持・実現を行っていく。

分野名

　　経　緯

（いつからどの
ように始まった
のか）

企画部企画課企画係担当部署

作成者 赤石　望

一部委託

【戦争のない平和の世の中の希求、平和意識の高揚等、その他】
　・昭和48年に世界連邦平和都市宣言を議決。その後、自治体職員による100円募金や8月15日の終戦記念日、3月10日の東京都平和の日の黙とうを実施。北方領土の
　　返還を求める都民会議、昭和58年1月設立時に瑞穂町は会員となる。
　・第3次長期総合計画後期基本計画に初めて｢平和意識の高揚｣の小項目が設定され、第4次長期総合計画では「平和・人権」が施策分野として設定された。平成27
　　年度平和首長会議に加盟。
　・「平和祈念碑の建立」平成16年、平和意識の高揚を目的に平和祈念碑を建立
　・「平和のメッセージ」平成16年、平和のメッセージ募集及び表彰を実施した。以降毎年度実施。
　・「平和関連植樹」平成16年、被爆アオギリの植樹、平成21年3月、平和のメッセージ表彰式の際、平和祈念碑前にアンネのバラと、被爆クスノキを植樹。以降、
　　毎年度、平和祈念碑周辺等に平和関連植物を植樹。平成29年3月…被爆エノキ※最新
　・「アンネのバラ」平成18年3月…ホロコースト記念館から寄贈された｢アンネのバラ｣6株を平和祈念碑前等に植樹。管理のボランティアの申し出があり、平成18年9
　　月からお願いをしている。～以降、苗木の生育と町内公共施設との調整を行い、現在町内13カ所に植樹している。平成28年11月…けやき館※最新
　　（平成28年9月現在）
　・「平和意識の継承」平成22年度には、戦没者慰霊祭と平和祈念事業の連携や、恒久的な平和意識の継承について検討するよう町長の指示。平成23年度に町
　　（企画・福祉）と社協で検討した結果、長期的な課題と位置付け、遺族会の動向を優先して対応するとの結論。
　・「平和のパネル展」平成23年度は戦没者慰霊祭に平和のパネルを展示した。以降、毎年度実施。
　・「アンネのバラ」の土の改良を実施
【平和に関する情報や記録の収集、共有化】
　・「平和の語り部事業」平成26年度は町内の戦争体験者の方等に依頼し、放課後子ども教室特別企画として、平成27年度は学校と調整し、小学校で平和の取組とし
　　て実施。以降、町内小中学校１校以上で、毎年の取組として実施。
　・「瑞穂町戦後70年戦争体験記録映像ＤＶＤ「瑞穂の語り部」～みらいへつたえる戦争と平和～」。平成27年度制作。町内図書館・図書室で貸出し、けやき館での
　　上映等を実施。
　・平成28年度以降、けやき館で温故知新の会「平和へのメッセージ」を実施。世代を越えて、戦争体験や平和への思いを発表。
　・各課所管の平和関連事業の実績等を調査しまとめた。

平和・人権 全部委託

第４次瑞穂町長期総合計画後期基本計画

Ｃ順調に進捗し、期待通りの成果をあげている

Ｄ順調に進捗しているが、期待していた成果とは異なる、も
しくは不明

Ｅ当初の計画より遅れている、または取り組んでいない

Ｆ当該事業実施の必要性がなくなった

【平和に関する情報や記録の収集、共有化】
・平和な地域社会の維持・実現のためには、町民の生活目線で平和を考え、平和への合意形成や情報や歴史の共有を行っ
ていく事業を実施する必要があります。
・町内に暮らす戦争経験者の経験や思いを、町の平和に関する歴史として捉え直し、それらを継承し、共有していく必要
がある。このことについては、「平和の語り部」や「戦後70年ＤＶＤ制作」や「平和のメッセージ」等の現行の企画課単
体事業では目標を補完できない。このことから、戦争中や戦後の瑞穂町の暮らしの様子等を後世へ伝えていくために、部
門で連携した取組が必要とされるので、平和事業の総合的な計画を策定する等が必要である。
・町が持っている戦争平和関連の資料や戦争体験等を共有していくためのアーカイブを作成する。
・アンネのバラの維持管理はボランティア1名に頼っている状況なので、持続可能な管理体制を構築することが重要であ
る。

