
【まちづくり部長　　粕谷　裕司】

人員 57人
一般会計　　　5,959,338千円
下水道事業会計5,763,022千円

【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

●まちづくりニュース第1号を配付した。
・令和3年3月に、都市計画道路3・4・5号線新規事
業区間沿道の方に、まちづくりニュースを配付し、地
区計画などのお知らせをした。
・沿道のまちづくりのルールに関するアンケート調査
を実施した。

2
都市計画

課
総計 A

●東京都等との協議・調整を令和2年8月、9月に行っ
た。
・工場等の発展的な操業を支えるため、必要に応じた
地区計画や特別用途地区の活用について、協議・調整
を実施した。

3
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
係機関との協議を令和2年8月、10月、11月、令和3
年3月の年4回実施した。

●新型コロナウイルス感染症の影響等により庁内検討
組織の立ち上げは先送りしたものの、市民・駅利用者
等へWEBアンケートを実施し、1,000名以上の方々か
ら回答をいただくなど高架下活用方策について検討を
行った。

●令和2年9月、令和3年2月に東村山駅周辺まちづく
りニュースを発行した。

●対象地区の高度利用等について、令和2年10月に
オープンハウスを実施した。

●令和2年12月に駅周辺の賑わい創出に向けたワーク
ショップを実施した。

項　目 目　標

令和2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

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
係機関と協議を行うと共に、庁内検討組織を立ち上げ
高架下活用方策について検討を行う。

・東口駅前広場再整備、駅東南側の高度利用等につい
て検討を行う。

地区計画の誘導
東村山都市計画道路3・4・5号線新規事業区間沿道の
方に対し、地区計画に関するお知らせを行う。

地方創生推進のためのまちづくり検討
地方創生及び工場等立地に関する基礎的な調査結果に
基づく、用途地域等に関する指定方針及び指定基準見
直しに向けた関係機関協議等を行う。

部の目標 生活充実都市にふさわしい、みどりと都市機能が調和したまちづくり

部の概要 予算規模
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
まちづく
り推進課

総計 A

●東京都及び鉄道事業者の取り組み促進に向け働き掛
けを行った。

●令和3年1月から2月にかけて東京都において道路予
備設計に伴う測量作業が行われた。

5
まちづく
り推進課

総計 A

●令和2年11月に秋津駅南まちづくり推進協議会事務
局会議を開催した。

●協議会が活用するまちづくり調査支援事業について
支援を行った。

6
まちづく
り推進課

総計 A
●事業化が促進されるよう、鉄道事業者に対して要望
を行った。

7
まちづく
り推進課

総計 A

●鉄道事業者と取り組み状況等について情報共有を行
うとともに、多摩湖駅及び萩山駅の内方線付きJIS規格
化点状ブロックの設置に対する鉄道事業者への補助金
について令和3年度の予算化を図った。

8
まちづく
り推進課

総計 A
●連続立体交差事業に関して、各媒体（市報2回、市
ホームページ5回、まちづくりニュース2回、ツイッ
ター36回）を活用して情報発信を行った。

9
市街地整
備課

総計 B

●継続区間の電線共同溝引き込み連携管工事は令和2
年6月に発注し、令和3年3月に完了した。

●新規区間の道路・橋梁設計は令和2年4月に発注し、
道路設計は令和3年3月に完了した。橋梁設計は関係機
関との協議に時間を要した為、完了には至らなかっ
た。

久米川第1号踏切道拡幅事業
踏切部及び南側歩道部の拡幅について、東京都及び鉄
道事業者の取り組み促進に向けた働き掛けを行う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の電線共同溝引き込み連携管工事などを完
了させる。

・新規区間の道路・橋梁設計を完了させる。

連続立体交差事業の推進
事業主体である東京都と情報を共有し進捗状況を把握
するとともに、ＳＮＳ等を通して市民に発信する。

秋津駅・新秋津駅周辺まちづくり
秋津駅南まちづくり推進協議会との勉強会を行うと共
に、協議会が活用するまちづくり調査支援事業を支援
する。

駅構内の安全対策 鉄道事業者の取り組みに連携して対応する。

駅エレベータ等設置事業
西武遊園地駅（現：多摩湖駅）へのエレベーター設置
等について、鉄道事業者に事業化に向けた要望を行
う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

10
市街地整
備課

総計 B

●道路・橋梁・電線共同溝予備設計は令和2年4月に発
注し、道路・電線共同溝予備設計は令和3年3月に完了
した。橋梁設計は関係機関との協議に時間を要した
為、完了には至らなかった。

11
市街地整
備課

総計 A
●道路・橋梁・電線共同溝予備設計は令和2年4月に発
注し、令和3年3月に完了した。

12
市街地整
備課

総計 A
●道路・電線共同溝実施設計は令和2年5月に発注し、
令和3年3月に完了した。

13 用地課 総計 A
●2件の更地化、引渡しについては令和2年10月まで
に完了した。

14 用地課 総計 A

●継続区間について、用地取得契約完了済3件の更地
化、引き渡しを年内に完了した。残る4件について
は、事業認定申請に向けた資料準備を行った。

●新規区間については、3画地の用地取得を行った。

15 用地課 総計 A ●10画地の用地取得を行った。

都市計画道路3・4・31号線整備事業 道路・電線共同溝予備設計を完了させる。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
土地価格を決定するとともに、物件調査を実施し、順
次、補償費算定及び用地取得を行う。

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の道
路・電線共同溝実施設計を完了させる。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間は、用地取得契約完了済3件の移転促進を
図り、更地化、引き渡しを年内とする。また、残る4
件の用地取得を完了する。並行して、事業認定庁との
協議を行う。

