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1 保健・医療
出産・子育て応援事
業

C

平成30年4月に子育て世代包括支援センターを保健
センター内に設置し、予定していた事業を全て開始し
た。これにより、妊娠期から子育て期の支援を充実さ
せることができた。今後は関係機関との連携強化を図
り、学齢期に向けての支援の在り方や、障がい福祉
サービスとの連携などの検討も進めていく必要があ
る。

A

　子育て世代包括支援センター、産前・産後サポート、
産後ケアなど、妊娠期から子育て期を支える仕組みを
立ち上げたが、今後はそれらを活用し、妊娠期から子
育て期の母子のニーズに沿った支援が行えるよう、関
係機関との一層の連携を図り、事業の内容を適宜見
直しながら充実させる必要がある。
　令和元年度は、教育部局との会議を開催して連携
方法を協議する。産後ケア（宿泊型）を追加し、一時保
育料助成券を子育て応援券に変更し、利用範囲を順
次拡大していく。

　本事業を通じて把握した妊娠期・子育て期の要支援
事例について、子ども家庭支援センター係と連携を図
り、適切な支援を実施する。

1 保健・医療
生活習慣病予防事
業

C

特定保健指導と併せ、健診結果を活かし、生活習慣
病発症の恐れのある住民にターゲットを絞って本事業
を実施することにより、住民が主体的に自らの健康を
維持し、生活習慣病の予防・改善を行うための支援を
実施しました。今後も住民の疾病傾向などにより、事
業内容の見直しやメニューの追加を行うなど、柔軟に
対応していきます。

A

慢性腎臓病予防講座は開始から7年が経過し、一定
の啓発が図れたものと考える。実施回数を減らして継
続実施する。糖尿病対策は引き続き重要であるため、
講演会や予防講座の内容を充実させ、受講者数増を
目指す。また、町の疾病傾向に合わせて動脈硬化に
関連する心疾患・脳梗塞などの予防を目的とした講演
会を次年度より新設する。

健康係、住民課国保係と連携し、医療費の適正化に
向けて事業を実施する。

医療費の適正化について、生活習慣病予防に力を入
れるように意見がある。

1 保健・医療
健康診査・検診事
業

D

若年の健康診査の受診者数が増加しない。子育て世
代の女性に対する受診案内のチラシの配布などにつ
いて、関係課との連携を図り、受診勧奨を継続して行
う。

B
若年お健康診査の受診率を上げるため、受診勧奨の
チラシの配布などについて関係各課との連携を図る。

受診率向上のため、福祉課、高齢課、住民課と連携
し、受診勧奨を実施している。

1 保健・医療 がん検診事業 C

胃がん・肺がん検診を保健センター、武蔵野、長岡、
元狭山の各コミュニティセンター合計12回実施した。
対象者全員へ受診勧奨及び再勧奨を行い、受診者数
の増加を図った。また、予約者が定員に満たない場合
は委託医療機関と協議し、申込期間を随時延長し受
診者を募った。乳がん子宮頸がんは、公立福生病院
の実施定員を増やし検診を実施した。

C
がん検診実施日の設定や特定健康診査との同日実
施について、検診がスムーズに進めることができるよ
うに、委託医療機関と協議をする。

教育委員会が実施した小学生のがん教育の授業で、
町が実施しているがん検診の案内チラシを配布した。

特定健康診査との同日実施の促進及び、前立腺が
ん・胃がんリスク健診について、実施の要望あり。

1 保健・医療 予防接種事業 C

予防接種法に基づき、定期予防接種の周知を広報
誌、町ホームページを利用するとともに、平成２７年１
０月から導入したモバイルサービスで、予防接種の種
類や接種期日をメールでお知らせすることで、接種の
スケジュールを提供し、速やかに接種ができるように
なった。

B
モバイルサービスの周知を継続し、多くの方の利用を
促進する。

定期予防接種の受け忘れを防ぐため、接種状況の確
認を促す文書を就学時健診時に配布している。（教育
課へ依頼）

目標・成果等 連携内容・意見等事業概要
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1 保健・医療
特定健康診査・特
定保健指導事業

C

特定健康診査を、町医療機関（個別検診）、公立福生
病院、保健センター、武蔵野コミュニティセンター、殿ヶ
谷会館で実施した。受診率を上げるための取組みとし
て、個別健診終了後の11月に1回実施した。更に公立
福生病院の受診期間を11月末までとし実施した。受診
者数を増やすために、特定健診とがん検診との同日
受診が可能であることを周知し受診促進を図った。

B

特定健康診査の受診率向上のため、40歳に達した新
規対象者、隔年受診者への受診勧奨を継続して実施
する。
特定保健指導の実施率を上げるため、案内通知や電
話による利用促進を行う。

受診勧奨チラシの配布：高齢課、住民課との連携
受診勧奨ポスターの掲示：町公共施設、町内医療機
関、ふれあいセンター、寿楽、町内金融機関等

議員からは、40歳・50歳代の電話による特定健診の
受診勧奨実施や受診率の向上、特定保健指導の実
施率向上及び、各種がん検診等との同日受診の実施
などの意見が出されている。

2
社会保険制
度

国民健康保険事業 C

平成３０年度からの制度改正について広報で周知す
るなど混乱が無いよう対応した。瑞穂町国民健康保険
運営協議会で、平成３１年度の国民健康保険税の賦
課について協議を行った。また、東京都や町村会を介
して国民健康保険の制度や国庫負担金等の要望を
行った。

B
今後の動向を注視し、事務の変更などに対応する必
要がある。

　国民健康保険税の収納については税務課、町民の
健康増進については福祉部健康課と連携する。

2
社会保険制
度

介護保険認定・給
付事務

F A

高齢化の進展に伴い地域包括ケアシステムの構築・
推進が必要だが、人員不足を理由に、国が求めるレ
ベルまでなかなか取組が進んでいない実情がある。
今後、そのレベルまで取組を進めていくためには、組
織の見直等、人員体制を整えていく必要がある。それ
と並行し、事務負担が大きすぎる給付適正化事業等
は、実施方法について見直しが必要である。また、
サービス事業所への実地指導については、居宅介護
支援事業所（10か所）も新たに対象に加わるため、年
間の実施か所数を増やしていく必要がある。

2
社会保険制
度

介護保険事業計画
の推進

C

介護保険制度が改正されたため、趣旨普及用の介護
保険パンフレットを改訂し、全戸配布した。別冊として
これまでもあった「制度改正の概要」や「介護と医療の
連携マップ」の改訂版に加え、今回は新たに「総合事
業のご案内」も作成し、パンフレットにはさみ込み一緒
に配布した。また、平成30年度は、第7期計画（平成30
年度～令和2年度）の1年目に当たるが、計画に記載
した目標に対する進捗管理のため、新たに作成した
進捗状況管理シートにより自己評価を行い、介護保険
運営協議会等で報告した。これにより成果や課題を明
確にでき、次年度以降の改善策を検討することができ
た。

B

今後も第7期計画に記載した各施策を滞りなく実行し
ていく。また、各施策の年度毎に取組状況を分析・評
価し、次年度の取組方法の改善や次期計画に記載す
る内容につなげていく等、PDCAサイクルによる計画
の適切な進捗管理が必要である。さらに、計画の進捗
管理の状況を介護保険運営協議会やホームページ等
を通じて住民に公表していく。

2
社会保険制
度

後期高齢者事業 C

　広報の掲載記事や通知は解りやすい言葉にした。ま
た、窓口対応も同様に努めた。
　保険料滞納分は、督促状の送付、電話催告、未納
者宅へ訪問を行い収納率向上に努めた。
　保険料改正の内容を平成３０年４月号の広報でお知
らせした。

B
後期高齢者医療制度をわかりやすい説明に努める。
また、未納者に早期の対応をしていく。

後期高齢者医療保険料の収納については住民部税
務課、町民の健康増進については福祉部健康課と連
携する。
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3
地域・生活
福祉

ふれあいセンターの
施設管理

C

施設延べ利用者数は41,459人で、29年度と比べると
905人増加した。このことから２階和室にも机、椅子を
指定管理者である社会福祉協議会が設置し、会議等
で利用しやすいようにした。また外側非常階段の塗装
や駐車場ブロック塀控壁設置工事の際も社会福祉協
議会が利用者及び近隣住民との調整を図り、利用者
の安全の確保につながった。

B
会議室の利用については、引続きPRに努めるとともに
利用しやすい環境づくりを心がける。

庁舎建て替えに伴い、貸館業務という点で地域課と、
また地域包括支援センターの開設に伴い、高齢課と
連携している。

3
地域・生活
福祉

地域福祉活動支援 C
第３次地域保健福祉計画推進のため、行政だけでは
進められない部分を社会福祉協議会、民生委員・児
童委員、保護司と連携をとり推進することができた。

B

引き続き、行政施策だけでは手の届かない部分を社
会福祉協議会、民生委員・児童委員、保護司と連携し
事業を進める。社会福祉協議会については、自主財
源確保に向けた支援を続ける。民生委員・児童委員、
保護司については、人材確保が課題となっている。

ひとり暮らし高齢者等の安否確認等を高齢課と連携し
て実施している。

3
地域・生活
福祉

権利擁護センター
の設置

C
権利擁護センターを令和元年度中に立ち上げるた
め、予算を作成した。社会福祉協議会に委託するた
め、要綱の整備や契約事務を行った。

A
権利擁護センターを令和元年度中に立ち上げるた
め、準備を進める。

認知症や知的障害者等の判断能力が十分でない方
の財産等を守る事業であるため、高齢課と連携してい
る。

3
地域・生活
福祉

福祉バス運行事業 　

バスも６コースが定着し、利便性が図れたため利用者
増につながっている。高齢者や障がい者等の特定の
人を対象とした福祉バスであるため、利用対象者が限
られるが、今後もイベント時にバスを展示する等周知
をし、利用者の増加を図っていく必要がある。

　
現在も遅延が常に生じているルートもあり、ルート、時
間等の軽微な見直しを検討する。今後の公共交通の
あり方については、秘書広報課と協力。

駅西口に乗り入れをしているため、都市計画課と協
力。社会福祉協議会と連携。今後の公共交通につい
ては、秘書広報課と協力。

様々な意見がある。平成32年度に再編交付金が終了
するため、今後の町の公共交通をどうするのかの意
見が多い。

4 児童福祉
第2期子ども・子育
て支援事業計画の
策定

C

確保を図るべき教育、保育、子育て支援に関する「量
の見込み」を算出するために、未就学児世帯1,140
件、小学生世帯832件を対象にニーズ調査を実施し、
報告書を作成した。
調査結果及び町の現状を踏まえ第2期事業計画を策
定する。

A
ニーズ調査結果を分析し、町の現状と課題を把握し、
5年を1期とする子ども・子育て支援事業計画の第2期
事業計画を策定する。

当該計画の基本目標（Ⅰすべての子育て家庭の支
援、Ⅱ母と子の健康づくり、Ⅲ家庭・学校・地域の教育
力の向上、Ⅳ安心して子育てができる生活環境の整
備、Ⅴ支援が必要なこどもと家庭への取り組みの推
進）に係わる関係各課（秘書広報課、地域課、健康
課、産業課、建設課、教育課、指導課、社会教育課、
図書館等）と連携している。子ども・子育て支援事業計
画策定に当たっては、子ども・子育て会議に関係各課
担当者の出席を求め、連携を図っていく。

瑞穂町子ども・子育て会議で、委員から情報提供媒体
及び方法の改善、子育て支援サービスの拡充等の意
見があった。
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4 児童福祉 保育園運営業務 D

保育園の定員弾力化等対応、認定こども園2園の平
成30年4月及び7月開設により、待機児童数は平成31
年3月1日入所時点で17名、平成31年4月1日入所時
点では4名となった。その他、定員拡充のため、運営
事業所との情報交換を行った。保育サービスの質向
上のため、『就学前教育について』、『瑞穂町の特性を
踏まえた災害対策について』というテーマで保育士等
研修会を実施した。年2回実施している立入調査で
は、子ども・子育て支援法に基づく指導検査を意識し、
指導検査で指摘事項の多いポイントのチェックを行っ
た。

B

待機児童０対策では、幼稚園及び認証保育所の認可
保育施設への移行、定員の弾力化対応の継続、保育
士確保施策の実施、幼稚園の預かり保育拡充等様々
な施策を組み合わせ、対応していく。

保育の質向上のため、公私立保育園園長会等と連携
している。保育料の算定に必要な住民税所得割額を
確認するため、税務課と連携している。児童虐待等の
早期発見及び通報に対し、児童相談所、健康課、子
ども家庭支援センター、保育園と連携している。

町民（子育て当事者、公募委員）、子育て関係団体及
び関係事業者等を委員とする瑞穂町子ども・子育て会
議で、瑞穂町子ども・子育て支援事業計画の進捗状
況の管理を行うとともに、意見を反映させる。

4 児童福祉
ひとり親家庭等へ
の支援

C

ひとり親家庭の子育て支援の一環として、医療費の一
部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向
上と福祉の増進及び家庭への経済的負担の軽減を
図ることができた。また、ひとり親家庭等実態調査結
果の分析・検証を行い、新たなひとり親家庭支援施策
の実施に向け、関係課と共に４施策の計画を進めるこ
とができた。

B

子育て支援の観点から、医療費助成事業は継続して
実施し、申請受付、医療証発行、年度更新、医療費給
付費支出処理等、適正執行及び事務効率化を追求し
ていく。
ひとり親家庭が安心して子育てができるよう、新規支
援事業のＰＲを行っていく。

住民異動や国民健康保険等の情報の共有による住
民課との連携をしているとともに、所得確認を行うため
税務課とも連携している。

戸別訪問による相談を受け、実態を把握している健康
課との連携を強化し、切れ目のない支援、施策を検討
するよう指摘あり。

4 児童福祉
乳幼児医療費助成
事業

C

子育て支援の一環として、乳幼児に係る医療費の一
部を助成することにより、乳幼児の保健の向上と健や
かな育成を図り、家庭への経済的負担の軽減を図る
ことができた。子どもの数は減少しているものの医療
費給付費（扶助費）は、必ずしも減少しておらず、子育
て支援の観点から、当該医療費助成事業は有効な施
策であるため、所得制限の撤廃について、東京都予
算編成に対する要望を継続した。

B

子育て支援の観点から、当該事業は継続して実施し
ていく。申請受付、医療証発行、年度更新、医療費給
付費支出処理等、適正執行及び事務効率化を追及し
ていく。受給者加入保険情報を適正に管理する必要
があるため、保険変更手続のＰＲ等を積極的に行って
いく。マイナンバー制度導入による提出書類の簡略化
を推進するために、国、東京都、他市町村の動向を注
視する必要がある。