民間委託の形態

　内容・目的

（どのようなこ
とを行っている
のか・どのよう
な状態にしよう
としているの
か）

課　題

（どのような問
題があるのか）

平成 31 年度事務事業評価シート №

進
捗
状
況
評
価

説
明

平和意識の高揚という点からは、実施事業を縮小するこ
となく継続的に行っていることは評価される。また、戦
争体験者が直接子どもたちに平和の大切さを伝える「平
和の語り部事業」等の取り組みを継続的に実施している
ことは評価される。新型コロナウイルス感染症拡大防止
の観点から、平和のメッセージの表彰式や平和展は開催
中止となったが、全体的には、次の世代に平和の大切さ
を伝える成果にはつながった。今後は、多くの年代の方
が関われるような事業の工夫が期待される。

Ａ目標を達成し施策（事業）は完了し、目的の効果を挙げた

Ｂ目標を達成し施策（事業）は完了したが、当初予定してい
た成果とは異なった、もしくは不明

 



年度

【目標・成果等】※「目標」はシート作成時、「成果」「今後改善すべき点」「今後の方向性」は年度終了後に記入
　

●

　

　

●

　

　

　

●

　

Ａ拡大

　Ｂ現状のまま継続

●Ｃ手段等の見直し

　Ｄ縮小

　Ｅ廃止・休止

　Ｆ完了・終了

【事業の
適正性】※シート作成時に記入

●必要である
　必要ではない

　必要である
●必要ではない

　 Ａ新規予算計上 　 Ａ新規予算計上

　 Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う 　 Ｂ前年度予算を超えて事務事業を新設・拡大を行う

　 Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う 　 Ｃ前年度予算内で事務事業を新設・拡大を行う

● Ｄ前年どおりの維持 ● Ｄ前年どおりの維持

　 Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う 　 Ｅ前年度予算内で事務事業を縮小または効率化を図って行う

　 Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う 　 Ｆ予算措置を伴わない、事務事業の内部の調査・検討・実施を行う

　 Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う 　 Ｇ統廃合を含めて、事務事業の中止・休止・廃止を行う

【連携内容・意見等】※シート作成時、その後は随時記入

31 事務事業名

Ｃ継続事業　

Ｄ規模を縮小していく事業　

年　度
目　標

説
明

Ｂ目標をほぼ達成できた。

Ａ町長公約あるいは当該年度重要事業　

年　度
成　果

Ｃ検討中

Ｂ一部実施

内容
・
方法

主　管　課

今　後
改善すべき点

Ａ実施済（中）

今後の方向性
説
明

平和の語り部事業は、継続的に実施していく。学校の希望次第で年度中の実施校を増やしてい
く予定であるが、新型コロナウイルス感染症の影響で、授業が遅れてしまったため、学校の判
断に委ねたい。また、実施の際も、語り部さんの体調や体の具合を考慮して、テレビ電話や録
画でのやり方等検討する必要もある。その他の実施事業についても、継続的に実施していく。

Ｄ未実施

・「瑞穂町非核平和都市宣言」の制定を　大坪国広議員（9月定例会一般質問）
・学校での平和の語り部事業や郷土資料館での温故知新の会での平和講演会では、戦争体験を伝える大切な事業として、町民の方から実施を評価する声が多くあった。
・平成30年9月議会で齋藤議員からピースメッセンジャーの実施について一般質問があった。

人員増の要望はないが、関連各課との連携が必要である。企画課以
外では総務課、教育課、社会教育課、図書館との連携が重要にな
る。関連各課との調整が多いので企画課の担当は妥当。戦没者追悼
式との関係は、遺族会の意向を最優先に、社会福祉協議会も交えた
継続的な検討が必要である。

諸団体への負担金についての必要性を再確認すること。
人員については現状維持が原則であるが、事業内容によって人員の
増強が必要な場合は、課内あるいは部内で担当を越えた協力体制に
よる対応を行うとともに、実施事業内容によっては外部委託など効
率性を重視した新たな事業展開への創意工夫が必要である。平和植
物の管理については、各植樹施設に常駐する職員への協力体制や住
民との協働体制を構築していく必要がある。人員増の必要性

