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平成３１年度の重点施策 

 

 

 

 

 

 

 

平成３１年度予算の三つの柱 

（１）まちの価値の向上 

（２）ひとの活力の向上 

（３）くらしの質の向上 

 
「住みたい・住み続けたいまちの実現」を目指して 

「‘まち’をつくることで‘ひと’が集まる」、 

「‘ひと’が集まることで‘くらし’が生まれる」、 

「‘くらし’が生まれることで‘まち’がつくられる」、 

というまちづくりの好循環を創出する事業に取り組みます。 

（３）くらしの質の向上 

令和元年度 第 1 回 

総合教育会議 資料 3 
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1都市計画道路の整備 

東村山都市計画道路３・４・２７号線整備事業（予算額：１，０８６万２千円） 

 

市のシンボルロードである東村山都市計画道路

3・4・27号線（通称さくら通り）の事業区間（市民

スポーツセンター先から野行通りまで）全線が開通と

なります。これにより、東村山駅方面と新秋津駅方

面のアクセスが向上し、沿道のにぎわい創出が期待

されます。 

 

東村山都市計画道路３・４・５号線整備事業 

（予算額：５億２，９３２万３千円）※1
 

 久米川駅や東村山駅から東久留米市方面への広域的な道路ネットワーク形成のため、

東村山都市計画道路 3・4・５号線整備事業を進めます。本事業は、東京都が実施する

「第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業」を活用して整備を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

※1 予算額には下水道事業特別会計予算を含みます。 

 

 

※1 予算額には下水道事業特別会計予算を含みます。 

平成 31 年度予算の柱 （１）まちの価値の向上 

都市計画道路の整備状況 

【凡例】 

平成 3 1 年度 

全線開通予定 

整備済 

事業中 

事業準備中 

計 画 

東村山駅～新秋津駅間の 

アクセスが向上します！！ 
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 東村山駅周辺まちづくり（予算額：１６億６，９９４万８千円） 

 

 

 

西武線の連続立体交差事業とあわせて、ま

ちの一体化に向けた駅周辺の安全で快適な道

路ネットワークを形成するため、東村山駅周

辺の都市基盤整備を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 市の主要計画・構想の策定と推進 

主要計画・構想（第５次総合計画 ／ 都市計画マスタープラン ／ 人口ビジョン・創

生総合戦略 ／ 公共施設等総合管理計画 ／ 市センター地区整備構想） 

第５次総合計画をはじめとした関連する複数の計画の策定支援業務について、各計画

間の整合性を高めるとともに、計画・構想の策定作業を効率化し、一体的に進めます。 

策定にあたっては、人口減少を始めとして将来環境が変

化する転換点となることから、将来の予測を情報共有する

とともに次代を担う若年層をはじめ幅広い市民の意向を

聞き、将来を見据えた協働や公民連携を推進するために、

地域の課題解決に向けて東村山の未来を開く計画となる

よう取り組んでいきます。 

 

連続立体交差事業の推進 ／ 鉄道沿い道路の整備 ／ 東村山駅周辺まちづくり ／ 

東村山都市計画道路３・４・１０号線整備事業 ／ 同３・４・３１号線整備事業 ／

道路拡幅事業（うち、東村山都市計画道路３・４・９号線、市道第 81号線 1、市道

第２８０号線１） 

（予算額：３，０６７万 5千円） 

 

東村山駅西口駅前広場の様子 
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 「子育てするなら東村山」の推進 

「子育てするなら東村山」を合言葉に、子どもを産み育てやすい環境づくりを目指し

取り組んでいます。 

児童クラブの整備事業 

公共施設等総合管理計画の考え方に基づき、小学校内の既存の教室を有

効利用して、受入規模を大きく超えている育成室・児童クラブについて、市

内小学校 4 校（回田、大岱、秋津、北山小学校）の教室に児童クラブの整

備を行います。 

 

認定こども園施設整備支援事業 

しらぎく幼稚園の認定こども園への移行を支援することにより、幼児教育の充実を

図るとともに、安心して子どもを育てられる環境の整備を推進します。 

 この施設整備により、安心安全な園舎での幼児教育を確保し、また保育所機能を有

することによる保育のノウハウの蓄積により、幼児教育のさらなる充実が図られると

ともに、保育認定児の受け入れ枠の創設により待機児童の解消にも一定の効果が見込

まれます。 

 

