
【まちづくり部長　　粕谷　裕司】

人員 54人
一般会計　　　4,027,987千円
下水道特別会計4,485,126千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
都市計画

課
総計 A

●平成30年11月26日に都市計画道路3･4･5
号線、3･4･26号線沿道の一部区域において、
地区計画等の都市計画決定を告示した。
・当該地域に土地又は建物を所有している方及
び居住している方にまちづくりニュースを配付
し、都市計画を定める内容や進捗に関する周知
を行った。
・配付したまちづくりニュースを市ホームペー
ジに掲載し、権利者以外へも周知を図った。
・都市計画の原案説明会を開催した。
・東村山市都市計画審議会に、都市計画の案を
諮り答申を受けた。

2
まちづく
り推進課

総計 A

●東西の駅前広場を常時往来できる方策につい
て、関係機関との協議を平成30年4月、同年8
月、同年9月、平成31年2月の4回実施した。
・平成31年1月に東村山駅周辺まちづくり協
議会を開催した。
・平成30年9月、平成31年1月、同年3月に東
村山駅周辺まちづくりニュースを発行した。

東村山駅周辺まちづくり
東西の駅前広場を常時往来できる方策について、関
係機関との協議を3回実施する。

都市計画道路3･4･5号線、3･4･26号線沿道の一部
区域に、地区計画等の都市計画を定める。

生活都市にふさわしい、みどりと都市機能が調和したまちづくりを進める

部の概要 予算規模

項　目 目　標

平成30年度目標管理シート

市の目標 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

地区計画の誘導

部の目標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

3
まちづく
り推進課

総計 A
●台帳整備を行い、東京都への引き継ぎが平成
31年2月に完了した。

4
まちづく
り推進課

総計 A

●平成30年5月、同年10月、平成31年2月に
秋津駅南まちづくり推進協議会事務局会議を3
回開催すると共に、まちづくり調査支援事業の
活用について協議会と調整を行った。

5
まちづく
り推進課

総計 A
●平成30年4月に事業及び測量説明会を開催
した。また、予定していた測量及び道路予備設
計等が平成31年3月末に完了した。

6
まちづく
り推進課

総計 A
●平成30年4月に事業及び測量説明会を開催
した。また、予定していた測量及び道路予備設
計等が平成31年3月末に完了した。

7
まちづく
り推進課

総計 A
●鉄道事業者の取り組み促進に向け働き掛けを
行った。

8
まちづく
り推進課

総計 A
●工事が平成31年2月に完了し、補助金の交
付を行った。

西武遊園地駅へのエレベーター設置等について、鉄
道事業者の取り組み促進に向けた働きかけを行う。

駅構内の安全対策
鉄道事業者と協議し、西武鉄道多摩湖線八坂駅構内
に内方線付点状ブロック等の整備を完了させる。

久米川駅北口周辺整備事業
工事完了に伴い、必要な台帳整備を行い東京都への
引継ぎを完了させる。

秋津駅・新秋津駅周辺まちづくり
地元から提出された提言書を踏まえた秋津駅南まち
づくり推進協議会との勉強会を行い活動を支援す
る。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
事業認可取得に向けて、事業及び測量説明会を開催
し、測量及び道路予備設計等を行う。

項　目 目　標

駅エレベータ等設置事業

都市計画道路3・4・31号線整備事業
事業認可取得に向けて、事業及び測量説明会を開催
し、測量及び道路予備設計等を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

9
市街地整

備課
総計 A

●継続区間の道路築造及び補償代行工事は、平
成30年11月19日に完了した。
・周辺地域住民へ説明を行い理解を得ながら、
工事の監理監督を行った。
●新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計
は、平成31年3月25日に完了した。
・東京都等関係機関と業務の段階毎に協議調整
を行った。