町民・議員・
各種団体から
の意見等

評
　
価

戦争体験者が子どもたちへ直接語りかける「平和の語り部」や、自
ら平和を考える機会を設け、体験者の声を残すことのできる「平和
のメッセージ」等の事業を継続することは重要である。町内で広く
町民に見てもらえるコミュニティセンター巡回型の「平和のパネル
展」の実施、時間とともに生育していく平和の象徴としての「平和
関連植物の維持管理」は継続的な啓発事業として有効である。

査　定

他課等との
連携内容

総　括

評
　
価

予算
・
人員

平和のメッセージ及び平和の語り部では、毎年、小・中学校に依頼しているため指導課及び小・中学校と連携している。アンネのバラは植樹している施設の所管課との連携が必要である。戦没者慰霊祭については、遺
族会、福祉課及び社会福祉協議会との連携が必要である。瑞穂町戦後70年戦争体験記録映像ＤＶＤ「瑞穂の語り部」～みらいへつたえる戦争と平和～は図書館の貸出及び上映で、図書館、郷土資料館と連携している。
・町のもつ戦争平和の資料や戦争体験のアーカイブを郷土資料館と連携して作成を進め、学校等でも利用できるようにする。
・平成30年度から企画課、福祉課、社会福祉協議会と連携して、平和のメッセージ表彰式と戦没者追悼式を同会場で2部構成にして、「平和のつどいとして実施する。

Ｄ目標を一部しか達成できなかった。

既存の平和事業内容を向上させながら実施する。「平和の語り部」を学
校との協力で実施する。戦争経験者の記録を残していくために、平和事
業の計画を作成する等、他の方策を検討する。

平和のメッセージは、例年通り実施し、令和元年度は一般の部でも応募数が増え
た。戦争体験者の体験談を後世へと伝えるための事業として、平和の語り部事業
は3校で実施した。平和のメッセージの表彰式や平和展は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のため、中止となった。

実施事業については、予定通り実行されている。
平和意識の高揚という点からは、実施事業を縮小することな
く継続的に行っていることは評価される。また、戦争体験者
が直接子どもたちに平和の大切さを伝える「平和の語り部事
業」等の取り組みを継続的に実施していることは評価され
る。今後、平和意識をより高揚させるためには、各事業への
町民の興味や関心を引き、平和について考えるきっかけを増
やす工夫が必要である。

戦争体験談等を後世へ直接伝え、町の歴史を共有していく事業は、戦争
体験者が健康でいる間しか行うことができないため、記録として残すこ
とや後継者を探すことが求められています。

アンネのバラ等の平和祈念植物について、植樹と同時に平和
について学ぶ機会を創出するなど、平和意識高揚の努力を引
き続き継続することが重要である。
また｢戦争の惨禍｣に対する認識、平和の記憶の継承は、戦争
体験者世代間での共有、次世代への伝達を含めて継続される
べき事柄である。
平和事業の推進は人権尊重の観点からも重要な課題であり、
人権意識の啓発とも連携し実施する必要がある。

現在行っている事業のほとんどは10年以上継続実施している。｢戦
争の惨禍｣に対する認識の共有、平和意識の高揚という点では一定
の効果を上げていると考えられる。また、戦後70年を機に、新規事
業として、町内在住の戦争経験者の声を直接伝える「平和の語り
部」と、記録作品としての「戦後70年戦争体験者記録映像制作」を
実施した。しかし、戦中戦後の経験を持つ方が高齢となり年々減少
していくので、戦争を知らない世代へ戦争の悲惨さや平和の大切さ
を残し、伝えていくことは、ますます重要となっている。このこと
から、中長期的な視点に立ち、戦争経験者の記録を残していく他の
方策の検討及び他課との連携が重要である。

民間活力導入の必要性

説
明

説
明

№

企画部企画課企画係担当部署平和事業の推進

Ｃ目標を半分まで達成できた。

Ｂ当該年度に新規を含む事業

Ａ目標を上回って達成できた。



【評価指標】

【予算・決算等の状況】

【住民等との協働に関する状況】

実施中

実施予定

検討中

未検討

協働できない

該当に●を入力 シート事業全部の場合、シート事業全部に「●」を入力

一部の場合、事業名を入力

1,088 5,700 5,012 5,450

6 76

一部

シート事業全部

協働による効果
（見込み）

アンネのバラの維持管理

平和の語り部
協働状況
（予定）

協働事業名
（予定）

●

挿し木にし
たアンネの
バラの移植
を一か所実
施。スコッ
プは建設課
の備品を借
用し、肥料
等の費用は
例年通りの
範囲で実施
した。

平和のメッ
セージ消耗
品費は入札
により、支
出が低く抑
えられた。
戦後70年記
念事業とし
て、映像作
品制作を実
施。平和の
語り部事業
開始（費用
なし）。

