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平成 30年度の重点施策 

平成３０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。 
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 東村山駅周辺のまちづくり1 

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） 

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。 

 

 

 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 

 

東村山都市計画道路３・４・５号線整備事業 

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）全線開通を

目指します。これにより、東村山駅東口と新秋津駅

方面とがつながり、アクセスが向上されます。 

 

 

自転車レーンの設置 

同３・４・２７号線には、自転車利用者の

安全性や自動車利用からの視認性を高める

ため、自転車専用通行帯「自転車レーン」の

設置も行います。 

                                                  

※1 予算額には下水道事業特別会計予算を含みます。 

平成 30 年度予算の柱 （１）まちの価値の向上 

（予算額： ５億２，９９９万４千円）※1
 

（予算額： １１億６８万 4千円）※1
 

（予算額： ４億３，７３４万円）※1
 

（予算額： ２，５０８万円） 
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 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、一体

的に進めます。これにより、各計画間の整合性を高めるとともに、計画・構想の策定作

業を効率化します。 

また、人口減少社会における公共施設の最適化についても、現行の計画をもとに公共

施設再生計画の推進事業として取り組んでいきます。 

  

都市計画道路の整備状況 

【凡例】 

平成 30 年度 

全線開通予定 

整備済 

事業中 

事業準備中 

計 画 

市民スポーツセンター 

（予算額： ３，０３３万８千円） 
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 市民のいきいきとした暮らしの支援 

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、耐震診断を踏まえた修繕やバリアフリー

化等、社会福祉センターの改修に着手します。 

 

 

 

生活困窮者及び被保護者への支援 

 経済的に困窮している世帯の自立を支援するために、就労支援事業に加え、子どもへ

の学習支援の拡充を図ります。また、被保護者が適切な医療を受けられるよう支援しま

す。2 

 生活困窮者及び被保護者就労支援事業 （うち、３，７５８万６千円） 

 学習支援充実事業   （うち、６４８万円） 

学習支援の対象者を現行の中学生から高校生等までに拡げます。 

 医療扶助適正実施推進事業   （うち、１，３２２万円） 

新たに専門の相談員を配置し、適切な医療が受けられるよう支援します。 

 

 

特定健康診査受診率・特定保健指導利用率向上事業 

 市民の健康の維持向上のため、国民健康保険制度における特定

健診受診率及び特定保健指導利用率の向上につなげる、受診勧奨

の拡大・新たな集団検診を行います。3 

 

  

                                                  

※2「生活困窮者及び被保護者就労支援事業」、「学習支援充実事業」は既存事業のレベルア

ップを行う事業であり、ここではレベルアップに要する費用のみを記載しています。 

※3 予算額には国民健康保険事業特別会計予算を含みます。 

  …平成３０年度新規事業。  

平成 30 年度予算の柱 （２）ひとの活力の向上 

（予算額： １，００５万５千円） 

（予算額： ５，７２８万６千円）※2
 

（予算額： ７４５万円）※3
 

新 

 

新 

 

新 

 

新 

 

新 
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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。 

ゆりかご・ひがしむらやま事業 

専任の助産師や保健師による窓口相談や、助産師のご家庭への訪

問、出張相談会の実施等により、妊娠から出産・子育て期まで切れ

目のないサポートを図ります。 

 

医療的ケア児支援事業 

医療的ケアを必要とする子どもが通う保育所等に対し、補助金を交付することで医療

面での支援体制の充実・強化を図ります。 

 

 働き方改革（業務の効率化・生産性の向上） 

様々な行政課題に対し効果的・効率的に対応していくため、平成２９年度から着手し

ている働き方改革を推進します。平成 30 年度は新たな組織の設置を予定しているほ

か、執務環境の整備を進めます。 

システムの導入 

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、行政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。平成３０年度は新たに、出退勤管理システムやグループウェアの導

入を予定しており、勤務実態の見える化、手続きや打合せのオンライン化、スケジュー

ル調整の効率化など、様々な活用方法を検討し生産性の向上につなげ、各分野での政策

形成などを強化することで市民サービスの向上を目指します。 

 

フロア改革の実施 

備品等は現行のものを活用しつつ、執務室の区切りを

見直すなどのオフィスレイアウトの変更に着手します。

打ち合わせスペースの創出や課を越えた連携の強化な

どによる生産性の向上を図ります。  

（予算額： １，８５２万２千円） 

（予算額： ７，８３５万円） 

（予算額： １，０８０万円） 

（予算額： ２，３３１万６千円） 

新 

 

新 

 