出生、住所異動時や国民健康保険等の情報の共有
による住民課との連携をしている。また、所得確認を
行うため税務課とも連携をしている。

当該事業は、東京都の制度であり、東京都外の医療
機関で受診した場合には、後日清算していただく手間
が発生するため、「全国で利用できると使いやすい」と
町民より意見があった。

4 児童福祉
義務教育就学児医
療費助成事業

C

子育て支援の一環として、義務教育就学児に係る医
療費の一部を助成することにより、義務教育就学児の
保健の向上と健やかな育成を図り、家庭への経済的
負担の軽減を図ることができた。子育て支援の観点か
ら、当該医療費助成事業は有効な施策であるため、
一部負担金（通院1回につき200円）及び所得制限の
撤廃について、東京都予算編成に対する要望を継続
した。

B

子育て支援の観点から、当該事業は継続して実施し
ていく。申請受付、医療証発行、年度更新、ひとり親
家庭等医療費助成との切替、医療費給付費支出処理
等、適正執行及び事務効率化を追求していく。受給者
加入保険情報を適正に管理する必要があるため、保
険変更手続のＰＲ等を積極的に行っていく。マイナン
バー制度導入による提出書類の簡略化を推進するた
めに、国、東京都、他市町村の動向を注視する必要
がある。

住所異動や国民健康保険等の情報の共有による住
民課との連携をしている。また、所得確認を行うため
税務課とも連携している。

議員より所得制限及び200円の自己負担の撤廃につ
いて要望あり。

4 児童福祉 保育料の助成 C

当該補助金を交付することにより、認可保育所保育料
との差をなくし、保護者の負担軽減に寄与した。待機
児童対策にも寄与しており、今後も事業の継続が必
要である。東京都認可外保育施設利用支援事業補助
金を獲得し、当該事業実施のための財源を確保した。
また、実費徴収に係る補足給付事業費補助金により、
低所得世帯等における保育園や幼稚園等の利用に
係る費用の負担軽減に寄与した。

B

認証保育所利用者補助金は、認可保育所利用者との
保護者負担の公平性を図るとともに、待機児童対策
に寄与しており、重要施策のひとつである。引き続き、
認証保育所利用者補助金を交付する必要があるが、
認証保育所から認定こども園等認可保育施設に移行
する園が出てくることにより、経費を縮小することにな
る。平成32年度から、1園が認可保育所となり、町内
の認証保育所は1園となる予定である。実費徴収に係
る補足給付事業費補助金は、制度の周知を推進する
必要がある。

税金等の滞納がないことがこの補助を受ける一つの
要件となっており、税金等の滞納確認をするため、ま
た、認可保育所に入所した際の保育料算定に必要な
住民税所得割額を確認するため、税務課と連携して
いる。

認可保育所保育料との差額補助は、福生市、羽村市
等一部の市区町村で実施している補助金制度であ
り、議員からの評価は高いが、申請手続の簡略化や
毎月交付等の対応を検討するよう要望がある。
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4 児童福祉
子ども家庭支援セ
ンター事業

C

東京都及び関係機関主催の研修に積極的に参加し、
相談員の専門性向上を図るとともに、要保護児童対
策地域協議会を通じた地域の組織力強化を図りまし
た。また、保護者交流事業を通じ、子育てに関する疑
問や悩みを保護者同士が共有することで、子育ての
負担軽減及び、児童虐待の未然防止に努めました。

B

引き続き、広報・啓発、関係機関との連携強化、人材
育成、組織的対応の強化、支援策の充実、居所不明
児童把握の調査体制の強化や情報共有など、総合的
な児童虐待防止対応策を推進します。子ども家庭支
援センターと児童相談所がそれぞれの役割を果たし、
早期発見、早期対応を図るとともに、連携しながら支
援体制を充実させます。

児童の関連部署（教育、保健、福祉等）との児童に関
する情報共有及び支援内容の協議・支援

議会決算特別委員会等において議員から虐待防止
策、事業の成果等について質疑あり。

4 児童福祉
学童保育クラブ運
営事業

C

定員の2割増まで受入をし、平成30年度より期間限定
入所（サマー学童）を実施したため、平成30年4月1日
現在で、待機児童は0名であった。期間限定入所は合
計42名（あすなろ7名、あすなろ分室3名、二小8名、三
小9名、四小8名、西松原7名）の利用があった。また、
放課後子ども教室は、教育委員会との連携及び調整
を行い、共催事業を合計5回（一小～五小各1回）実施
した。

B

期間限定入所を継続して実施するが学童保育の需要
が高まっており、ランドセル来館事業や放課後子ども
教室との連携等、様々な待機児童対策の研究が必要
である。また、施設本体が著しく老朽化している学童
があり、定員拡充と施設整備が急務である。その他に
老朽化した設備及び備品等の修繕、交換を行い、良
い環境でのサービス提供を継続する必要がある。ま
た、支援員の人材確保が困難な状況であり、対応策
を検討する必要がある。

当該事業の運営全般に対して、ＮＰＯ法人との連携を
強化している。
総合的な放課後健全育成事業推進のため放課後子
ども教室を実施している教育委員会との連携強化が
必要であるとともに、虐待の予防や発達障がい等の
早期発見、改善のため、子ども家庭支援センターをは
じめとした関係機関との連携をしている。

夏休み限定保育実施等のサービス向上に関する要望
が出ている。

4 児童福祉 児童館自主事業 C

児童館事業は、幼児事業及び就学児向け事業を予定
どおり実施した。
移動児童館事業は、幼児事業を３３回、就学児向け事
業を１５回、土曜児童館事業を２７回、夏季限定事業
を２０回実施した。
また、外壁等改修工事を実施する等で、必要な修繕を
実施した。

B

流行りの遊び等に注視しながら魅力的な事業運営を
継続したい。また、児童館から遠い地域の児童のため
の移動児童館事業を充実させ、町内の多くの児童が
安全で安心して過ごせるよう居場所づくりに貢献した
い。施設管理では、令和2年度に予定している空調設
備の全面改修工事に向け、確実に準備を進めたい。

事業全般が重複しないよう、また虐待等の予防や早
期発見のため子ども家庭支援センターひばり等と連
携する。

町民、議員から他地域での児童館の建設、移動児童
館事業充実の要望が出ている。

5
障がい者福
祉

障害福祉計画の推
進

C

計画初年度である平成３０年度は各サービス見込量
は概ね達成できている。残り２年間の計画期間中に未
達成となっている項目について達成に向けて財源確
保を含めた検討を行う。

B

施設数が少ないため、給付金額や件数増など、需要
が高いサービスの町内での供給量が少ない状況。障
がい者の方々がより身近な地域で必要な支援を受け
ることができる体制を整えることが必要。また、次期計
画に向けて、障害者総合支援法などの見直しに伴う
改正法など、今後、国の動向や都からの情報を注視
する。

障害福祉計画の上位計画である地域保健福祉計画と
内容の整合性を図るために、自立支援協議会などへ
第5期障害福祉計画の進捗状況について報告を行
い、意見を聴取する。

特別支援学校卒業後の進路先としての就労継続支援
Ｂ型事業や生活介護など、町内及び近隣市において
定員に達している障害福祉サービス事業者が多く、進
路先の確保が難しくなっている。障害者総合支援法に
おいては、障害者がより身近な地域で必要な支援を
受けることができる体制整備が求められているが、こ
れを受けて、瑞穂町自立支援協議会からも、町内の
障害者施設が利用者に対して少ないとの指摘がされ
ており、多様な主体が障害福祉サービスの提供に参
画していくことが求められている。

5
障がい者福
祉

日常生活の援助 C
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す
るための法律に基づき、障害者支援サービスを遅滞
なく実施することができている。

B

障害者の日常の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律に基づき、日常生活での福祉的
サービス支援・給付事業を適正に事務遅滞することな
く推進していく。

インフォーマルなサービス、権利擁護の支援について
は社会福祉協議会の協力を得ている。また、障がい
特性や家族背景により支援が困難なものについて
は、東京都（精神保健福祉センター、保健所）の助言
や協力を得ている。

指定相談支援事業所からは、継続的専門的な支援を
必要とする内容が増加しており、ケアマネジメントに専
任できる人員配置が必要であるとの意見がある。ま
た、町民からは介護保険制度のケアマネージャーの
ように、障がい福祉サービスについても専任でサービ
スの調整を行ってもらえる体制をとってほしいという要
望がある。
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5
障がい者福
祉

心身障害者(児)施
設の管理運営

C

心身障害者（児）福祉センター「あゆみ」で行う２事業
のうち重度の障がいを持つ方が利用している地域活
動支援センター事業では、地域の行事へも積極的に
参加している。またタイムケア事業では、個別支援計
画を立て、特別支援学校とも連携し、将来の進路を見
据えた支援を行っている。福祉作業所「さくら」では、
就労継続支援B型事業を実施。地域における日中活
動の重要な社会的資源となっている。利用者は軽度
から中程度の知的障がいの方が多く利用されている
が、平均工賃は東京都の平均を上回っており、また一
般就労への移行者を出している。

B
他の町障害者施設も老朽化が進んでいることから、財
源確保と相まって、改修実施への方策を検討して行
く。

特別支援学校、障がい児が在籍する学校との連携を
とり、支援を行っている。

心身障害者（児）福祉センター事業利用者保護者か
ら、利用時間の見直し、送迎サービスの拡充、人員増
要望があがっている。

5
精神障害者
施設の管理

精神障害者施設の
管理運営

C

一般就労に結びつかない精神障がい者の居場所とし
て地域活動支援センター事業を実施し、生活リズムや
コミュニケーション能力にも差がある様々な精神障害
の症状を持つ利用者に合せたプログラムを実践する
とともに、利用者の生活上の問題点などについてもき
め細かい相談対応をおこなっている。また、就労移行
支援と就労継続支援Ｂ型事業では、障害者就労支援
センターとも連携し、作業を通して一般企業への就労
に向けた支援を行っている。

B

精神障がい者の居場所づくりとしての地域活動支援
センターと多様化する相談内容や相談件数の増加が
顕著な相談支援事業との両立が課題となっており、相
談支援員の確保が必要。施設の老朽化が進んでお
り、作業スペースの環境改善が必要となってくる。

精神障がい者の支援については、東京都多摩総合精
神保健福祉センター、西多摩保健所に助言、指導を
受けている。

経年劣化に伴う施設の改修が必要（平成27年度厚生
文教委員会現地視察時）

6 高齢者福祉
介護予防・日常生
活支援総合事業

C

　地域包括ケアシステムを支える介護人材育成として
住民を対象に町独自の介護ヘルパー養成研修を実
施した。研修修了者と介護事業所のマッチングを行い
就業者を生み出せた。また、生活支援事業ニーズ調
査を実施し各高齢者に結果アドバイス票を送付した。
状態に不安が見える方には、介護予防教室への案内
を行い改善を図った。

A

　高齢者数は、今後も増加の傾向となっている。特に
７５歳以上の後期高齢者が増えることにより要介護・
要支援となる人数が増加し、必要とされる費用の増加
につながっていく。１歳でも介護状態等になる年齢を
抑えるため介護予防事業が必要となってくる。

高齢者の健康寿命を伸ばすため、健康課・社会教育
課との連携が必要となる。健康体操、栄養、医療等が
主な連携事業となる。
また、高齢者を支える仕組みづくりにおいて、サーク
ル、ボランティア団体等への周知等を行うため、情報
を有する各課ならびに社会福祉協議会との情報交換
が必要となる。

6 高齢者福祉

新しい包括的支援
事業（認知症・在宅
医療と介護連携・生
活支援サービス体
制整備）

D

平成３０年４月に認知症支援コーディネーターを配置
し、認知症地域支援推進員と連携して認知症施策の
推進ができた。引き続き、医師会と連携して在宅医療
と介護連携を更に進めていく必要がある。

B

在宅医療・介護連携については、瑞穂町医師会と町
内事業所を主体として進めていく必要がある。またICT
の推進に向け、西多摩医師会とも協議していく必要が
ある。平成29年度に発足した在宅医療・介護連携推
進検討会で課題を協議して、在宅医療・介護連携を更
に進めていく。

6 高齢者福祉
地域包括支援セン
ター事業

C
民間に委託することで、支援困難事例や虐待ケース
等に迅速に対応している。介護予防事業や総合事業
について中心的に取り組んでいる。

B

高齢者の増加に伴い、国基準にある専門職数が足り
なくなるため、専門職の人員増について検討する。ま
た、事業実績についても指標に基づき、評価をする必
要がある。

支援困難事例、権利擁護事業などは福祉課、社会福
祉協議会等と連携

高齢者支援センターが２か所になったことでの充実し
た事項など。



分野
名№

分野名 事務事業名
進
捗
状

進捗状況評価　説明
今後
の方
向性

今後の方向性　説明 他課との連携内容 町民・議員・各種団体からの意見等

目標・成果等 連携内容・意見等事業概要

6 高齢者福祉
寄り合いハウスいこ
い拠点事業

C

高齢者がいつでも集える居場所づくり・見守りのため
の施設として、「ボランティアの会」主催で高齢者向け
事業（脳トレ・健康体操等）を行うことで役割が果たせ
ている。

B

当初の目的である、この施設を地域のボランティア組
織で運営することについては、目標は達成した。継続
して今後も地域の方々による「寄り合いハウスいこい
ボランティアの会」と町の協働で色々な企画を実施し
ていくとともに会員増強を図っていきたい。また、地域
の見守りについても体制づくりを図っていきたい。

東部高齢者支援センターによる「いこい相談会」の実
施

平成28年度より「寄り合いハウスいこい」で、地元野菜
の販売を開始し、地域の方からの喜びの声が届いて
いる。

6 高齢者福祉
高齢者在宅福祉
サービス事務

C

一般高齢者の必要な施策であり、事業の周知を図る
ため、居宅の介護支援専門員や東西高齢者支援セン
ターと連携を図り、サービスを必要とする対象者の把
握に努め、サービス利用へつなぐことができた。

B
一般高齢者の必要な施策であるため、サービス対象
者が利用しやすいよう、周知徹底に努める必要があ
る。

福祉課、地域課と災害時要援護者支援について協
力。地域課とは、徘徊高齢者探索サービス事業で協
力。

緊急通報システムについて、規制緩和できないか。そ
の他高齢者の見守り事業についての充実要望あり。

7 学校教育
第２次教育基本計
画（学校教育）策定
事業

E

平成30・31年度の2か年で瑞穂町教育基本計画審議
会を開催し、次期教育基本計画の策定を行う予定で
あったが、瑞穂町教育基本計画審議会条例の策定等
のため、審議会を開催することができなかった。

A

平成31年度中に計画を策定するため、12月までに5回
の審議会を実施し、教育委員会へ答申する。そのた
め、年度当初から審議会委員の委嘱を行い、滞りなく
審議会を進めていく。

企画課の次期長期総合計画策定との連携

7 学校教育 学力向上事業 C

　学力向上のために学習サポーターの配置や瑞穂町
ステップアップ教室、瑞穂町フューチャースクールの実
施など、様々な施策を展開し、全国平均には徐々に近
づいてきている。しかし、いまだに全国平均には届い
ていないため、更に継続していく必要がある。