公立保育所の民間移管による保育所整備事業 

 

市立第二保育園、第六保育園の民間移管を行うもので、平成３１年４月１日より、

それぞれ「学校法人東京丸山学園 萩山まるやま保育園」、「学校法人東村山町田学園

天王森保育園」へ移管し、保育が開始となります。 

この民間移管事業により、保育の受入れ体制とともに、各地域の拠点となる公立保

育所の機能強化が図られます。 

 

 

  

 

 

 

 

 

萩山まるやま保育園 天王森保育園 

平成 31 年度予算の柱 （２）ひとの活力の向上 

（予算額：９５９万 1千円） 

新 

 

（予算額：７，３４８万４千円） 

 

新 

 

（予算額：3億２，５３５万 2千円） 
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 学習環境の充実と生きる力の育成 

中学校屋内運動場空調設備調査委託事業 

 昨今の猛暑などの気象状況の変化を踏まえて、体育館への空調設備の導入に関して

今後の検討材料とするため、その立地条件や建物構造などを勘案した空調効果や設置

方法などの調査を実施します。 

 

八国山芸術祭の開催 

3 年に１度開催されるイベントで、第 3 回となる平成

３１年度は、幼稚園・小学校・中学校・高等学校の児童・

生徒が音楽や劇、ダンス等の発表の他、小・中学校の特別

支援学級の児童・生徒による作品の展示を行うなどの内

容で、八国山芸術祭を行います。 

 

 市民のいきいきとした暮らしの支援 

人権の森構想の推進 

国立療養所多磨全生園（たまぜんしょうえん）は、平成 31年度に開園 110周年を

迎えます。それにあたり、継続して行っている語り部講演会、散策ガイド、全生園を学

ぶ講座、清掃ボランティアの活動に加え、全生園入所者自治会や関係機関等と連携し、

記念事業を開催します。多くの方に参加いただくことで、さらなる人権の森構想の推進

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（予算額：２６８万５千円） 

（予算額：４７４万６千円） 新 

 

（予算額：１５７万８千円） 

前回の八国山芸術祭の様子 

春の多磨全生園 じんけんのもり シンボルマーク 
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社会福祉センター就労支援・地域づくり推進事業 

 

健康寿命の延伸と就労を希望する方の就労の促進を目指し、社会福祉センターの改修

工事を行います。工事完了後は、「人とつながり、地域に根ざした集いの場」としてリ

ニューアルオープンし、順次事業を開始します。 

・集会施設貸出の再開 

・福祉作業所の再開 

・様々な理由により就労が難しいかたに対しての、それぞ

れにあった支援・職業紹介・斡旋の開始 

・知的障害者のかたが就労後や休日に集い、交流する場の

創設 

・地域交流や中間就労の場として活用する、地域交流スペ

ースの新設 

 

 

生活困窮世帯及び被保護世帯への学習支援  （予算額：５，７２２万５千円） 

  

貧困の連鎖を断ち切ることを狙いとして、学習支援事業の更なる充実を図ります。支

援を必要としているにもかかわらず、個々の事情により来所することができない中学生

に対し、訪問型の学習支援を提供します。 

また、高校生世代への支援として、居場所づくりを行うことにより、義務教育から就

労まで切れ目のないよう支援体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（予算額：１億８，１６９万３千円） 
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 働き方改革（業務の効率化・生産性の向上） 

人口減少や少子高齢化が進む社会状況において、さまざまな業務に高度な連携が求め

られている中で、市民サービスを支える職員の生産性向上や長時間労働への配慮も必要

となっています。これらの問題に対応していくため、平成２９年度から働き方改革に着

手し、平成３１年度は業務の効率化を更に推進します。 

自治体クラウドの導入に向けて 

業務の共通化・標準化、システム運用コストの削減、災害時の業務

継続性の確保などの効果が期待できることから、広域行政圏協議会

の構成市である小平市、東久留米市、当市の３市で、住民情報システ

ムの共同利用による「自治体クラウド」の導入に向けて準備を進めま

す。 

 AI-OCR・RPA※2の導入 

モデルケースとして課税業務の一部に AI-OCR・RPA を導入し、職員の作業領域を

見直すことにより業務の効率化を図り、市民サービスの向上を目指します。 

 