挿し木のア
ンネのバラ
の植樹箇所
の増加に伴
い、維持管
理委託費が
増加。
平和首長会
議へ加盟し
負担金を新
規計上。

挿し木にし
たアンネの
バラが苗木
となり、消
毒、施肥な
どの維持管
理費の増加
が見込まれ
るため、消
耗品費が必
要となる。

挿し木にし
たアンネの
バラが苗木
となり、消
毒、施肥な
どの維持管
理費の増加
が見込まれ
るため、消
耗品費が必
要となる。

生育状況により、アンネのバラの土壌をよくす
るため、また、挿し木にしたアンネのバラが苗
木となった場合と、消毒、施肥などの維持管理
費の増加が見込まれるため、消耗品費が必要と
なる。

同左 同左

H27 H28

344

H26

706

224

令和元年度事業費
福生市…256千円（未定分あり）　　羽村市…4,485千円
※青梅市・羽村市は共同事業で中学生の広島市への派遣事業を実施し、約4,000千円を予算に計上している。それを除いた場合には、近隣市との予算上の大差は特にない。
瑞穂町はボランティアによる協働や、職員の創意工夫により、効果的かつ効率的に事業を推進できている。令和2年度は瑞穂町でも80周年記念平和事業を検討。

事務事業名 平和事業の推進

担当部署 企画部企画課企画係

22 2 2 2 22

5 5

5

162 162 157 157

行評要求

319

319 319

H33

指
標
②

指標名 平和関連事業費

コメント

他自治体の状況 自治体名

指
標
①

H26

単位

実　績　値 単位

指標名 平和関連事業数

コメント

青梅市

目　標　値

事業費

国庫支出金

224事業費（千円）

他自治体の状況

224

93

15 9

決算額

65

706

地方債及びその他の特定財源

344

132

年度 H26

都支出金

世界連邦宣言自治体東京都区市町村連絡協議会理事会・総会

決算額

内
訳

一般財源

予
算
・
決
算
及
び
コ
メ
ン
ト

予算・決算等の構成

平和のメッセージ

平和のパネル展

コメント

H30

H27

6

6

706 381

H28

6 6 5

6

6

平成29年度事業内容
瑞穂町（６事業）…平和のメッセージ、平和のパネル展、黙とう（終戦記念日及び東京都平和の日）、平和関連植物の維持管理、平和の語り部、庁内の平和関連資料の集約
青梅市（７事業）…青梅・羽村ピースメッセンジャー、原爆展、原爆アニメ・記録映画上映会、黙祷の呼びかけ、平和写真展、平和の集い、東京空襲展
福生市（６事業）…平和のつどい、平和ための戦争資料展、平和講演会、黙とうの呼びかけ、東京大空襲展示、東京大空襲講演会
羽村市（４事業）…平和の企画展、青梅・羽村ピースメッセンジャー、終戦記念日・東京都平和の日黙とう、東京空襲資料展
近隣市と比べた場合、青梅・羽村市共同事業の青梅・羽村ピースメッセンジャーの例を除けば、瑞穂町の実施事業数や実施内容は充実している。

5

青梅市

6

65

381 319

H32 H33

224

H31H29

平和首長会議負担金

平和の語り部事業

314 211294 319

6 6

6 4

314

224 381 294 319 319 314 314 211 319

決算額 決算額 決算額 行評要求 実計掲載 行評要求当初要求 査定後 決算額

107 187 160 75 162 162

912 12159 9 9 0 12 12

22

40

93

40

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33

H30

319

5,458 5458

H31

319

H32

319

№

706 381 319

（単位：千円）

目　標　値 単位

実　績　値 単位 事業数

自治体名

H29

世界連邦宣言自治体全国協議会分担金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

北方領土の返還を求める都民会議負担金 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

アンネのバラ管理

アンネのバラ植樹、看板設置

アンネのバラ等管理委託

平和の樹木管理

戦後70年記念記録映像制作（ＤＶＤ映像作成）

30 23 48 40

101 75 27 38

87 89

53

93

460

40

93

20 40

96

40 40

9693

28

96