B 　現行の施策を継続し、学力向上策を推進する。
教育環境の整備では、教育課との連携が必要であ
る。

学力向上施策の成果を期待されている。
学力向上について、教育委員会だけでなく、町全体と
して取り組むべきである。

7 学校教育
ふるさと教育推進事
業

C

教育課程に「ふるさと学習『みずほ学』」を位置づける
ことで、各学校ごとに地域の実態にあった取組みを実
施し、地域人材を活用した体験等を通した学習を推進
した。また、小学校においては「みずほカルタ」、中学
校においては町の風景画を作成するなど、体験的な
学びを通し、地域に根差した学習活動が充実した。

A

　平成２９年度の取組を基に、全小中学校の計画の見
直しを支援し、学校ごとの特色あるふるさと学習「みず
ほ学」を創り上げていく。また、社会科副読本「わたし
たちの瑞穂町」との関連を図る。

役場他部課ですでに実施している事業との連携体制
を整える。
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7 学校教育 教員研修事業 C

 教職員の研修について、計画どおりに実施すること
ができた。さらに、学力向上推進委員会（年７回）の開
催により、授業を通じた新学習指導要領に対応した委
員会を実施し、小中学校教育研修会や校内研修事業
の質を高めた。

B

　OJTによる校内研修については、継続することにより
レベルアップをしていく。臨時職員の質については、教
職員係と連携を図り、採用選考の段階から教員免許
有資格者を増やすことや研修を実施していく。

研修の内容によっては、教職員単独の研修だけでな
く、町職員や幼稚園・保育園関係者等も参加できるよ
う総務課、福祉課との連携が必要である。

議員から教員の指導力向上の必要性が指摘されてい
る。

7 学校教育 教育相談事業 C
 全校で専任相談員の週２日の派遣と都が配置するス
クールカウンセラーとあわせ、学校で週３日の相談体
制で課題解決に取り組んでいる。

B

　教育相談事業の充実のために、学校、スクールカウ
ンセラー、教育相談室の専任相談員、適応指導教室
と連携することにより、学校復帰の児童・生徒を一人
でも増やしていく。

児童虐待やネグレクト等、家庭の抱える問題に起因す
る場合も多く、福祉課や健康課との連携が必要であ
る。

議員から不登校児童・生徒への対応が指摘されてお
り、学校と家庭の連携推進事業の更なる活用を期待
されている。

7 学校教育
特別支援教育推進
事業

C

 児童・生徒の状況に応じて、自立活動に対する支援
や社会参加に向けた教育内容を考え、必要な支援を
行うことができた。また、３０年度から全小学校で特別
支援教室を設置し、運営ガイドラインを基に適切な運
営に努めた。

B

　学校内における特別支援教育に係る組織運営の支
援等、システムの確立と充実に向けた取組みを継続
的に進めていく。また、中学校全校に特別支援教室を
設置する。

特別支援教育の推進にあたり、支援が必要な児童・
生徒に適切な支援をするため、教育課はもとより、就
学前の関係機関（保育園・幼稚園等）を所管する福祉
課と連携する必要がある。

議会でも幼稚園・保育園から小学校への入学に際し、
発達の遅れのある子も含め、連携を強化することに対
する要望もあった。
特別な支援が必要な児童・生徒に対し、個に応じた指
導をするために必要な補助員の配置に対する要望も
あった。

7 学校教育
学校施設整備事業
（プール）

C
全小・中学校におけるプールろ過機取替工事を順次
進めている。なお、一小の低学年用プールの設置に
ついては、引き続き検討していく。

B
未施行の学校についても、現状確認および学校ヒアリ
ングを行い、安全性を確保するため、実施していく。

水泳指導における指導課及び各学校との協議・調
整。

7 学校教育
学校施設整備事業
（水飲栓直結化）

C
未実施の二小、五小の直結化については、東京都か
らの負担金が確保されていない状況を踏まえ、実施に
ついて検討していく。

B
東京都からの負担金が確保されていない状況を鑑
み、二小・五小の設計・工事に向け、内部調査を進め
る。

東京都水道局との調整・連携、学校との調整 夏季における水道水がぬるいとの指摘がある。
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7 学校教育
学校施設維持管理
（校庭芝生化）

C
全校芝生化が平成２９年度に終了し、今後は全校に
対する芝生維持管理支援を行う。

B
支援の方法などを検討するとともに、維持管理方法に
ついて、東京都等から情報を提供を受け、各学校に
あった手法を研究していく。

学校における環境教育の推進のため指導課と連携を
図るとともに、緑化事業として、環境課と連携する。ま
た、地域コミュニティの活性化を図る面もあるため地域
課とも連携する。

維持管理の実施形態について、維持管理団体から
は、極力負担が軽減されるよう要望（専門的業務の業
者委託等）が出ている。

7 学校教育
学校施設整備事業
（教室等改修）

C

四小・瑞中の防犯カメラ更新工事が完了し、全校の更
新工事が終了した。また、四小受変電設備更新工事
の設計が完了したため、翌年度の工事に向け、随時
進める。

B
防犯カメラ更新工事は全校終了したため、その他の設
備について、順次更新工事を行う。

学校の各教室等の老朽化は進んでおり、各校より改
修要望が出ている。また、補助金を活用して、各校の
防犯カメラの更新工事を行う。

7 学校教育
学校施設整備事業
（除湿温度保持機
能復旧）

C
今後五小の個別空調工事の実施時期等を内部で検
討していく。

B
改善すべき点はあるが、児童・生徒の快適な教育環
境を確保するために、空調機の更新工事を進めていく
ことが必要である。

防衛省との調整・交渉については秘書広報課と連携
するとともに、財政面における計画を企画課と調整す
る。また、防衛省以外の補助金の検討が必要である。

学校からは老朽化が指摘され、夏季における冷房の
効きが衰えてきている。

7 学校教育
非構造部材耐震化
事業（小中学校体
育館天井）

A
全小中学校の屋内運動場と武道場における、非構造
部材の耐震化工事を完了した。

F
全小中学校の屋内運動場と武道場における、非構造
部材の耐震化工事を完了した。

文部科学省との調整・連携、学校との調整
学校及び公共施設の非構造部材の耐震化が重要で
ある（平成27年3月議会 定例会 一般質問より）。

7 学校教育
学校施設整備事業
（ICT整備）

C
新学習指導要領に対応するための整備を順調に進め
られた。また、ＩＣＴ教育に関する授業を展開するため
のＩＣＴ教育推進委員会を随時開催した。

A
無線ＬＡＮ整備など大規模な整備を進めるに当たり、
学校運営に支障の出ないよう調整を図りながら行う。

瑞穂町ICT教育施設整備委員会のメンバーに指導課
や学校長、副校長を交え、教育現場に即した効率的
な運営が図れるようにする。
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7 学校教育
奨学金支給制度事
業

C

奨学金支給条例施行規則を改正したことにより、審査
基準を明確化し、学校での申請受付事務の負担軽減
を図ることが出来た。また生徒の保護者へ制度の周
知徹底を図り、厳格な審査を行い該当者へ奨学金を
適正に支給することができた。

B
広報やホームぺ－ジを活用し、制度に対して学校や
保護者へのさらなる周知徹底を図り、支給要件の見
直しを検討すると伴に適正な支給を継続していく。

奨学金支給にあたっては、瑞穂町奨学金支給審査委
員会で審査する。委員には企画課・税務課・福祉課・
羽村瑞穂地区学校給食組合給食課の各課長も含ま
れている。

7 学校教育
保護者負担軽減に
関する事業

C

当該補助金を交付することにより、保護者の負担軽減
に寄与した。待機児童対策にも寄与しており、今後も
事業の継続が必要である。就園奨励費補助事業
（国）、保護者負担軽減補助事業（都）の補助金を獲得
し、当該事業実施のための財源を確保した。
平成30年度から、教育課から子育て応援課に事務担
当所管替を行ったが円滑に事務を執行することができ
た。

C

当該事業は、保護者の負担軽減と幼稚園教育の振興
と充実を目的としているものであり、引き続き実施して
いく必要があるが、平成31年10月から実施される幼児
教育・保育無償化に伴い、制度改正が行われるため、
要綱の改正、システム改修等、対応していく必要があ
る。

子育て応援課が新設され、事務所管替えされたため、
当該補助金を遅滞なく交付するため、スムーズな事務
引継が必要になる。

8
青少年健全
育成

青少年の健全育成
に向けた支援及び
事業の実施

C

子ども会、地区青少年協議会、青少年委員会等、青
少年関係団体と連携して、子ども会連合会事業、あい
さつ運動、青少年の主張意見発表会等様々な事業を
実施し、青少年の健全育成や社会参画の促進に寄与
できた。

B

青少年を取り巻く社会が変化してきている昨今、青少
年を含めた地域全体での結束が重要である。今後も
青少年の健全育成や社会参画の促進のため、青少
年関係団体と連携して引き続き進めていく必要があ
る。

　青少年の主張について、指導課より校長連絡会にて
各小中学校に原稿作成の依頼を行っている。

8
青少年健全
育成

ジュニアリーダーの
養成及び活用

C

ジュニアリーダー養成講座を5回以上受講した子ども
に、認定証を授与した。ジュニアリーダーには、町主催
イベント、子ども会連合会事業やこどもフェスティバル
等で手伝ってもらい、事業を盛り上げてもらっている。
青少年委員においても、各種研修等を通じて、子ども
たちへの指導力が向上している。

B
養成講座の内容を見直しながら、中高生も含めて参
加しやすい・参加したくなるようなものを考え、年間8回
程度の講座を実施していき、リーダーを養成していく。

児童館係と連携して、実施内容、準備内容を調整す
る。他課の備品を借用することもあり、連携を図ってい
く。

8
青少年健全
育成

放課後子ども教室 B

全小学校を対象にフリースペースやパソコン教室等の
活動を実施しました。参加者は延べ5,952人、実施回
数は延べ374回。参加人数は微減したが、前年度同等
の成果を得られた。

B
実施回数ばかりでなく、内容の充実に努める必要があ
る。また、放課後児童健全育成事業との連携強化も
必要である。

　放課後子ども教室と学童保育クラブについて、瑞穂
町としての今後の方向性を見い出すために、放課後
子どもプラン策定委員会を平成23年度から立ち上げ
た。福祉課、子育て応援課、教育課や校長を含め、今
後の展開への協力を求めていく。平成27年度に策定
した「放課後子ども総合プラン」に則り、学童保育クラ
ブとの連携をより図っていくため、子育て応援課と連
絡を密に行っていく。

　参加している子どもからもっと放課後子ども教室を
開催してほしいと声が上がっている。また、議員から
は、毎日でも行うべきだという話もあり、平成28年第2
回瑞穂町議会定例会では「放課後子ども教室等の更
なる充実を」、平成30年第2回瑞穂町議会定例会では
「どうする子供の居場所づくり」という一般質問が出
た。
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9 生涯学習
住民との協働による
事業

D

実行委員会形式での運営や、住民が組織する団体の
主体的な運営で、教育委員会と協働で事業を実施し、
地域の活性化及び生涯学習の振興に寄与できた。こ
どもフェスティバルは、本年度より原則屋内開催とし
た。

B

時代の変化や多様化する学習ニーズに対応するた
め、関係団体との連携を強化し、様々な学習機会を提
供する。また、関係団体同士の交流を促進し、町にあ
る人材の発掘や育成、連携を推進するため、今後も
引き続き進めていく必要がある。

　住民提案型協働事業については、関係各課と共同
で実施する。具体的には、施設使用申請や広報紙へ
の掲載等、教育委員会が支援する内容を「瑞穂町生
涯学習推進のための住民提案型協働事業に関する
要綱」に則り対応している。

9 生涯学習
自主的な学習機会
の支援

C
瑞穂町文化連盟、生涯学習推進団体、瑞穂青少年吹
奏楽団等への支援等を通して、町民に様々な学習機
会を提供することができた。

B

町民が生涯にわたって新たな知識や技術を習得し、
豊かな人間性を育むため、より利用しやすい制度とな
るよう検討や改善をし、今後も引き続き進めていく必
要がある。

　生涯学習まちづくり出前講座の行政編について各課
より講座の登録。
　公共施設において生涯学習推進団体登録団体の会
場使用料の減免。
　武蔵野コミセンと元狭山コミセンと長岡コミセンで貸
出用の印刷機を設置し管理及び貸出事務。

　総合人材リストの活用件数について、事務報告書に
載せるべきだとの意見が議員から出て、27年度から
掲載した。

9 生涯学習
図書館協議会の運
営

C

図書館運営の現状や課題、今後の図書館のあり方な
どを協議していただいた。都内町村初の開催となった
瑞穂町図書館を使った調べる学習コンクールでは、良
い取組みであると意見をいただいた。様々な立場や分
野の委員から広く意見を頂戴し、引き続き図書館運営
に反映させていく。

B
図書館法第１４条に定める図書館長の諮問機関とし
て、図書館運営の変化も踏まえた内容で協議を継続
していく。

学校教育関係者を指導課から、社会教育関係者を社
会教育課からそれぞれ協力を得て選出している。

・平成２９年第３回瑞穂町議会決算特別委員会で質疑
あり。指定管理者を視野に視察研修を行っているのか
との質疑に、一つの方法としての指定管理者であり、
直営、業務委託など様々な手法を調査していると答弁

9 生涯学習 図書館施設の充実 C

図書館の全館冷房機能の故障により、２階の文庫・新
書室については連日室内温度が高い状態が続いてい
ましたが、庁舎改修工事により不要になっていた管財
課保管のエアコンを再利用し、利用者の熱中症予防
対策を実施しました。

C 防衛省補助を受けてのリニューアル事業を推進する。
図書館協議会と連携して図書館施設について協議し
ている。

平成２５年第１回定例会において図書館施設について
の一般質問があった。
平成２６年第３回厚生文教委員会において図書館の
現状について報告した。
平成２８年第３回定例会において、図書館施設、指定
管理についての一般質問があった。
平成２９年第２回定例会で杉浦町長が瑞穂町図書館
の改修を答弁（詳細には触れず。）。

9 生涯学習
図書館資料・事業
の充実

C

限られた書架をより魅力的にするため、図書館利用者
のリクエストに応えるとともに、幅広い分野の資料を収
集している。
さらに図書へ興味を持っていただくために読書講演会
を毎年実施している。
また、瑞穂町の地域資料のデジタル化をすすめ、後世
まで良好な状態で保存することにも努めている。

B
図書の収集と廃棄のバランスを常に考慮しながら、社
会情勢の変化や様々な需要に応えられるよう、資料
の充実を図る。

全課と連携し、行政資料を地域資料として収集・保存
している。
全課と連携し、イベントのポスター掲示やちらし配付を
行い、行事等を広告している。
「図書館を使った調べる学習コンクール」では、指導
課・教育課との連携が必要となる。