成績処理支援システムの導入 

 

学校における働き方改革の一環として、市内の全小学校に成績処理支援システムを導

入し、学習・生徒指導情報の一元管理を行うことにより、教員の事務負担を軽減し、児

童と向き合う時間を確保することで、学校教育の質の維持向上を目指します。 

 

 

本庁舎の執務環境等の改善    （予算額：１，６９６万９千円） 

本庁舎１階の執務スペースや動線などの改善をするほか、受動喫煙対応により屋内全

面禁煙とすることから、本庁舎２階休憩室を改修し簡易なミーティングスペースや職員

のリフレッシュルームとするなど多機能化させることで、執務環境の改善と業務の効率

化を図ります。 

 

                                                  

※2 AI-OCR：人工知能を活用した光学文字認識、RPA：ソフトウェアロボットによる定型

処理の自動化 

 

（予算額：４２５万６千円） 新 

 

新 

 

（予算額：１，０６８万６千円） 

（予算額：１，２１２万６千円） 

新 

 

新 
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 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした 

国際交流と市民の気運醸成 
 

東村山市は都内で唯一の中華人民共和国（以下「中国」とします）のホスト

タウンであり、平成３１年１月１７日には、卓球及びサッカー代表の事前キャ

ンプの開催についての覚書を、中国国家体育総局と締結しました。平成３１年

度は、翌年に控えた東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け、様々

な事業に取り組みます。 

 
 

国際的な文化・スポーツ交流 

 

 ホストタウンとして、中国と国際交流を深めます。 

中国人留学生と日本人学生の交流や、子どもたち同士の

スポーツによる交流を行います。 

また、覚書を締結した事前キャンプの誘致に向け、積

極的に協議を進めていきます。 

 

 

気運醸成のための取り組み 

 

 東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に向けて、１年前イベントや小

中高生向けパラスポーツイベント等を開催し、一層の気運醸成を図ります。また、イベ

ント以外にも、ポスターや横断幕などを掲示することで、まちの雰囲気を盛り上げてい

きます。 

 

 

スポーツ環境の整備 

 

 市民スポーツセンター第２体育室に空調設備を

設置します。これにより、季節を問わず、より快適

にスポーツができる環境を整えます。 

 

 

 

平成 31 年度予算の柱 （３）くらしの質の向上 

（予算額：１，２１８万１千円） 

（予算額：５４５万９千円） 

（予算額：５，５３２万 2千円） 

平成３１年１月１７日中国北京市における  

事前キャンプの開催についての覚書締結の様子 
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 観光まちづくりの推進 

 

中国語版 SNSを活用した情報発信による観光振興 

菖蒲まつりを始めとした市内イベントを中国人のインフルエンサー※3に

「体験」・「中国語版 SNS で発信」してもらうことにより、主に在日中国人

の観光客を市内に呼び込むことに繋げるなど、観光振興を推進します。これ

によりホストタウンとなっている中国とのより一層の国際交流を図ります。 

 

 安全・安心な暮らしのために 
 これまでにも、頻繁に水害が発生する河川への水位計の設置や、災害時

における防災備蓄の充実など、防災力の強化を図ってきました。 

 平成３１年度も引き続き、安全・安心な暮らしの実現のために取り組み

を進めていきます。 

 

東村山市私道交通安全施設設置補助金制度    （予算額：３０万円） 

 

 私道交通安全施設（カーブミラー等）の新設費用及び修繕費用の一部を補助すること

で、交通事故のない安全な暮らしを地域と共に目指します。 

 

 

災害時応急活動体制の強化 

 

緊急医療救護所である多摩北部医療センター、緑風荘病院、新山手病院

に、診断用具や救護機材など、屋外での医療救護活動を行うために必要な

医療救護用備品を配備することにより、発災時の医療救護体制を強化しま

す。 

 

 

前川流域溢水対策事業 

 大雨による都市型浸水被害の軽減のため、河床に堆積している土砂を取り除く工事を

行うほか、道路の排水設備や護岸の整備についての検討業務を進めます。 

 

                                                  

※3インフルエンサー：人々の消費行動に強い影響を与える人物のこと。 

（予算額：１４３万９千円） 新 

 

（予算額：１１３万 4千円） 

（予算額：２，７９６万６千円） 

新 

 

緊急医療救護所の例 