10
市街地整

備課
総計 A

●現況測量は平成31年1月17日に完了し、今
後の事業スケジュールを構築した。
・関係人へ説明を行い理解を得ることができ
た。

11 用地課 総計 A ●用地取得率は75％となった。

12 用地課 総計 B

●事業中の区間（継続区間）の用地取得完了に
は至らなかったが合意に向け折衝を行ったこと
で、一部の方には事業に対する理解を得ること
ができた。

13 用地課 総計 A ●平成30年11月に移転完了となった。

鉄道沿い道路の整備

道路拡幅事業
都市計画道路3･4･9号線及び市道第280号線1の現
況測量を完了させ、今後の事業スケジュールを構築
する。

用地取得率を75％とする。

都市計画道路3・4・27号線整備事業
契約済用地の引渡しに向け、早期の移転要請を図
る。

都市計画道路3・4・5号線整備事業 事業中の区間（継続区間）の用地取得を完了する。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の道路築造工事及び補償代行工事を完了
させる。

・新規区間の事業認可取得に向け、道路・橋梁・電
線共同溝予備設計を完了させる。

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

14 用地課 総計 B

●市道81号線の1の用地取得率は5.7％とな
り、目標の7％には至らなかった。

●市道280号線及び都市計画道路3･4･9号線
については、土地鑑定及び物件調査を行った。

15
みどりと
公園課

総計 A
●散策路及び施設管理用安全柵の工事を完了し
た。

16
みどりと
公園課

総計 A ●水路工事を工期内で完了した。

17
みどりと
公園課

総計 A

●平成30年4月に市民と共にかいぼりを実施
し、池に生息する外来種の防除を行った。
・また、かいぼり前及び平成31年3月に水質
調査を実施し、池の水質改善を確認した。
・生物モニタリング調査を平成31年3月末に
完了し、過年度からの生物の生息状況等の変化
を確認した。

18
みどりと
公園課

行革 A
●北山公園の菖蒲管理と同一の事業者が北山公
園管理人業務を受託することで、指揮命令系統
が一本化され、業務効率が向上した。

項　目 目　標

道路拡幅事業

・市道81号線1の用地取得率を7％とする。

・市道280号線1及び都市計画道路3･4･9号線の用
地取得に向けた土地鑑定及び物件調査を行う。

民間活力の導入の検討（その他業務）
北山公園施設管理について、管理業務委託の実施に
伴う検証を行う。

多摩湖緑地保全事業 事業計画に基づき、緑地整備工事を行う。

北山公園整備事業
北山公園内に賦存する水量を有効活用するために、
実施設計を踏まえた水路工事を行う。

北山公園生物調査・保全推進事業
外来生物の防除及び池の水質向上のため、かいぼり
事業並びにモニタリング調査を実施する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

19
追加

みどりと
公園課

【行革】 A
●公園の維持管理手法について、先進自治体に
関する調査や関係者との協議を行った。

20
道路河川

課
総計 B

●東日本旅客鉄道との協議に時間を要したた
め、スケジュールの見直しを行い、工事の施行
を令和元年度に延期した。

21
道路河川

課
総計 A

●市道第81号線1は平成30年4月に実施設計
の契約を行い平成31年2月に設計作業等を完
了した。

●市道第570号線1は平成30年4月に実施設計
の契約を行い同年12月に設計作業等を完了し
た。

●都市計画道路3･4･9号線及び市道第280号
線1は平成30年10月に測量の契約を行い平成
31年2月に測量作業等を完了した。

22
道路河川

課
総計 A

●市道第54号線7は、平成30年7月に契約を
行い同年12月に工事完了した。

●市道第447号線7、市道第718号線1、補助
道第7号線、都市計画道路3･4･11号線1は、
平成30年4月に実施設計の契約を行い同年9月
に実施設計を完了した。

項　目 目　標

道路拡幅事業

・道路拡幅工事に向けた設計作業等 （2路線）を実
施する。
　　市道第81号線1
　　市道第570号線1

・道路拡幅工事に向けた測量作業等（2路線）を実
施する。
　　都市計画道路3･4･9号線
　　市道第280号線1

【第4次実行プログラム新規項目】
公共資産（公園）の効率的な維持管理のあり方検討

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
公共資産（公園）の維持管理手法について調査・検
討する。