利用者のリクエストや、議員からの要望（地域資料、
専門書）など、ともに蔵書の充実を望んでいるが、施
設面でのスペース確保の課題などがあり、限られた予
算の中で効果的に購入していく。リクエスト等への対
応は他自治体の図書館と協力し、工夫して対応してい
く。平成２８年第３回定例会において、図書館施設、指
定管理についての一般質問があった。
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9 生涯学習
貸し出し体制の充
実

C

インターネットシステムの普及により、誰でも、いつで
も、どこからでも図書の予約等が可能になった。
また、西多摩地域広域連携及び武蔵村山市との相互
貸し出し体制により、利便性が向上した。
夜間・祝日開館も実施し、図書館がより利用しやすい
環境となった。

B
費用対効果、社会情勢の変化なども見据えながら、時
代に即した貸出体制を調査・研究して行く必要があ
る。

全小・中学校・幼稚園・保育園と連携し春・秋の読書週
間に推薦図書のポスターを配布し読書活動を推進し
ている。
地域課と連携し、武蔵野・長岡コミュニティセンター、
殿ヶ谷会館内の図書室の活性化を図っている。
健康課と連携し、健康・育児栄養相談時に読み聞か
せを行い、本への親しみを図っている。

平成２５・２６年度の決算特別委員会において、祝日
開館を実施するよう質問があった。
開館日、開館時間等の図書館の運営面に関する意見
と施設・設備のサービス面に関する意見があるので検
討する。
平成２６年第１回定例会において読書意欲を高める取
組みとして読書通帳の導入の一般質問があった。

10
スポーツレ
クリエーショ
ン

町民体育祭 D
町民体育祭参加意向調査結果を踏まえ、検討した結
果、平成30年度の町民体育祭については休止とした。

C 町民体育祭検討会を開催し、方向性を検討する。
体育協会、交通安全推進協議会、民生委員・児童委
員、吹奏楽団等にも協力をいただいている。

10
スポーツ・
レクリエー
ション

体育事業の充実 C

町民を対象に積極的に地域活動に参加する社会を作
ることを行政の責務と考え、心身の発達と健康保持は
不可欠であり、スポーツの推進は重要な役割であるこ
とから、社会体育事業の推進を長期的に実施していま
す。

B
　ニュースポーツを取り入れ、だれでも、どこでも、気
軽に参加できるスポーツ推進を目指します。

事業の周知･開催にあたり、学校との連携に係る教育
委員会内関係課と連携し事業を行っている。また、健
康増進に係る連携として健康課等関係課と連携し事
業を行っている。
社会体育事業の運営では体育協会への運営委託を
行い、効率的に事業展開を行っている。

駅伝大会においてチップの導入の話があり、平成28
年度（第41回）大会からチップを導入した。

10
スポーツ・
レクリエー
ション

体育施設の維持管
理

D

維持管理業務として、施設の施錠・建物内清掃・施設
の除草清掃・運動施設の整備等を委託して行った。
武道館門扉取替工事や施設の修繕を、町営グランド、
町営第２グランド、町営プール及び中央体育館等で
行った。

　
施設の老朽化に対し、長寿命化対策も含め検討が必
要である。

中央体育館の給水がサビが酷いと話があり、平成29
年度に給水管の取替えを行い、サビを解消することが
できた。

11 文化・芸術
文化財保護事業の
充実

C

瑞穂町の歴史や文化、自然などについて講演会や企
画展、郷土研修会などを実施し、郷土に対する意識の
向上を図ることができた。また、埋蔵文化財包蔵地内
における発掘調査を実施することができた。
登録文化財制度の創設に向け条例等の一部改正を
行った。

B

町指定文化財について、継続して保存状態等を把握
する必要がある。状態によっては、所有者及び文化財
保護審議会と協議し修理等を行う。
町指定文化財に至らない貴重な文化財を保護するた
め、登録文化財制度の活用についても検討を行う。

埋蔵文化財包蔵地内における公共事業調査について
町関係各課、国土交通省（相武国道）、東京都（建設
局、水道局）にお願いしている。
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11 文化・芸術 耕心館事業の充実 C

耕心館では、コンサートや企画展、講座など、多くの方
に来館いただけるよう各種事業を実施した。特にけや
き館と共同開催した「みずほ雛の春まつり」では、開催
以来初となる１万人を超える方が来館された。また、
耕心館ボランティアにより管理された庭では、季節ごと
に山野草の花が見ごろをむかえ多くの来館者に喜ん
でいただけた。

B
老朽化により修繕が必要な箇所については、来館者
の安全確保のため、計画的に実施する必要がある。

社会教育課が主催するサロンコンサートについて、耕
心館と連携して実施している。
企画課、姉妹都市委員会が主催するキルト展につい
て、耕心館及び郷土資料館と連携した事業を実施して
いる。
水・緑と観光を繋ぐ回廊計画「みずほきらめき回廊」の
拠点施設として、企画課と連携を図っている。

議会定例会　郷土資料館との一体管理について、エ
レベーターの設置について、ループシステムの導入に
ついて
町民　エレベーターの設置についての要望がある。

11

文化・芸術/
観光・イベ
ント/行財
政運営

ふるさとづくり推進
事業

C

ふるさとづくり推進事業の最終目的であるコーディ
ネーター育成に向け、町の歴史や観光、自然につい
て学ぶことができる「瑞穂ふるさと大学」を開校し、各
分野において講座と地域めぐりを実施した。延べ１２８
人の参加により町の魅力を多くの方に伝えることがで
きた。

B

ふるさとづくり推進のコーディネーター育成のため、プ
ロジェクトチームを中心に（仮称）瑞穂検定の実施内
容等について検討し実施する。また、次世代を担う子
どもたちへの郷土愛の醸成を図るために「ふるさと学
習みずほ学」との連携を継続する。

企画課（戦略策定）、産業課（観光分野）と連携して事
業を推進するとともに、庁内ＬＡＮ等を通じ全庁的に情
報を共有する。

平成28年第1回定例会で一般質問があり、「総合的に
ふるさとづくりの面では、企画部並びに個々の施策で
は、教育委員会や都市整備部などがかかわることか
ら、地方創生担当として配置する予定はなく、必要に
応じて若手のチームを編成するなど、対処する。」と答
弁している。

11 文化・芸術
郷土資料館事業の
充実

　 　
収蔵品を保管する場所が不足しているため、新たな場
所を確保する必要がある。また、収蔵品の状況を確認
し場合によっては、処分も検討していく必要がある。

郷土資料館「けやき館」に、町内の小学生に社会科見
学として来館してもらう。日程等の調整は、学校の先
生と調整している。
水・緑と観光を繋ぐ回廊計画「みずほきらめき回廊」の
拠点施設となっているので、回廊計画の担当部署の
企画課と連携を図っている。

平成２６年１２月定例会において、住民からの期待が
高まる「けやき館」の今後の有効活用に向けて提案が
あった。
ほかにも、以下の提案があった。小中学校を含めた多
世代利用の促進、博物館資料調査等の良好な環境づ
くり、テレビやＳＮＳ等を複合活用したＰＲ、東京ロケー
ションボックス等への登録。

11 文化・芸術
ビューパーク・スカイ
ホール維持管理・運
営事業

C
文化事業等で町民に優れた文化・芸術に触れる機会
を提供するとともに町民の文化活動や学習成果を発
表する場を創出し、文化振興を図ることができた。

C

町の文化振興のための場として活用されているため、
今後も適切に維持管理していく。また、文化施設運営
に関する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。

スカイホールを使用する他課の事業について、綿密に
打合せをし、当日の進行に支障をきたさぬよう調整を
図り実施する。

駐車場が坂途中にあり、ホールから距離があるので
競技場を駐車場として利用させてほしいという意見が
多い。

12 農業 農業振興事業 C

平成30年度は新たに新規就農として1法人を受け入
れた。また、地域農政推進協議会で認定審議を行い、
認定農業者12件、認定新規就農者1件を認定した。市
街化調整区域内の遊休農地について、農業経営強化
基盤促進法の利用権設定による農地の貸し借りを進
め16件28,235㎡の設定を行った。

B

今後も新規就農者の受け入れを行い、農業者として
瑞穂町に定着できるよう継続的に支援する。また、意
欲のある農業者に認定農業者、認定新規就農者のメ
リットを説明し、積極的に認定していくことで、担い手
の育成と確保に努め、農地の保全と有効活用を推進
する。

建設課との連携：農業振興地域内の町道整備と維持
管理、環境課との連携：有害鳥獣駆除・処分
地域課との連携：箱根ケ崎駅東西自由通路を有効活
用した販路確保支援「みずほマルシェ」の開催、健康
課との連携：瑞穂町産の農産物を使ったレシピの作成
秘書広報課との連携：マスコミへの情報提供を活用し
た特産品、イベント等のＰＲ

「不耕作地解消耕運等委託料」の科目名が分かりにく
いとの指摘が議員からあった。
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12 農業
ふれあい交流型農
業の推進事業

C

平成29年4月から新たな貸出期間が始まり、145区画
全て貸し出している。また、今年度は老朽化していた
木柵の一部を単管パイプを使用した柵に修繕しまし
た。

B
地権者や町民農園利用者等の意見を聞きながら、町
民農園の充実・拡大や体験農園の開設等に関する研
究をする。

農業委員会との連携：貸出期間の最初に野菜苗の植
付講習会を実施

町民農園の地権者から、将来的には町に土地を買い
取って欲しいとの申出があった。

12 農業
狭山池上流部整備
計画

D

狭山池上流部整備部会を開催し、平成28年度に決定
したゾーニングによる整備計画に基づき、ひまわり及
び菜の花の花畑作り及び都の補助事業を活用した基
盤整備の基本設計を行った。

C

引き続き、平成28年度に決定した整備区域とゾーニン
グに基づき事業を実施していく。景観ゾーンの花畑作
りについては、四季折々の花が楽しめるよう継続して
いく。また、基本設計が完成したため、今後の方向性
について建設課及び東京都等の関係機関と協議して
いく。

建設課との連携：道路整備、町道の維持管理
福祉課との連携：精神障害者地域活動支援センター
「ひまわり」、福祉作業所「さくら」との農福連携
秘書広報課との連携：ソフト事業のマスコミ等への情
報発信

回廊計画策定から年数が経過しているため、目に見
える形での具体的な計画の推進を議員等から求めら
れている。

13 商工業 商業振興事業 C

みずほブランド認定品の販売や、買物がしやすくなる
よう商店街を知ってもらうため、イベント事業を行って
いる。だれもが買い物をしやすい地域コミュニティの核
となる魅力ある商店づくりを支援していく。

B
既に進出した大型店と商店の共存がこれからの重要
課題となる。農業や観光などと連携を研究する必要が
ある。

みずほマルシェやみずほブランド事業について瑞穂町
商工会と連携している。

13 商工業 工業振興事業 C

経営基盤が不安定な中小企業に対し、融資制度の利
用促進が図れている。引き続き同業種・異業種や多
分野間の連携を図っていく。
また、町内企業の抱えている課題を把握するため企
業訪問を行った。

　

中小企業の経営支援を行うことで従業員の雇用の場
を維持していくことが重要である。また、受発注機会の
拡大や事業承継支援などの既存事業者の活性化が
必要である。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する必要がある。

企業誘致を積極的に進めるよう意見があった。

14
観光・イベ
ント、住宅・
公園

水・緑と観光を繋ぐ
回廊計画の推進

C

回廊ウオーキングマップを作成し、各種イベント等で
配布するなど啓発活動を実施した。また、みずほ☆き
らめき回廊の拠点である狭山池上流部では昨年度に
引き続き、新規就農者を中心としてひまわり畑ができ
あがり、案内サイン整備では石畑・殿ケ谷地区を中心
に８基の案内サインを設置した。
各検討部会は、継続的に活動を推進している。

B

住民や事業者の計画への更なる理解と内容の浸透を
図るため、愛称・ロゴマークを活用し啓発活動を実施
し、ホームページの記事掲載を速やかに更新する。ま
た、当初計画との変更点等精査し、平成29年度にまと
めた報告書をもとに今後の事業展開を検討する。

　計画内容が多岐にわたるため、連携すべき多くの課
がある。主な課は次のとおり。
・さやま花多来里の郷の管理・運営、回廊ルート整備
建設課
・狭山池上流部整備、農業振興地域の利用規制、観
光施策の計画・実施　産業課
・土地利用規制、景観モニュメントの設置　都市計画
課　・広報宣伝　秘書広報課　　・郷土資料館「けやき
館」　図書館

・狭山池上流部整備に関して、平成18年第1回、平成
20年第3回、平成22年第1回、平成22年第2回の各定
例会の一般質問で質疑があり、整備を推進する旨の
答弁をしている。
・平成20年第4回定例会で、「機会を捉え、モニュメント
などを設置し、潤いある街づくりを推進する」と答弁す
る。
・平成24年第1回定例会以降一般質問及び常任委員
会で取り上げられ、住民との協働を意識した進捗を求
められている。
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14
観光・イベ
ント

観光振興事業 C

ハイキング等都心からも気軽に訪れることができる自
然豊かな町であることをＰＲする必要がある。回廊計
画の推進に伴う案内サインを設置した。観光用ホーム
ページでのフォトコンテストの開催や情報発信、東京
都観光情報センター多摩でパンフレットの配布、ＪＡＦ
と連携し観光情報の発信を行った。各イベントで新規
イベントを行い、参加人数を増やすことができた。

　
回廊計画の推進や観光用ホームページの内容充実
のため、関係課で連携している。各イベントについて
観光協会や商工会と連携し開催している。

15 コミュニティ
町内会（自治会）へ
の支援

D

町内会・自治会への加入促進運動や講師を招いて講
演会の開催を行ったが、町内会・自治会の加入率増
加には至っていない。また高齢世帯の退会や、役員
への負担増に伴う役員のなり手不足への対応も課題
となっている。町内会・自治会へ加入することの必要
性を周知し、加入率増加や退会防止へ繋げることで、
地域コミュニティの活性化を図り、加入促進啓発活動
を継続する必要がある。

B

町内会連合会、各町内会・自治会、町が一体となって
加入促進活動を実施すると同時に、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も検
討する。また地域リーダー育成のための人材確保、地
域づくり補助金等を活用していただくための周知啓発
など、継続して町内会・自治会を活性化する手段を考
える必要がある。

地域づくり補助金について、より利用しやすい内容に
すべきとの意見がある。

15 コミュニティ
コミュニティセンター
の運営

D

・武蔵野・元狭山コミュニティセンターの管理運営検討
委員会で検討し、町内会や地域の団体と協力してコミ
センまつりを実施することができた。長岡町内会連合
会と地域の団体と連携してコミセンまつりを実施するこ
とができた。長岡コミュニティセンターの自主運営は思
うように進んでいない。各施設の特徴を生かし、グ
ループ・団体による主体的な学習活動を貸館を通し支
援している。コミセンまつりを通して、地域住民の交流
と地域コミュニティの形成を促進している。