・新規区間は、物件調査を実施し、順次、補償費算定
及び用地取得を行う。

鉄道沿い道路の整備
新鉄付3の2件の移転促進を図り、更地化、引渡し目安
を年内とする。

都市計画道路3・4・10号線整備事業 道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了させる。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

16 用地課 総計 A ●6画地の用地取得を行った。

17
みどりと
公園課

総計 B

●事業用地の公有地化には至らなかったが、地権者の
方との用地交渉を継続的に実施し、また、北山公園の
整備の方向性については、適宜協議を行い、理解を得
られた。

●北山公園整備計画意見交換会を開催し、関係者に対
して北山公園の修繕計画および各種事業について協議
を行い、理解を得られた。

18
みどりと
公園課

行革 A

●「公園管理のあり方支援業務委託」において、市立
公園の現状を踏まえた課題の整理、市民・事業者への
セミナーの開催、ヒアリングの実施等を行い、東村山
市の今後の公園管理には、地域連携推進型の指定管理
者制度、Park-PFI等の手法を取り入れることが最適で
あると整理し、報告書として取りまとめた。

19
道路河川

課
総計 A

●河川監視システム保守委託業務を予定通り令和2年4
月に契約し、年間を通じて安定的に稼働させた。

20
道路河川

課
総計 A

●令和2年4月に前川流域溢水対策検討業務を発注し、
予定通り令和3年3月末までに完了させた。

21
道路河川

課
総計 A

●令和2年11月に業務発注し、予定通り令和3年3月
末までに測量作業を完了させた。

公共資産（公園）の維持管理のあり方検討
「公園管理のあり方」、「効果的な公園管理のしく
み」について検討を進める。

都市計画道路3・4・31号線整備事業
土地価格を決定するとともに、物件調査を実施し、順
次、補償費算定及び用地取得を行う。

北山公園整備事業

・事業用地の公有地化のため、地権者の方と合意形成
に向けた折衝を行う。

・公園施設の大規模修繕に向けた課題の整理、状況把
握を行う。

災害時応急活動体制の強化
前川溢水被害の減災対応として、下記の業務を実施す
る。
河川監視システム保守委託

道路拡幅事業 市道第564号線1の現況測量・用地測量を実施する。

前川流域溢水対策事業
前川流域の溢水対策事業として、下記の業務委託を実
施する。
前川護岸改修工事等検討業務委託
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

22
道路河川

課
総計 A

●道路改良工事2路線については第1四半期に工事を発
注（市道718号線1：令和2年5月、補助道第7号線：
令和2年6月）し、令和3年3月末までに完了させた。

●市道81号線1改良工事実施設計は、予定通り令和2
年5月に契約し、令和3年2月に業務を完了させた。

23
道路河川

課
総計 A

●令和元年度繰越分の工事は、予定通り令和2年10月
に完了させた。

24
道路河川

課
総計 A

●令和2年7月から令和3年3月まで法定外公共物調査
業務委託を実施し、計8件の調査（うち立会1件）を行
い、境界確定のための図面を作成した。

25
道路河川

課
行革 A

●3件の払下げを完了させた。
・青葉町三丁目未利用地2件（令和2年11月4日及び
同年11月12日契約済み）
・市道第81号線道路拡幅事業残地
（令和2年10月19日契約済み）

26 下水道課 総計 A

●当該排水区0.33haについて公共下水道（雨水）管
の整備をした。
・令和2年7月6日に都市づくり公社と施工業者が契約
し、令和3年3月12日に完了した。

●当該排水区0.22haについて公共下水道（雨水）管
の実施設計を行った。
・令和2年6月29日に都市づくり公社と設計会社が契
約し、令和3年2月3日に完了した。

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）」で公共下水道（雨水）管
を178m布設する。

・令和3年度工事予定箇所の実施設計を行う。

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。

ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強事業
ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強事業として、下記の委託
事業を実施する。
　　武蔵野線宮前陸橋耐震補強工事委託

道路改良事業

・道路改良工事を2路線実施する。
　　市道第718号線1
　　補助道第7号線

・市道81号線1の道路改良工事に向けた実施設計を実
施する。

市有財産の整理・売却・活用 整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。

47



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

27 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
水を確保した。
・令和2年8月28日に都市づくり公社と施工業者が契
約し、令和3年3月1日に完了した。

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管移設の
実施設計を行った。
・令和2年7月6日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和3年2月26日に完了した。

28 下水道課 総計 A

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管の実施
設計を行った。
・令和2年7月2日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和3年2月1日に完了した。

29 下水道課 総計 A

●耐震化工事の実施箇所を特定し148箇所可とう性化
工事を実施した。
・令和2年9月4日に都市づくり公社と施工業者が契約
し、令和3年3月1日に完了した。

30 下水道課 総計 B
●令和2年4月1日に都市づくり公社と協定を締結した
が、用地取得の進捗状況により工事を令和4年度以降
に見送った。

31 下水道課 総計 A
●ストックマネジメント実施方針を策定した。
・令和2年4月8日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和3年2月19日に完了した。

32 下水道課 行革 A

●定例監査において、支出及び収入処理について、指
摘を受けることなく執行できた。

●東村山市下水道事業経営戦略を令和3年3月末までに
策定した。

下水道事業特別会計の健全化
公営企業会計移行後の財務事務の適正化及び安定的な
経営の推進

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

・令和3年度以降の工事予定箇所の実施設計を行う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業
都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わせ、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29年度の
調査結果を踏まえ、耐震化工事及び管渠補修工事を行
う。

都市計画道路3・4・11号線公共下水道（汚水）整
備事業

令和3年度工事予定箇所の実施設計を行う。

下水道ストックマネジメント計画事業
公共下水道（汚水・雨水）管について、改築・修繕計
画を策定するために必要な実施方針の策定を行う。
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