・道路改良工事（1路線）を実施する。
　　市道第54号線7

・道路改良工事に向けた実施設計（4路線）を実施
する。
　　市道第447号線7
　　市道第718号線1
　　補助道第7号線
　　都市計画道路3･4･11号線

JR武蔵野線道路橋耐震補強事業 武蔵野線宮前陸橋の耐震補強工事を実施する。

道路改良事業
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

23
道路河川

課
総計 A

●必要箇所の浚渫工事及び護岸補修工事を行
い、平成31年3月末までに工事を完了した。

24
道路河川

課
総計 A ●6路線の調査・測量を完了した。

25
道路河川

課
総計 A

●水位監視システム委託業務を平成31年3月
末までに完了し、水位計監視システムを4月よ
り運用開始した。

26
道路河川

課
行革 A ●4件の売払いを完了した。

27 下水道課 総計 A

●当該排水区1.8haについて公共下水道（雨
水）管の整備
・平成30年5月30日に公社と施工業者が契
約。平成31年2月28日に完了。

●当該排水区0.2haについて公共下水道（雨
水）管の整備
・平成30年11月9日に公社と施工業者が契
約。平成31年3月27日に完了。

28 下水道課 総計 A

●当該排水区0.2haについて公共下水道（雨
水）管の整備
・平成30年7月13日に公社と施工業者が契
約。平成31年1月28日に完了。

項　目 目　標

市有財産の整理・売却・活用

法定公共物調査・整理事業
整理可能な法定公共物の占用状況の調査を実施す
る。

整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。

空堀川流域下水道雨水整備事業

・都市計画道路3･3･8号線整備事業に先立ち「空堀
川左岸第二排水区（その2）」で排水面積1.8haに
ついて公共下水道（雨水）管を布設する。

・都市計画道路3･4･27号線整備事業の進捗に合わ
せ、「空堀川左岸第三排水区（その3）」で排水面
積0.2haについて公共下水道（雨水）管を布設す
る。

黒目川流域下水道雨水整備事業
都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わせ、
「黒目川第六排水分区」で排水面積0.2haについて
公共下水道（雨水）管を布設する。

災害時応急活動体制の強化 前川に水位計を設置する。

前川流域溢水対策事業 前川の浚渫工事等の溢水対策を実施する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

29 下水道課 総計 B

●東京都が行っている用地買収が難航し、年度
内に工事が完了しないため、平成30年10月9
日に公社と協定変更の協議書を取り交わし、事
業を取りやめた。

30 下水道課 総計 A

●耐震化工事の実施箇所を特定し、115箇所
可とう性化工事を実施。
・平成30年8月23日に公社と施工業者が契
約。平成31年2月22日に完了。

31 下水道課 総計 A

●公共下水道（汚水）管の整備により沿道の地
域の排水を確保。
・平成30年7月13日に公社と施工業者が契
約。平成31年1月28日に完了。

32 下水道課 総計 A

●公共下水道（汚水）管の整備により沿道の地
域の排水を確保。
・平成30年11月9日に公社と施工業者が契
約。平成31年3月27日に完了。

33 下水道課 行革 A

●一般会計繰入金抑制の指標としている、第4
次実行プログラムに定める、一般会計からの繰
入金の歳出総額に占める割合を、26.48%と見
込んでいる。
また、令和2年4月までの公営企業会計移行に
ついても、遅滞なく事務処理を進めているの
で、法適化後の下水道使用料の適正化につい
て、継続した検討が課題である。

都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わせ、
公共下水道（汚水）管を布設する。

一般会計からの繰入金の歳出総額に占める割合を
26.5％以下にする。

【第4次実行プログラムにおける到達目標設定】
下水道使用料の次回見直しに向けた方針の決定

下水道事業特別会計の健全化

都市計画道路3・4・5号線整備事業

都市計画道路3・3・8号線公共下水道（汚水）整備
事業

都市計画道路3･3･8号線整備事業の進捗に合わせ、
公共下水道（汚水）管を布設する。

下水道総合地震対策事業
「下水道総合地震対策計画」に基づき、平成28年
度の調査結果を踏まえ、耐震化工事を行う。

都市計画道路3・4・27号線整備事業
都市計画道路3･4･27号線整備事業の進捗に合わ
せ、公共下水道（汚水）管を布設する。

項　目 目　標
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