B
現状のまま維持しながら、利用率の向上と充実したコ
ミセンまつり、主催事業を目指す。

役場の連絡所機能を有する住民課と税務課（住民関
係諸証明の受付、交付事務）、高齢課（福祉バス利用
登録証発行）、図書館（地域図書室、武蔵野・長岡）、
社会教育課（トレーニングルーム、長岡）、福祉課（瑞
穂町ふれあい運動会、長岡）及び高齢課（西部高齢者
支援センター、長岡）と連携している。

特になし

15 コミュニティ
地区会館管理委託
及び修繕等

C

地区会館が多くの方のコミュニティの場となるよう、そ
して高齢者や障がい者にも利用しやすい環境となるよ
う順次修繕等を進めている。また利用者の利便性と適
正な維持管理のため、樹木剪定や修繕等を行い利用
環境の整備を継続して進める必要がある。

B
地区会館は全体的に老朽化しているため、部分的な
修繕は継続して行うと同時に、大規模修繕等を計画
的に実施し、安全性を確保していく必要がある。

地区会館改修にあたり、防衛省や秘書広報課と連携
し計画を進めていく。

特になし

15 コミュニティ
スポーツ広場等の
提供

C

スポーツ広場等の利用者が快適かつ安全に利用でき
るように修繕、樹木剪定及び清掃等を実施し、環境整
備に努めている。引き続き利用しやすい環境にするた
め維持管理する必要がある。また、一部の広場につ
いては、敷地を北関東防衛局及び東京都から無償の
使用許可を受けている。

B

スポーツ広場等の敷地は、私有地が多くを占めてい
る。今後、敷地借上料の抑制について検討・対応して
いく必要がある。また周辺住民から場外への飛球につ
いて要望等を受けているため、計画を立てて防球ネッ
トの改修等を行い対応していく必要がある。

防球ネットの整備についての要望がある。
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16 平和・人権 平和事業の推進 A

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。平和のつどいとして、
平和のメッセージ表彰式に関係して、実施形態を新た
にして実施された。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。

B

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。
その他の実施事業についても、継続的に実施してい
く。

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。平和のつどいについては、
遺族会、福祉課及び社会福祉協議会との連携して実
施している。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。

・「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。

17
都市交流・
国際化

国際化推進計画の
具体化

C

　姉妹都市モーガンヒル市との交流として、市長を含
む訪問団を町で迎え、相互理解を深め、友好関係の
発展へとつなげることができた。青少年国際交流事業
では、モーガンヒル市の中学生８名、付添人２名を受
け入れ、町内で交流を行った。その他、瑞穂町姉妹都
市委員会と協力し、みずほ雛の春まつりでモーガンヒ
ル市のキルトや姉妹都市交流に関するパネル等を展
示し、ＰＲした。
　平成28年度に友好交流に関する覚書を締結した、タ
イ王国コーンケーン市との交流は、市長や県知事を含
む訪問団を受け入れた他、町長と議長がコーンケーン
市を訪問し、相互理解をさらに深め、今後の交流へと
つなげるきっかけとすることができた。
　町内在住外国人向けに、危機管理官が講師となっ
て、外国人町民のための防災セミナーを実施した。

B

モーガンヒル市との交流については、今後も継続する
が、新たな交流方法について検討を続ける。一方、町
の姉妹都市委員会のあり方やモーガンヒル市の姉妹
都市委員会の体制に課題があるため、今後の姉妹都
市交流の進め方に検討が必要である。また、コーン
ケーン市との交流については、今後の交流方法等に
ついて協議を続ける必要がある。在住外国人向けの
施策として、防災に関する啓発を継続するとともに他
の取組についても検討をする。

モーガンヒル市との交流、特に学生の派遣事業に関し
ては、今後も教育委員会と密接に連携していく必要が
ある。また、姉妹都市委員会に関しては、町職員も会
員に含まれているので、会員としての協力体制が重要
である。

タイ王国コーンケーン市との覚書締結に関して、平成
28年6月及び8月の議員全員協議会で報告した際、今
後具体的にどのような交流を進めるのか質問があっ
た他、平成29年9月のコーンケーン市来町に伴う議員
全員協議会報告時には、タイに進出している企業や
産業関係者との交流について意見があった。また、平
成28年8月の国際化推進委員会では、住民を現地へ
派遣してはどうかとの意見が出た。
平成28年7月の行政評価委員会で、モーガンヒルとの
交流に関して「モノ」の交流をしてはどうかとの意見、
また、在住外国人向け施策として、外国人町民の声を
吸い上げるべきとの意見が寄せられた。

17
都市交流・
国際化

青少年国際交流事
業

C

　モーガンヒル市から生徒を受け入れ、姉妹都市間の
交流を通し、国際感覚を養い、社会性や自立性など
の感性の向上に繋げることができた。また、異文化体
験により、日本の文化の良さを再確認できました。
　中学校体験入学、日本文化体験、町内外視察等を
とおして、生徒同士の交流、文化や習慣の違いを伝え
ることができました。

B

隔年で受入と派遣を繰り返す事業であるため、それぞ
れの事業における課題がある。派遣時は今までにな
い応募があり、多くの中から選考することができた。受
入時はホストファミリーの確保が必須であるため、企
画課国際化推進担当及び姉妹都市委員会と協力体
制を整えていく必要がある。

　
姉妹都市委員会とも連携をとるため、企画課とも協力
して事業を運営する。

17
都市交流・
国際化

海外留学奨学資金
等の支給

C
平成３０年度第１期に１名、第２期に１名の申請があ
り、合計２名の合格者が出ている。平成２９年度の奨
学生の精算業務も滞りなく終了した。

B
本制度のより広い周知が必要である。今後もＰＲ活動
を続け、人材の発掘及び活用につなげてゆく。

18 安全・安心
防災施設の整備充
実

C

防衛省の補助金を活用し、２か年継続事業の防災行
政無線デジタル化整備工事（親局等）に着手した。
防災用井戸手押しポンプを町内３か所に設置し、管理
についての覚書を結んだ。

B
継続事業である防災行政無線デジタル化整備工事に
ついて、庁内、防衛省、関係機関等と調整の上、適切
に当該事業を進めていく。

教育課（学校校舎内に災害用クラッカー、水などを備
蓄）、秘書広報課（防衛補助金を活用）

井戸への手押しポンプ設置に関する要望（災害に強
いまちづくり特別委員会）
災害用非常食の管理方法と期限切れ物品の有効活
用を(議員）
土砂災害計画区域内の広域避難場所について見直し
要望（自主防災組織）
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18 安全・安心
地域防災計画の充
実

C
現在の地域防災計画改に基づき防災事業を行ってい
る。令和元年度から令和２年度に地域防災計画等の
改定を行い、内容を更新する。

C

職員に対する災害時の役割等を踏まえた実践的な教
育及び訓練の実施を通じて、地域防災計画の習熟に
努め、様々な災害への対応能力を向上させる必要が
ある。毎年実施している総合防災訓練は、自主防災
組織が主体的に行い、一部職員が参加しているが、
今後、全職員が参加する訓練等を実施することが必
要である。また、現在の同計画が平成２６年３月修正
版のため、新庁舎建設に合わせて最新版に更新する
必要がある。

高齢課、福祉課、健康課と要援護者支援対策等につ
いての検討。企画課（瑞穂町業務継続計画:ＢＣＰ）、
都市計画課（瑞穂町下水道ＢＣＰ：マンホールトイレ）

災害に強いまちづくり特別委員会からの要望や提言
があった（耐震診断・耐震改修助成事業の実施、井戸
への手押しポンプ設置、自主防災組織及び防災訓練
のあり方等）。

18 安全・安心 防災訓練 C
平成３０年度総合防災訓練は、荒天のため中止となっ
た。

C

現在の自主防災組織が主体的に行っていくことで、組
織の強化が図れる。また、会場の変更、訓練内容の
見直し等により、多くの方に参加してもらうように検討
する。

教育課（学校の先生、児童・生徒の参加）、福祉課・高
齢課（要援護者の避難）、社会福祉協議会（ボランティ
アセンター立上げ）、自主防災組織（訓練運営・進行）

災害に強いまちづくり特別委員会より（防災訓練のあ
り方に関する要望（防災訓練のあり方の見直しや自主
防災組織との連携）

18 安全・安心
自主防災組織の強
化・育成事業

C

町では、自主防災組織の強化及び育成のため、継続
的に防災リーダー講習会の実施、防災市民リーダー
研修会に参加している。また、毎年、自主防災組織が
主体となり、総合防災訓練を実施しているが、平成３０
年度は荒天のため中止となった。地区単位での訓練
も行われるようになり、防災意識が向上している。

B

現在の自主防災組織代表者は、町内会長又は自治
会長が務めており、２年で交代してしまうことが多く、
継続性がない。母体となる町内会・自治会の役員、会
員の減少等の課題を踏まえ、同組織の見直しを検討
する必要がある。

高齢課・福祉課・健康課と避難行動要支援者対策に
ついて検討を進めて行く。

災害に強いまちづくり特別委員会より、自主防災組織
のあり方に関する要望が出ている（自主防災組織の
制度構築や組織別の防災力強化）。

18 安全・安心 応援協定締結事務 C
災害時における協定先と情報共有をしながら、大雨等
の災害に対応している。平成３０年度は、新たに３つ
の協定を締結した。

C
専門団体や民間企業等との協定といった幅広い分野
での協定を締結していく必要がある。

エフエム茶笛との協定については、行政情報番組の
買取等で協議が整わず、現在、協定廃止となってい
る。行政情報番組の買取等の関連で秘書広報課との
連携が必要である。社会福祉協議会とは、災害時に
おけるボランティア活動に関する協定を締結し、総合
防災訓練で、ボランティアセンター立ち上げ訓練を実
施している。

エフエム茶笛との協定、災害対応型自動販売機の設
置に伴う救援物資提供に関する協定の早期締結につ
いて、一般質問で協定締結を要望されている。また、
災害に強いまちづくり特別委員会より、女性の視点か
らの必要物品の備蓄や大型商業施設との協定による
「流通備蓄」が要望され、東日本大震災を受け、他自
治体との早期締結も提言されている。

18 安全・安心
消防力の強化（消
防装備充実）

第３分団の消防ポンプ自動車を防衛省の補助金を活
用し更新した。平成２０年度から２ｔベース車に変更し、
全分団の消防ポンプ車が同一となった。また、全ての
消防ポンプ車にドライブレコーダーを設置し、非常時
の対応が充実した。

C

消防ポンプ自動車の更新により、全ての分団の保有
する消防ポンプ自動車が２ｔベースとなった。しかし、
小型になったため乗員が少くなることや資機材のス
ペースが縮小するため移動・運搬に使用する車両の
検討が必要である。また、新たな訓練会場の捜索も必
要である。

福生消防署、瑞穂町消防団、瑞穂町自主防災組織連
絡協議会

「消防団担当地区の再編について」推進すべき事項と
なっている（災害に強いまちづくり特別委員会）
　瑞穂町消防団から報酬の引き上げ要望（瑞穂町消
防団長）
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18 安全・安心 安全安心まちづくり C

　警察や防犯ボランティア等の団体をはじめ、関係機
関との緊密な連携と情報共有を図るとともに、青色回
転灯装備車によるパトロールの実施や、従来の蛍光
灯よりも照度の高いＬＥＤ防犯灯の設置を推進しさら
に通学路の枠組みを越えて街頭に防犯カメラを設置
するなど、安全安心を感じられるまちづくりを推進し
た。

B

事件事故の早期解決、犯罪発生の抑止に効果を発揮
する街頭防犯カメラの設置、防犯灯のＬＥＤ化のを推
進し、より効果的な防犯パトロールや防犯キャンペー
ン、防犯情報の配信などを通じた各種防犯広報啓発
活動を実施し、今後も引き続き警察や防犯団体等と
緊密に連携を図り、安全安心なまちづくりに向けた各
種防犯対策と、住民の防犯意識の高揚に努める。

・安全安心なまちづくりは町全体の問題で、各課業務
と密接に関連しているため、全課と緊密に連携する必
要がある。
・防犯カメラの設置については、町民の要望等をはじ
め他課や警察等の情報等により、効果的な設置場所
について検討を行うとともに、設置場所にかかる各課
と連携していく必要がある。
・防犯メール配信は、事業を行っている秘書広報課と
連携する。

犯罪抑止について、町民、議員をはじめ、あらゆる方
面から要望がある（防犯灯設置、パトロール要望など）

18 安全・安心
駅駐輪場及び自由
通路における利便
性の向上

B B

　町の玄関口として、町行事やイベント等の周知や観
光案内、自由通路にコンシェルジュコーナーを設置す
るなど、効果的なＰＲ活動を積極的に推進した。また
施設設置から10年以上が経過しているため、修繕を
早めに実施するなど、指定管理者と緊密に連携して
適切な施設管理を行うとともに利用者の利便性向上
に努める。

・指定管理者である商工会とは、常に連携し、情報交
換をする必要がある。
・産業課や企画課とは東西自由通路を活用した効果
的な町の観光ＰＲやみずほマルシェを利用した物産品
販売等について、都市計画課とは箱根ケ崎駅東西駅
前広場の整備等について、相互に連携していく必要が
ある。

東西自由通路の景観向上や駐輪場の利便性向上に
ついての意見がある。

19 基地対策

横田基地に起因す
る諸問題の解決に
向けた関係機関へ
の要請事務

C
町と議会による要請のほか、横田基地周辺市町基地
対策連絡会や横田基地に関する周辺市町連絡協議
会等による要請を実施し、実情を訴えた。

B

市街地上空での低空・旋回飛行や排気ガス等による
生活環境悪化の防止、補助事業の採択基準の見直し
等、継続して各機関に対し、要請活動を粘り強く実施
する。

　議会、基地対策特別委員会と情報を共有している。
　町長への手紙、各課への問合わせ等で騒音に対す
る町民からの意見、苦情等が多数届いている。

19 基地対策
航空機騒音測定事
務

C

騒音測定データを分析し、広報みずほ及び町ホーム
ページに掲載し、住民等に周知した。
なお、町役場においては、新庁舎建設工事に伴い、正
確な航空機騒音測定結果を得られないため、公表し
ないこととした。

B

測定環境やメンテナンスに留意し、正確な測定結果を
出し、分析等に活用できるように継続して測定業務を
行う。
令和元年度、新庁舎建設工事に伴い、役場局の移転
を実施することから、これと同時に、民家局からの
データ収集回線をADSLから光に変更し、今後の
ADSL回線サービス終了に備えることとする。