平成２９年１０月 視察の実施 

（総務省行政管理局「オフィス改革」） 

新 
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都内初 

全国初 
  

 公民連携による「ジョブシェアセンター」の公共施設での開設 

パーソルテンプスタッフ株式会社 ― 東村山市 

 多様化するワークスタイルに対応 

都心まで通勤しなくても働ける場所づくりと、週

２～３日、数時間の就業をジョブシェアで実現し、潜

在的な労働力を活用します。 

 総合的な就労支援策を展開 

現在運営中の「ほっとシティ東村山」、「ハローワ

ーク」、「障害者就労支援室」と合わせた就労支援も行います。 

専門的な仕事から単純作業まで経験や希望に沿った業務を幅広く提供していく

ため、公民連携で共同研究を進めます。 
 

 公民連携によるハコモノ施設の管理業務の包括化 

「包括施設管理委託」の実施 

大和リース株式会社 ― 東村山市 

 住民の安全・安心の確保 

包括化により、職員の業務負担の軽減を図りながら、民間事業者（監督業者）の

ノウハウを最大限活用し、施設の維持管理水準を向上させます。 

 公民連携による付加価値の創出 

Wi-Fiスポット設置や巡回点検等、民間事業者による付加価値で施設環境を向上

させます。 

 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 
 

国際的な文化・スポーツ交流 

 中国を相手国とするホストタウンとしての交流等

を行います。 

 中国人留学生と日本人学生の交流 

 中国とのスポーツ交流 

 

パラリンピアンとの交流 

 パラリンピック競技種目に関するイベントを開催し、パラスポーツの更なる普及啓発

と、市内における東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会への一層の気運

醸成を図ります。 

（予算額： ９６４万９千円） 

東村山市・蘇州市（中国）少年サッカー交流事業（平成 29年 7月 25日実施） 

平成 30 年度予算の柱 （３）くらしの質の向上 

（予算額： ２億７，５９８万８千円） 

（予算額： ２９７万３千円） 

新 

 

新 

 

新 
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 防災力の強化 

防災システムの構築 

 スマートフォン向けアプリケーションを利用した防災システムを

構築し、災害発生状況をシステム上の地図に反映させていくことで、

市や市民の迅速な情報共有を目指します。 

 

河川への水位計設置 

 水害発生が頻発する河川に水位計を設置し、市や市民が増水時に河川の水位状況をリ

アルタイムで把握できるようにします。 

 

 みどりとやすらぎのある生活空間の創出 

多摩湖緑地保全事業 

 市内に残る数少ない東村山の原風景「里山」

を次世代へ継承するため、都市計画緑地「せせ

らぎの郷多摩湖緑地」の公有地化を進めてきま

した。 

平成 30 年度は管理用フェンス設置等の整

備工事を実施し、都市計画緑地の開設に向けた

取り組みを進めてまいります。 

 

北山公園生物調査・保全推進事業 

 北山公園に生息するトウキョウダルマガエルなどの希少な生物の保全等を図る事業

です。 

平成 30年度は、園内の池のかいぼりを行い、水質改善・

生物環境の向上を図るとともに、生物モニタリング調査

により、これまでの外来種防除事業の効果を検証し、生物

多様性の保全に向けた取り組みにつなげていきます。 

  

（予算額： ４３９万４千円） 

（予算額： ２，４３９万２千円） 

（予算額： ３９７万７千円） 

新 

 

新 

 

（予算額： ４２６万１千円） 
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当市では、一般寄附、がんばれ東村山（ふるさと納税）寄附として東村山を応援して

くださる方から多くのご寄附をいただいています。 

寄附の活用先は、東村山市第 4次総合計画実施計画事業を中心に行っています。 

平成３０年度寄附金活用額 ６６３万８千円 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 平成２８年度の寄附合計額８６５万５千円のうち、寄附者の意向により、２５５万円を「人権

の森構想推進基金」へ、１０万円を「アメニティ基金」へ平成２９年度に積み立てています。 

 

①トウキョウダルマガエルや 

希少動植物などがすむ水辺環境

と緑の保全のために 

寄附用途 

１３９万１千円 

北山公園内の池のかいぼり 

②国立療養所多磨全生園の豊かな

緑と史跡を「人権の森」として守

り育てるために 

６３万３千円※ 
市内中学校での映画「あん」鑑賞会実施

など 

※「人権の森構想推進基金」に積み立て 

た寄附 255万円のうち一部を活用。 

③国宝正福寺地蔵堂や下宅部
しもやけべ

遺跡

などの歴史遺産・伝統文化の保

護・振興のために 

２４万円 
下宅部遺跡出土の縄文時代 

の漆製品企画展の開催 

④だれもがいきいきとした暮らし

ができる福祉の充実のために 

下宅部遺跡出土 漆塗り弓 

８０万９千円 

社会福祉センターの改修 

⑤「子育てするなら東村山」推進

のために 
８４万円 

妊婦健康診査 

⑥魅力あるにぎやかな産業・ 

観光振興のために 

４２万５千円 
赤キウイなど農産物の 

ブランド化推進 

⑦青少年を健全に育成する教育

の充実のために 
１２５万円 

基礎学力の向上推進など 

⑧大好きな東村山を応援する 

ために（その他） 
１０５万円 

防災システムの構築 

平成３０年度 寄附金の活用 

活用金額・内容 

１４ページ２番目、１９ページ１番目、２０ページ 2番目の写真は©2014 東村山市「東村山５０景」より 