環境基本計画の推進にあたり、環境課とは航空機騒
音関連で連絡、調整を行っている。

平成28年9月の決算特別委員会で、他地区での測定
の可能性について問われたが、騒音測定は同じ場所
での経年調査が必要であり、移設等した場合には費
用が発生することを考えると、別の場所での調査は考
慮していないと回答。
平成29年9月の決算特別委員会で、夜間飛行の回
数、苦情件数及び、苦情に対して要請を行ったかにつ
いて問われている。
町長への手紙、各課への問合わせ等で騒音に対する
町民からの意見、苦情等が多数届いている。

19 基地対策
防衛省補助事業再
編交付金・調整交
付金の調整

C

調整交付金事業において、平成２８年度に設立した特
定防衛施設周辺整備調整交付金基金の各事業につ
いて、適正に執行した。
再編交付金事業において、計画どおり適正に執行し
た。健康づくり基金による特定健康診査等検査項目追
加事業について、当初計画どおり、事業を完了した。

B
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。

　施設の維持管理、長期的な整備計画等を調整、検
討するため、各交付金について各事業実施課と連携
している。
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21 循環型社会

資源物、不燃ごみ、
有害ごみ、粗大ご
みの適正な中間処
理

C

　リサイクルプラザの中間処理施設としての機能を十
分に発揮し円滑な運営を行った。適正に中間処理を
行っていることから、容器包装プラスチックとペットボト
ルの品質は毎年高い評価となっている。

B

　継続して適正な中間処理を実施し、資源化率の向上
と適正なリサイクルに努める。
　日常の処理に支障が生じないよう、プラント設備等
の経年劣化を想定し、計画的な修繕を実施する。

建設課公園係　公園の剪定枝のチップ化を行うため
の受入れ。
教育部指導課　学校で飼育している小動物の死骸の
受入れ等。
関係各課　各課所管業務で発生した一般廃棄物の受
入れ。

平成25年9月議会の一般質問で「使用済み小型家電
リサイクル事業の推進を」という質問があった。制度を
進めるという点では一致しているが、検討課題を整理
した上で、広域的、効果的に実行していく。平成26年9
月議会の一般質問で｢ごみ処理の合理化計画は進展
しているのか｣という質問があった。一般廃棄物処理
基本計画に基づくごみ処理業務の統一、合理化を西
多摩衛生組合構成市町と連携し実現を目指す。

21 循環型社会
リサイクルプラザと
エコパークの効率
的、効果的な管理

 リサイクルプラザ施設見学の受入を随時行った。フ
リーマーケット（みずほ青空市）を定期的に開催しリ
ユース（再使用）の意識啓発を行った。収集した粗大
ごみの中から、使用できるものを再生利用品として販
売し、今年度も予算額を超える収入があった。
　東京たま広域資源循環組合の補助事業の「三多摩
は一つなり交流事業」を活用し、町民を対象とした二
ツ塚処分場の見学会を実施し、廃棄物減量の啓発を
図った。
　環境学習の拠点として、エコパークの自然環境を生
かした公園整備に努め、ひまわりの種まき、ミツバチ
の飼育、ユキワリソウ、山野草の管理等については住
民の方やボランティア等と協働した事業を行った。動
植物については、専門知識のある方にアドバイスを求
め管理に活かした。
ドッグランは、月に１回の利用者による自主的な清掃
活動等を支援した。

B

　今後も環境学習の拠点として、自然環境に関する啓
発活動の充実を図る。対象とする動植物や季節に応
じて工夫を凝らした管理運営手法を常に調査・研究
し、来園者が年間を通じて楽しめる公園づくりを目指
す。また、フリーマーケット等の循環型社会形成に向
けた啓発事業を継続して実施する。今後は安全な公
園管理という視点から自然災害への備えを確実なも
のにしていく必要がある。

平成24年度から、みずほｴｺﾊﾟｰｸ管理運営委員会の
構成員に社会教育課長と建設課長が加わり、必要に
応じて情報交換を行っている。具体的には散策路の
舗装修繕や芝生の管理、鎌倉街道の歴史的な説明
等。平成24年度には長崎で被爆した柿の木を、平成
25年度にはﾊﾅﾐｽﾞｷを平成27年度にはｼﾀﾞﾚｴｺﾞを姉妹
都市友好の証しとして植樹するなど企画課や秘書広
報課と連携している。夏のユリと秋の彼岸花などを産
業課所管の観光用ホームページを活用し積極的にＰ
Ｒしている。

みずほエコパークの管理及び事業運営を円滑に推進
するため、みずほエコパーク管理運営委員会から意
見徴取している。平成24年度はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体からの
要望により、被災地支援の一環としてひまわりの種を
まく場所を提供した。平成25年度に町民からの意見に
よりﾄﾞｯｸﾞﾗﾝに英語表記の注意喚起看板を設置した。
監査委員からの指摘により町道に面した照明灯の点
灯時間を延長した。

21 循環型社会
地球温暖化対策の
推進

C

・平成30年度、二酸化炭素冷媒ヒートポンプ給湯器13
件、潜熱回収型給湯器19件、太陽光発電システム31
件、太陽熱利用システム0件、燃料電池0件、蓄電池
19件の申請があり、環境へ配慮する住民意識の高揚
と二酸化炭素の排出の削減に寄与した。
・第2次地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に
従って庁舎内の推進体制の構築を図るとともに、温室
効果ガス排出量の「見える化」に取り組んだ。

B

町の助成事業については、現行の制度が3年を経過
することと内容を見直しつつ同様の事業を9年間行っ
てきたことから、ひとつの区切りとして、平成31年度は
実施しないこととした。助成事業については、国や都、
社会情勢の動向を注視し、研究していきます。

制度の周知には、関係課（地域課、産業課等）と連携
する必要がある。

21.9月議会で「環境配慮型設備設置の助成を検討し
てほしい」という質問あり。H22.3月議会で再度議員よ
り一般質問あり。
平成23.3議会で、申請状況を報告する。広報活動を積
極的に行い、事業のPRに努めるよう依頼があった。

22 ごみ・し尿

廃棄物処理手数料
徴収事業（ごみ処理
手数料、し尿処理手
数料）

C

・西多摩衛生組合で処理する事業系一般廃棄物の処
理手数料は収集運搬業者１件の破産による収入未済
を除いて全て予定どおり収入された。
・家庭ごみ一部有料化に伴う手数料徴収については、
瑞穂町商工会に委託し適正に行われた。
・し尿処理手数料については、くみ取り委託業者や下
水道係と連携して現状把握に努め、適正に徴収した。

B

　現状の徴収手段を継続しつつ、確実かつ効率的な
方法を模索する。
　また、手数料の金額については、西多摩衛生組合の
構成市町間での情報交換に努める。

未水洗化世帯の把握を正確に行うために、下水道水
洗化工事等の現状について都市計画課に情報提供を
依頼している。

議員からの提案を受け、平成25年度から指定収集袋
の一部ばら売りを開始した。

22 ごみ・し尿
ごみ収集とごみ減
量対策事業

C

　瑞穂町の総ごみ量については、平成29年度と比べ
て1.45％（168ｔ)の減となった。事業系ごみについても
38tの減となった。事業系ごみの減量を目標に定期的
に展開検査を行い、事業所への立入り指導を行った
成果と言える。
　長期総合計画中の数値目標では、ごみ排出量（1人
1日あたり）は、平成32年度792.2ｇに対し、平成30年度
は946.0ｇで目標まで153.8ｇの減量が必要となり、資源
化率では、平成32年度40.0%に対し、平成30年度は
31.3%で目標達成まで8.7%増加させることが必要とな
る。

B

　事業系ごみについて、その排出量は経済情勢に左
右される一面があり、原因の分析、対策については難
しい部分もあるが、適正なごみの分別は必要であるこ
とから展開検査を継続し、焼却不適物の混入が多い
と断定した排出事業者については、重点的に立入り指
導を行う。                                           　あ家庭ご
みについても展開検査を実施し結果を分析し、より精
度の高い分別を依頼する必要がある。

・ごみ減量に向け、建設課が公園で実施している樹木
剪定の剪定枝をチップ化して再利用している。
・社会教育課が所管している瑞穂町生涯学習まちづく
り出前講座に「ごみ・し尿」の分野で登録している。

平成24年度は生ごみの減量化施策として、ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｺ
ﾝﾎﾟｽﾄの普及についての意見があり、試行的に町職
員及び生活学校に協力を依頼し実施した。平成27年
度は委員の発案により町内の処分施設の見学会を実
施し知見を深めた。平成29年度は資源物集団回収で
子ども会への助成額について議員間討議で議題と
なった。
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23 環境保全
河川水質・水生生
物、大気等の調査

C

大気環境調査を夏季、冬季の2回実施。河川水質検
査は、残堀川年4回3地点､不老川は毎月1地点におい
て実施（7回欠測）。生物調査を残堀川1地点にて年1
回実施。残堀川水質調査会による要望活動を、東京
都の関連機関に対し、５月に実施した。また、放射線
量の測定を毎月8地点で実施した。

B

残堀川の水質、水生生物調査は、瑞穂町と武蔵村
山・立川市と合同で調査会を設置し、東京都の関係機
関（多摩環境事務所､西多摩建設事務所等）に対し
て、要請活動を実施している。調査結果の年次推移を
把握するため、調査を継続する必要がある。

河川水質検査では、流域の工事により河川に泥水が
入り、適正な検査が実施できないことがあるため、東
京都（西多摩建設事務所他）など、施工主から工事計
画の情報収集に努める必要がある。

大気環境調査や残堀川・不老川の水質検査について
は、議会での質問等も多い。現状・実態の把握の資料
とする必要があるため、継続して調査が必要である。

24 環境美化 全町一斉清掃 C

例年どおり、６月３日の第一日曜日に実施し、横田基
地の参加者を含む５，３９８人の参加があった。(前年
５，３５６人）参加者にはゴーヤの苗（６，０００ポット）を
配布した。
今回も再資源化推進のため、各家庭から出た使用済
み小型家電の回収(70㎏）を行った。

B
町の年間行事として町民に定着している。環境美化に
ついて考える良い機会であり、今後も継続して実施す
る必要がある。

多くの方に参加していただくため、各課より関係団体
へのＰＲを依頼する。また、横田基地関係者の参加な
どを促進する。

環境対策の一環として参加者にゴーヤの苗を配布し
ているが、ゴーヤに代わる苗を配布して欲しいという
声と共に、配布数に関する要望が多かった。また、ビ
ニール袋が届かなかったとのことで「町長への手紙」
を寄せられた。
子ども議会にて、一斉清掃の回数を増やして欲しいと
の意見があった。

24
環境美化・
環境保全

公害等の巡視・指
導

C

・2人一組4人体制により週6日間の勤務で巡回・指導
を行っている。環境パトロールは環境監視、不法投
棄、ポイ捨てごみ等に早期の対応を行った。
・アライグマ・ハクビシンの相談に対して、箱わなを設
置し駆除に効果を上げた。
・飼い主のいない猫への対応として、活動を実施して
いるボランティア団体に対する助成金を創設し、行政
と協働で課題に対応している。

B
現在の事業と並行して、課題についての理解促進を
図る広報活動が必要と考える。

公共施設内で不法投棄などを発見した場合は、該当
する管理部署へいち早く情報を提供し、必要により対
応を求めている。

・不法投棄や公害の未然防止、不正焼却への早期対
応、臭気測定の実施、空き地・空家等の巡視・指導活
動の強化により環境保全を図ってほしい。（町民より）
一般質問で、ボランティア団体の支援と不法投棄の防
止策に関して、罰則付き条例の制定について意見が
あった。

25 土地利用
都市計画マスタープ
ランの改定に関する
事業

C

上位計画である多摩部１９都市計画都市計画区域の
整備、開発及び保全の方針及び第５次瑞穂町長期総
合計画との整合性を図りながら、町の将来像を定めて
いく必要がある。

B
町の将来像の策定に向け、関係各課、関係機関との
意見交換を行い多様な視点から検討を継続していく。

都市整備部内の各課と長期総合計画を所管する企画
課との調整以外にも、多様な視点を取り入れるため全
庁的な策定体制をとる必要がある。

町民アンケートやパブリックコメントなどを活用し、町
民意見を踏まえながら策定を行う。また、都市計画審
議会への諮問や町議会議員への意見照会等も行う必
要がある。

25 土地利用 地籍調査事業 C

　地籍調査事業は個人間の土地にかかわる紛争を未
然に防止するとともに、公共事業の円滑化、合理的な
土地利用、災害復旧への迅速な対応など、土地利用
に関する施策の基礎資料となります。平成３０年度で
町が調査対象としていた地区については完了しまし
た。

C

　町が調査対象としていた地区については、調査が完
了しました。今後は、道路の移管を検討している都営
住宅地区の測量を行う予定です。この測量結果を、地
籍調査と同等の成果として登記できるよう、東京都の
関係部署と協議していきます。

管財課（行政界等関連）
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26
土地区画整
理

土地区画整理町施
行事業(駅西）

C

箱根ケ崎駅西地区は、地区計画により良好な環境の
整備につとめ、住居・商業・工業が調和した魅力ある
都市空間の創出を図ることを目的としており、着実に
事業が進んでいる。

B
区画道路の築造や建物移転を行う。また、関係機関と
の調整や権利者との交渉を進める。

雨水排水・汚水排水について都市計画課下水道係、
埋蔵文化財について図書館文化財担当、道路付属物
の設置等について将来道路管理者の建設課との調整
が必要である。

26
土地区画整
理

土地区画整理支援
事業(栗原地区）

E

栗原地区は道路や公園などの都市整備に加え、ＪＲ
八高線の新駅設置と一体的な基盤整備を予定してい
るが、事業認可取得までに、農業振興地域の指定解
除、市街化区域への編入、雨水、汚水処理の問題
等、解決しなければならない問題が多種多様にある。

B
事業認可取得に向け、栗原地区における問題点を一
つずつ解決していく。

新駅の設置について秘書広報課と都市計画課計画
係、農業振興地域の指定解除について産業課、市街
化区域への編入について都市計画課計画係、雨水排
水・汚水排水について都市計画課下水道係との調整
が必要である。

26
土地区画整
理

土地区画整理組合
施行事業(殿ヶ谷）

C

組合施行である殿ヶ谷土地区画整理事業は、町の都
市整備が充実するための重要な役割を担っている。
優良企業を誘導できるような住宅と工業の均衡の取
れた市街地を形成するために、今後も組合への指
導、助成を行い、事業期間内での事業完了を目指す。

B

建物移転及び道路築造工事が計画どおりに実施でき
るよう事業進捗管理会議で組合と調整を図る。また、
未同意者への交渉を継続して行い、事業への理解・
協力を得られるように努め、事業期間内の完了を目指
す。

武蔵村山市との行政界について管財課、雨水排水・
汚水排水について都市計画課下水道係、道路付属物
の設置等について将来道路管理者の建設課との調整
が必要である。

28 公共交通
公共交通に関する
要望

C

・複線化や運行本数の増加等のＪＲ八高線に係る要
請や、多摩都市モノレールの導入促進（箱根ヶ崎方面
早期事業化）について、町と議会、関係市町で組織す
る協議会等において関係機関に要請した。
・東西方向の交通機関である都営バス路線の維持を
図るため、公共負担を行った。
・町の公共交通について、従前より移動手段として十
分とはいえない状況であることから、公共交通及び自
動車に関する利用実態、町民意識等を把握するため
のアンケート調査を実施した。

B
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。

　多摩都市モノレールの延伸、箱根ケ崎駅東西広場
及び新駅の整備、調整について、都市計画課と連携
している。

　コミュニティバスの導入や八高線の増発等につい
て、議員からや「町長への手紙」により要望が出てい
る。

29 住宅・公園 公営住宅管理事務 C

平成２４年度に策定した町営住宅長寿命化計画に基
づき、国庫補助金を活用して平成３０年度に１・２号棟
の外壁改修工事を実施、３１年度には３～５号棟の工
事を予定している。給排水等修繕については個別対
応修繕を行い、また退去時修繕を適宜行うとともに建
物の延命を考慮した維持補修を計画的に実施してい
る。

B

国庫補助金を活用し、平成３０年度（１、２号棟）、平成
３１年度（３、４、５号棟）に外壁改修工事を行う計画で
ある。
今後、国庫補助金の要綱改正や国の予算措置等の
動向の注視、東京都とのヒアリング及び情報収集を行
いながら長寿命化対策を行っていく。

入居者の高齢化が進んでおり、安否確認や要介護状
況等の情報を高齢課と地域課とで共有し、連携した対
応が必要である。

町営住宅敷地内にある集会所の屋根の老朽化や児
童遊園の高木剪定等の要望がある。
利用状況や現場確認を行いながら適切に対応を行
う。
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29 住宅・公園
公園・緑地の整備
及び維持管理

C

　遊具の安全点検や植栽の定期剪定、遊具や健康器
具の新設、更新などを行い、安心して利用できる公園
管理ができた。しかし、公園面積の拡大をすることが
できず、町民一人当たりの公園標準面積には届いて
いない。
　区画整理区域以外での地域においては、土地の確
保が難しく新たな公園の設置が進まないのが課題で
ある。

A

　水・緑と観光を繋ぐ回廊計画に沿って、施設の整備
等を行い、狭山池上流部やさやま花多来里の郷、平
成26年度に完成したけやき館と狭山丘陵の自然環境
資源を結びつけ、住民にやすらぎと潤いを与えること
を目指す。

都市計画課及び環境課との連携
公園や緑道の樹木について適正な管理を行うよう要
望を受けている。

29 住宅・公園
樹木樹林地の保全
事業

C

　さやま花多来里の郷による緑のＰＲについては、
新聞、テレビ局等に情報提供、ＪＲ駅にポスターを掲
示するなどＰＲを行った結果、かたくりの花を観賞に来
られる方が、町内はもとより他県からも訪れている。
　樹木等保存指定については、相続などによる解除が
あり、やや減少傾向ではあるが、樹木等保存に対する
気持ちは各地権者とも維持している。

B

　町内に広がる樹林地や、市街地に残された大樹や
屋敷林を可能な限り保存指定し、町の景観の保全並
びにみどり潤うまちづくりを目指すために、十分なＰＲ
を行う必要がある。また、住民の理解と協力を得るとと
もに、住民との協働ができるよう事業を推進していくこ
とが重要である。

環境課、地域課、郷土資料館との連携
樹木管理及び下草刈などについて適正な管理を指導
するよう要望を受けている。

30 道路
都市計画道路の整
備促進

C
都市計画道路3・5・24号線築造工事（その７）延長約
95ｍが完了した。

B
今後、継続して国費と都費の連動形の補助金を要望
していく。

都市計画課と事業の進捗状況等について連携してい
る。

事業の進捗状況の確認や早期完了の要望を受けて
いる。

30 道路　ほか
国及び都事業への
協力及び促進事業

C

都に対し未整備区間の都市計画道路の整備促進の
要望や、国及び都に対し国道及び都道沿道の環境対
策、安全対策について要請を行っている。また、整備
中の事業については必要な協力を随時行っている。

B

国及び都が事業中であるものについて、事業が円滑
に進捗するよう調整・協力を引き続き行う。また、未整
備区間については早期事業化、事業の推進を要望す
る。

東京都西多摩建設事務所との行政連絡会での建設
課、秘書広報課に対する要望事項の照会及び連絡会
への各課長の出席

30 道路
生活道路の整備事
業

C

舗装工事
町道27号外8件の舗装工事は全て予定通り完了した。
また、うち7件の舗装工事は都の市町村土木補助を活
用した。

B
回廊計画ルートの整備路線は極力舗装補修と併せ、
市町村土木補助を活用し整備を進める。

回廊ルート整備においては関係機関及び関係各課と
調整を図る。

道路改良等の要望を受けている。
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30 道路
交通安全施設整備
事業

C B
　通学路をはじめ、町民の安全を重視した道路の改善
を図っていく必要がある。また、計画的に交通安全施
設の設置、修繕を図っていく。

　地域課、福生警察署、福生警察署管内協議会と、交
通規制等について連携している。
　また、教育課、福生警察署と通学路の安全点検を毎
月実施。

　町長への手紙、電話等で交通安全施設の設置につ
いて要望が多い。

30 道路
道路維持補修等業
務委託事務

C

　道路等の管理体制を強化し、不良箇所の早期発見
につとめるとともに、状況に応じた迅速かつ的確な対
応をはかることにより、良好な道路機能を維持してい
ます。

B

　引き続き不良箇所の早期発見につとめ、良好な道
路機能を維持するとともに道路環境の整備につとめま
す。また、道路ストック総点検、橋りょう点検の結果を
基に、道路及び橋りょうの維持補修を計画的に進めま
す。

地域課、福生警察署と冠水、積雪等による通行止め
などの交通規制に関する調整

住民・議員からの要望に関しては、迅速に対応するよ
う努力している。

31
上下水道・
河川

下水道整備事業 C
殿ヶ谷土地区画整理地内及び認可済みの市街化調
整区域内汚水管渠の整備を計画的に行っている。

B

汚水整備について、平成２６年度に事業計画を拡大し
た市街化調整区域内の整備を計画的に進めるととも
に、殿ヶ谷土地区画整理事業の進捗にあわせ整備を
すすめる。また、雨水幹線整備について事業実施に
向けて関係機関との協議を行っていく。

町道への管渠布設については、建設課との調整が必
要である。

31
上下水道・
河川

下水道施設の維持
管理

C
計画的に管路施設の調査、清掃を行い必要に応じて
補修を行っている。

B
下水道維持管理計画に基づき継続して施設の適正な
維持管理に努める。

下水道BCP策定に伴い、地域防災計画・全庁BCPの
見直しについて、地域課・企画課との調整が必要であ
る。
避難所へのマンホールトイレ設置について地域課・教
育委員会との調整が必要である。

31
上下水道・
河川

財源の確保 C

東京都水道局に徴収事務委託を行い、下水道事業の
基幹的な財源である下水道使用料の確保を図ってい
る。また、国都補助金、受益者負担金、地方債を活用
した事業を実施し、財源不足については一般会計繰
入金を補填している。令和２年度から公営企業会計を
導入し、経営の効率化、行政サービスの向上を図る。

C

公営企業会計の導入により、ストック情報や損益情報
の的確な把握により、財務状況を明確にして適切な更
新計画や経営計画に基づき、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。

一般会計繰入金について企画課と調整が必要であ
る。
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32 地域協働
協働事業の推進と
協働体制の整備

C

瑞穂町協働のまちづくり推進委員会において、町にお
ける協働の推進、協働の周知啓発の方法及び仕組み
づくりについて議論を行いました。また協働事業相談
を地域課窓口で受け、関係各課との橋渡しを行い調
整等を行いました。
平成30年12月には、より多くの町民に協働を理解して
いただき、新たに協働を始める際に活用していただく
ための「協働事業ガイドライン」を策定しました。
地域の抱える問題及び課題の情報収集及び情報提
供を行うため、職員地域情報コーディネーターを派遣
しました。

B

具体的な協働の進め方や具体的協働事例を紹介し、
新たに協働を始める際に活用していただくための協働
事業ガイドラインを策定したが、今後も継続して、宣言
の実現に向けた制度づくりや周知・啓発方法などを瑞
穂町協働のまちづくり推進委員会を中心に検討してい
く必要がある。

協働事業については全課と連携し、更に理解を深め
る必要がある。また各課より選出の瑞穂町庁内協働
推進担当者と連携を図り、協働のまちづくりを推進し
ていく。

協働の事業に財政面での支援が必要である。

32 地域協働
男女共同参画社会
推進事業

C

男女共同参画川柳は平成30年度386作品の応募があ
り、産業まつりや各コミュニティセンターで展示を行っ
た。閲覧者の方々に投票をしていただくことにより、男
女共同参画意識の啓発をはかった。
また、男女共同参画社会推進委員と連携した講演会
では、子育て中の家庭では「片づけ」に困っている方
が多いことなどから、利き脳で自分にあった片づけの
方法を学ぶことをテーマとしてとりあげ、開催した。
庁内では、平成30年度は総務課がワーク・ライフ・バラ
ンスをテーマとした研修を係長職を対象に行った。平
成31年度は、主任・主事職を対象に同テーマで研修を
予定しており、全職層へ向けて啓発を図る。また、職
員向けの啓発としてワーク・ライフ・バランス等をテー
マとした庁内報「d&k」を１回発行した。

B

男女共同参画の進捗状況調査は、各課の担当ととも
に継続する。
広報紙及びホームページへの掲載内容を更に充実さ
せ、他の周知・啓発方法についても検討・実施してい
く。
庁内での男女共同参画推進・ワーク・ライフ・バランス
推進への取り組みを進めるとともに、町内事業所の実
態把握についても取り組みを進める。

ＤＶの対応など、福祉課との連携が今後も必要であ
る。また、庁内の女性の登用促進等、ワーク・ライフ・
バランスの推進に関しては総務課との連携はもとよ
り、全庁的な取組が必要である。

女性職員活躍推進プロジェクトチームにより、平成28
年3月に町長に「瑞穂町女性職員の活躍推進に向け
た施策提言」が提出された。提言の内容は、(1)理事
者を含めた管理職の意識改革の実施、(2)係内のコ
ミュニケーションの促進・係での働き方の見直し、他2
項目全4項目である。
平成29年9月議会定例会で「性的少数者（ＬＧＢＴなど）
支援の取り組み」についての一般質問が出された。

32 地域協働 選挙啓発事務 D

　若年層の投票率向上に向け、成人式会場での選挙
啓発に併せて、新成人に対し選挙啓発を促す年賀状
の郵送及び１８歳への選挙権年齢引き下げに伴い、
選挙時登録を含め、新有権者に対しバースデーカード
による啓発を実施した。

B

　成人式会場での選挙啓発運動に併せて、新成人に
対し選挙啓発を促す年賀状を郵送するなどの、積極
的な啓発活動を引き続き行う。また、18歳の新有権者
に対し、新有権者啓発カード（バースデーカード）によ
る啓発を引き続き実施していく。

 投開票事務について全課に依頼し連携している。

 投票率が低いことについて町民や議員から意見をい
ただいたことがあったため、町内在住の18歳以上の男
女個人2,000人（無作為抽出）に選挙に関する町民ア
ンケートを実施しました。結果を平成26年3月に「瑞穂
町選挙に関する町民意識調査報告書」としてまとめ、
町ホームページに掲載し、議員にも報告させていただ
きました。

33 広報・広聴
ホームページの運
営

C

ＣＭＳ（コンテンツ・マネジメント・システム）の導入によ
り、全職員が個人の端末で記事が作成でき、インター
ネットの即時性を活かした情報提供をしている。
職員が、自分たちの業務を外部に発信して仕事が完
結するという意識が少しずつだが見られるようになり、
意識の変化につながっている。

B

各部署で作成したホームぺージを確実に掲載できる
よう、システムの管理・運用を行い、さらに安定的に公
開し続けられるように、業者による運用保守委託を結
んでいる。また、管理・運用費用における町の財政的
負担軽減のため、バナー広告料及び防衛省の補助金
を確保する。

各部署がCMSによりぺージを作成する際に、作成方
法やカテゴリの設定等について適切な助言や指導を
行う必要がある。

・フェイスブックなどのSNSを活用し広報していくことが
重要と考える。（議員）
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33 広報・広聴 各種広報誌の発行 C
転入者等に町勢要覧、暮らしの便利帳、ガイドマップ
を配布した。また、窓口でガイドマップなどを紹介しな
がら町をＰＲした。

B

次回作成する各種広報誌に使用する写真等の素材
の準備を引き続き進める。発行する意義をしっかり意
識し、発行時期などを検証しながら、効果的に各種情
報を町民に伝えられるように各種広報誌を発行する。
特に「暮らしの便利帳」については、官民協働事業とし
て発行するため、業者との連絡・調整が重要となる。

広報誌を作成するに当たり、担当部署からの情報が
必要不可欠である。また、校正作業においても、連携
が必須である。

33 広報・広聴 広報みずほの発行 C
読みやすく親しみやすい紙面になるように、住民の視
点に立って編集し、毎月1回の発行を確実に行った。

B

平成29年7月号から表紙及び背表紙のデザインやレ
イアウトのリニューアルを行った。今後も引き続きリ
ニューアルした部分を継続していき、表紙の写真につ
いて、特にインパクトのある広報紙を目指していく。ま
た、住民が主役となる表紙写真を意識して狙ってい
く。

広報紙を作成するに当たり、担当部署からの情報が
必要不可欠である。情報提供とともに校正作業におい
ても、連携が必須である。また、月に１回広報納品日
に、広報連絡会議を開催し、紙面への意見などを聞
き、次号への参考としている。

広報紙について、平成２９年９月議会で、「最近の広報
紙は良くなっている。」という言葉をいただいている。
（議員）

33 広報・広聴 広聴活動の充実 C

手紙の内容と回答（案）を庁内グループウェアを使い
全職員で共有し、住民による町政に対する意見・要
望・提案などを把握し、町政運営に反映できるものは
反映するよう努めている。

B
町長への手紙の内容について、広報紙等を活用して
町民へ公表する。また、手紙の内容と回答（案）を庁
内グループウェアを使い全職員で共有している。

町長への手紙等の回答に当たり、担当部署に確認し
ている。

33 広報・広聴 情報提供の充実 C

メール配信サービスの中のイベント情報について毎週
末を基本として、確実に配信を行った。平成29年度末
の登録者数は、3,771件（学童保育クラブメール配信
サービス登録者数を含める）だった。また、マスコミへ
の情報提供を行い、紙面等で取り上げてもらうことで
行政の情報（事業）を町民に提供できた。

B

新たに瑞穂ケーブルテレビで広報番組の放映が始ま
り、テレビの特長である映像と音声を効果的に使える
ようにするため、ノウハウがあり、瑞穂町の素材等も
持つケーブルテレビと連携・調整などを図り、より分か
りやすい情報として町民へ伝えるよう努める。ケーブ
ルテレビと委託契約を結び、番組制作・放映費用を抑
える。財源については、防衛省の補助金を活用し、運
営していく。

情報提供において、担当部署からの情報が必要であ
る。事業を実施する各部署が積極的にPRすることを
念頭に置き、情報提供に努めるなどの連携が必要で
ある。なお、災害情報・防犯情報は地域課が担当して
いるが、情報共有を図っている。

35 行財政運営 行政評価事業 C
行政評価委員による事務事業評価シートの外部評価
を実施した。シートの適正化を審議していただき、第４
次長期総合計画との整合性をとることができた。

B

財政係と連携し当初予算ヒアリングに活用できるよう、
事務事業評価シートを改善等をするよう検討し、各課
の事務事業評価シート数を低減させたい。
また、行政評価委員による事務事業の外部評価を平
成２４年度より実施し、審議内容が次年度への参考意
見となるため引続き実施していきたい。

行政評価は、全職員での取り組みが前提であるた
め、全課との連携が必要である。
また、職員配置との整合性を図るため、総務課との連
携が必要である。
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35 行財政運営 窓口業務 C

個人番号カードの交付事務については、土曜日交付
も含め、円滑に行うことができた。なお、町独自利用
サービスの提供やコンビニエンスストアでの住民票等
の交付及び防犯カメラの設置における必要な調査、
研究を引き続き行う。

C

　町独自利用サービスの提供やコンビニエンスストア
での住民票等の交付、防犯カメラの設置など役場の
顔である住民課窓口のあり方について、庁舎建て替
えも鑑み、調査、研究を引き続き行う。

マイナンバーカードの発行枚数の増加と活用拡大の
ため関係課との調整を図り進める。

35 行財政運営 行政改革の推進 C

平成３０年度は第５次行政改革大綱実施細目の３年
目の年となっている。「協働施策の展開」では各課とも
に多くの事業を展開することができた。また、「特定財
源の確保」については、国、東京都をはじめ多くの財
源を確保することができた。しかし、「事業等に具体的
に着手、事業方針（手法）を決定」「具体化に向けて内
容を検討」する事業等もあるため、引き続き取り組ん
でいかなければならない。

B

平成３０年度は第５次行政改革大綱実施細目の３年
目であった。平成３０年度の結果を踏まえ、令和２年
度の期間までに目標達成をするため行政改革を推進
する。

行政改革は不断のテーマとして推進していくことが必
要であるため、全課（局・館）、全職員との連携が必要
である。

大綱策定に伴い、議員全員協議会（平成２８年３月）で
報告と同時に質問があった。第５次行政改革大綱：基
本理念１①町政への住民参加の促進で、「転入者が
地域にとけこみやすい環境づくりを促進し、町内会（自
治会）組織の強化を図る」と書いてあるが、具体的に
町側が自治会の中で、どのような形で組織強化が図
れるのか」と質問があった。

35 行財政運営
文書管理事務（ファ
イリング、収発文
書）

D

ファイリングは、新庁舎建設に向け庁舎が分散し、適
切な文書保管環境の確保に苦慮せざるを得ない状況
であったが、維持管理点検及び書庫点検を実施し、事
務室及び書庫の整理に努めた。新任職員には文書の
引継ぎ・移替え説明会を実施した。新庁舎建設後の文
書保管環境の整備に向け、管財課と調整を行った。
文書発送は、郵便の多様な割引制度を有効活用し、
郵送料の削減に努めた。

A

文書管理には、文書収受、起案、書庫及び執務環境
の整理、ファイル基準表の作成、廃棄等様々な事務
がある。これを定型化し、文書の検索性を高め、効率
化を図れるよう文書管理システムを来年度構築する。
この導入を契機として、ファイリングシステムの再構築
と職員の意識を高める。
これに併せて、文書保存期間の見直し及び文書の保
管用具と保管方法並びに歴史的公文書の移管と保存
の仕組みの研究に継続して取り組む。

新庁舎建設に伴う文書の移動や保管方法の検討や
書庫の設置場所の調整には、管財課との連携が必須
である。
歴史的公文書の選定及び保存については、実際の運
営管理業務も含めて郷土資料館との連携が必須であ
る。

35 行財政運営 法務管理 D

法制執務研修を全職員受講を目標に実施し、業務に
必要な法令等の基礎知識の理解を深めるとともに、法
制執務に対する意識の向上を図った。２日間の研修
のうち１日目読解編、２日目立案編に分け、研修で到
達する目標及び内容をわかりやすくした。
各課からの規程類の事前審査や調査照会事項にも
速やかに対応した。

B

引き続き研修等を通じて職員全体の法制執務能力の
維持向上を図る。自席での検索が容易となった判例
検索、法令改廃情報検索等の活用を促進し、より効
率的で正確な例規整備体制の構築を図る。
主管課の例規等の改廃を支援するため、官報情報や
例規執務システムを活用した法令改廃情報の提供に
努める。

35 行財政運営 電算共同運営 C

 西多摩郡町村電算共同運営協議会における基幹系
システムの共同運営に伴い、コンサルタントとの連携
を図り業務検証を行ったことで、円滑な共同運営が図
れた。また、新たな電算共同化について研究・調査を
行った。

B
　電算共同化におけるシステムの運用に伴い、担当
課での使用実態や問題を把握するため、毎年運用状
況を把握する。
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35 行財政運営
電算機器等の保守
管理

C

　職員１人につき１台配備している業務用パソコンに
ついては、「パソコン等情報機器調達基準」に基づき、
使用期間が６年を超えたものを中心に毎年約３０台づ
つ計画的に入れ替えを行った。

　

　各システム、コンピュータ及びプリンタ等の安定稼働
の維持を図るとともに、効率的な機器管理を行う。ま
た、アプリケーションソフトについても順次、更新してい
く。

35 行財政運営
個人町民税の賦課
事務

C

国税連携（所得税の確定申告データの地方団体への
電子データによる送付）の活用。また、確定申告期間
から賦課期日までに、大量の事務処理を短期間で行
うことになりますが、係員一丸となり、効率的かつ迅速
な事務処理に取り組み進めたため、適正な住民税の
課税を行なうことができた。

B

税負担に不公平を生じさせないよう、税に対する理解
と申告の必要性を求め、引き続き広報等を活用しＰＲ
を行う。
電子申告、給与所得者の特別徴収及び申告率の向
上について、継続して推進する。

住民税係が交付している課税・非課税証明、所得証
明は、住民課、福祉課、高齢課等への各種申請・請求
の際の必要書類として活用されている。

35 行財政運営
町税・国保税・介護
保険料等の徴収に
関する事務

C
租税負担の公平を確保するために、督促状・催告書
の発送、差押等の強制手段を含めた滞納処分を行い
ました。

B
十分な調査のうえ、強制手段（差押・捜索等）を含めた
滞納整理を行う。また、適正な執行停止、即時欠損を
行うことにより、滞納事案の整理促進を図る。

国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険
料の徴収も行っていることから、徴収率アップのため
に住民課、高齢課と連携を図る。生活保護及び保育
料徴収等で福祉課と情報の共有を図る。

35 行財政運営
固定資産税・都市
計画税の賦課事務

C

平成３０年度の土地の評価替に向けて平成２９年度に
高低差補正調査業務を行い、新たに補正項目に加え
たことで、より適正かつ公平な課税をすることができ
た。また、地域課と連携し、被災者生活再建支援シス
テムを導入した。住民情報や家屋情報をデーターベー
ス化したことにより、災害時における建物被害認定作
業、迅速なり災証明書の発行が可能となった。

A

従来、評価替えに向けた委託業務等の準備期間を2
年間で行ってきましたが、準備期間を3年にし、平成33
年度の評価替えに向けた作業を平成30年度から行い
ます。適正かつ公平な課税を行うため、平成30年度に
標準宅地選定の見直し、区画整理事業地等の基礎資
料の作成を行う。

住民課住民係：納税者等の戸籍等の情報を確認、環
境課環境係：空き家等についての情報交換、建設課
管理係：地積調査の結果を反映、都市計画課計画係：
宅地開発等の情報収集、都市計画課区画係：みなす
課税の関係で推進状況等の情報を収集、都市計画課
下水道係：納付書等の発送物が未送達の場合に下水
道の使用者等を確認、産業課農政係：農地について
の情報収集、東京都主税局八王子都税事務所：固定
資産についての情報交換、東京都都市整備局多摩建
築指導事務所：建築計画の情報収集

固定資産の適正・的確な評価

35 行財政運営 財政状況等作成 C

　財務会計システム及び表計算ソフトの有効活用、並
びに担当者の習熟度向上により、決算及び各種指標
の算出・公表をスケジュールどおりに処理することが
できた。また、財務４表については、引き続き全国統
一的な基準により正確かつ迅速に作成（地方公会計
制度）できた。また、算出された数値を分析し、次年度
予算編成に反映させることができた。

B
　統一的な基準により作成（地方公会計制度）した財
務４表の活用方法について、先進自治体の取組を調
査・研究し、瑞穂町における活用方法を検討していく。

　町全体の決算を把握し、分析するためには全課の
協力が必要である。特に、公営企業会計である下水
道特別会計を所管する都市計画課及び財産管理を所
管する管財課との連携は必要である。
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35 行財政運営
予算編成及び執行
管理

C

　新年度予算編成については、新財務会計システム
導入から時期が経過したこともあり、各課職員も習熟
してきていることから、混乱もなく各課入力が終了し、
予定通りのスケジュールで予算を編成することができ
た。
　また、執行管理についても各課職員の習熟がすす
み、大きな混乱を来すことなく執行管理ができた。

B
引き続き、現在の科目別予算と事業別予算との比較
検討を行っていく。

　財務会計システムにより、会計課、管財課（契約関
係）、総務課（給与関係）との連携が必要。また、行政
評価システムとのリンクについて、企画課内での連携
が必要。

35 行財政運営 入札関係事務 C

電子調達システムを利用した電子入札制度が定着
し、入札過程での公平性・透明性・競争性が確保
され、事務の効率化と官製談合の抑制に繋がって
いる。

B
定着してきている公平で透明性が高いとされる電子調
達システムによる電子入札の継続に併せ、より透明性
の高い多様な入札制度の活用の研究が必要です。

各課が実施する委託業務等について、同一の契約案
件を一本化することにより委託経費削減を見込める事
業がある場合は、各課と一括契約に関する調整を行
う。

工事の発注及び物品消耗品等の購入について、地元
業者・商店を活用してほしい。

35 行財政運営
公金の収入・支出
事務及び記録・管
理

C

 平成30年度についても公金の収支に関し、日々適切
な事務処理を行った結果、支障なく出納を閉鎖しし、
決算書作成に向けて調整中です。　　　　　　　・基金の
運用については、大口定期を中心に安全かつ効率的
な運用を行った結果、超低金利が継続されている中で
も基準金利を上回る運用益を上げることができまし
た。

B
令和2年度から下水道会計が企業会計移行に伴う事
務処理の変更について、都市計画課と調整し支障なく
会計処理が行えるようにする必要がある。

支出命令を担当する企画課との情報交換により、適
正な伝票処理の推進を図っている。
町税等収納に伴う消し込み処理について、税務課と
調整し正確かつ迅速な処理を行っている。

35 行財政運営
機能的な組織・人事
管理

C

組織検討委員会において検討を重ね、都市計画課に
おける下水道部門、まちづくり部門の業務をそれぞれ
効率的に推進するため、都市計画課に下水道担当主
幹及び公営企業会計担当主査を配置、また、企画課
における行政管理部門と特命部門を区分し、それぞ
れの部門の事業を効率的に推進するため、企画課に
特命担当主幹及び特命担当主査を配置することに
なった。

B
今後も継続的に効果的・効率的な組織の見直しを
行っていく。また、人事考課制度の運用を通じて人事
管理を適正に行っていく。

柔軟で効率的な組織とするために、民間活力の導入
等を行うなどして、スクラップアンドビルドを図る上で
は、各課において絶えず事務事業についての見直し
を行うことが必要であり、行政評価との連携が必要で
ある。

35 行財政運営 職員研修
各種庁内研修、市町村職員研修所等への派遣研修を
実施した。また、自己啓発に取り組みやすい環境の提
供として、資格取得等の支援を行った。

B

内部研修の充実や職員自ら能力開発に取り組むこと
ができるよう支援し、職員の意識向上・スキルアップを
図っていく。また、市町村職員研修所等の政策法務研
修、能力開発研修、実務研修等、外部への派遣研修
により実務的職務遂行能力の更なる向上を図ってい
く。

ワークライフバランスを推進するため、企画課と連携し
ている。

議員から各課で実施している研修状況についても事
務報告書に掲載するよう要望があった。
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35 行財政運営 庁舎管理事務 C

　新庁舎建設工事に伴い、本庁舎、仮庁舎、町民会
館の3箇所に事務室が分散化していることから、来庁
者の方が迷われないよう、わかりやすい案内表示等
の設置や職員による声かけによる誘導を行った。ま
た、平成29年12月から実施している、庁舎案内業務に
ついても引き続き委託し、来庁者の利便性の向上を
図った。

B

新庁舎建設工事の着工に伴い、工事期間中は現場
の状況に対応した来庁者の安全な導線を確保する。
また、事務室分散により来庁舎の利便性が損なわれ
ないよう、庁舎案内業務委託の継続及び案内表示の
充実に引き続き努めていく。

環境課と連携し、瑞穂町カーボンマネジメントシステム
をふまえた庁舎の適正な維持管理に努める。

35 行財政運営 新庁舎建設事業 C

平成２９年９月議会で議決を受け、新庁舎建設工事の
契約を締結し順調に工事が進捗している。引き続き安
全管理を徹底して工事を進めるとともに来庁者への案
内を充実していく。

B

工事の安全管理を徹底する。分散した庁舎機能で利
用者に不便をきたしているため、適切な案内表示と案
内人による親切な案内を継続して行う。工事の状況を
適切に町民にお知らせをする。

　新庁舎建設事業には既存庁舎の利用も含めて各課
で必要な設備等が異なるため、業務に支障がでない
よう十分な調整・協議が必要である。

　新庁舎建設事業を進めていくためには議会や町民
のコンセンサスが必要である。議会には定期的な報告
の場で検討状況等を報告し、町民には広報やインター
ネット等を使用し情報を発信する。

議場の維持管理 C
議会運営に支障をきたさぬよう、議場の維持管理を
行った。

C
全体的な設備は導入から１０年以上が経過しているた
め、庁舎建設に伴い、新たな設備に取り換えていく方
向である。


