
【まちづくり部長　　粕谷　裕司】
【まちづくり部長（都市計画担当）　　山下　直人】

人員 68人 一般会計        　6,567,406千円
下水道事業会計  3,863,780千円

【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・住宅
課

総計 A

●3・4・5号線沿道の周辺住民に対して、まちづくり
ニュース2号から6号までを発行した。

●周辺住民を対象として、令和3年7月にまちづくり懇
談会を2回開催、同年10月に説明会を2回開催した。

●所定の手続きを進め、令和4年3月に地区計画の都市
計画決定及び用途地域等の都市計画変更を行った。

2
都市計

画・住宅
課

総計 A

●用途地域等の変更箇所について、年間を通じて協議を
重ねた。

●令和4年2月に望ましい低層住宅地の実現に向けて、
市民意見聴取を行った。

3
都市計

画・住宅
課

総計 A

●市民スポーツセンター周辺の事業者等へのアンケー
ト・ヒアリングを令和3年6月に実施した。

●アンケート集計結果の報告を含め、令和4年1月には
まちづくりニュース1号を発行した。

●令和4年2月に先行整備地区のまちづくりについての
説明を含めた地域懇談会を開催した。

地方創生推進のためのまちづくり検討
市民スポーツセンター周辺の事業者等に対して、土地利
用の意向把握のアンケート調査を実施する。

地形地物の変更等による用途地域の変更

・道路拡幅、道路線形の変更等に合わせた用途地域等の
境界線について課題の整理を行う。

・ 望ましい低層住宅地の実現に向けて、市民意見聴取を
行う。

地区計画の誘導

豊かな自然と良好な都市環境が調和し　人々の快適なくらしと活力を生むまちづくり部の目標

部の概要 予算規模

項　目 目　標

都市計画道路3・4・5号線新規事業区間沿道の方に対し
て、地区計画の理解を深めていただくよう懇談会等を開
催する。

令和3年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「みどり　にぎわい　いろどり豊かに　笑顔つながる　東村山」の実現
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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
都市計

画・住宅
課

総計 A

●市全体の空家等について把握するための効率的かつ効
果的な現地調査を、令和3年10月から令和4年3月にか
けて実施し、また、所有者及び自治会アンケートを令和
4年2月下旬から3月上旬にかけて実施したことによ
り、次年度以降に実施する計画策定における基礎資料と
なるような分析を行うことができた。

5
都市計

画・住宅
課

総計 A

●令和3年4月下旬、課税課の納税通知書とともに、木
造住宅耐震診断・改修費・危険ブロック塀の除却・建替
え工事費用の補助制度について記したチラシ52,530通
を同封するとともに、空き家セミナーの際に木造耐震に
関する内容を加え、啓発を図った。

6
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
機関と協議を行い、一定の方向性をまとめることができ
た。
また、高架下利活用方策については令和3年6月、12
月、令和4年3月の年3回協議を行った。

●市民、事業者の方々と令和3年8月、10月、12月の
年3回ワークショップを実施し、社会実験マーケット
「そらいち東村山」の企画を構築した。あわせて駅周辺
まちづくりをお知らせする地域情報誌「東村山プレイス
メイキングマガジン」を発行した。

●令和4年1月にパブリックコメントを実施し、いただ
いたご意見も踏まえながら、同年3月に東村山駅周辺ま
ちづくり実行プラン、東村山駅東口地区市街地総合再生
基本計画を策定した。

7
まちづく
り推進課

総計 A

●久米川駅南口駅前広場検討会議を立ち上げ、2回開催
するとともに、交通事業者や障害者団体にヒアリングを
行い、課題の整理を行った。

●東京都と久米川第1号踏切道の拡幅に向けた協議を
行った。

住宅耐震化等促進事業

東村山市空家等対策計画の改定に向けた基礎調査を実施
する。

木造住宅耐震診断費用・木造住宅改修費用・危険ブロッ
ク塀等の除却及び建替え工事費用の補助制度について市
民に周知を図る。

空き家対策事業

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及び高架下空間
の利活用方策について関係機関と協議を行う。

・市民や事業者と駅前空間の持続的な賑わい創出に向け
た取り組みを企画する。

・今後駅周辺で実施する各事業の整備方針をまとめる。

久米川駅周辺まちづくり

・久米川駅南口駅前広場再整備方針案の作成に向けた課
題の整理を行う。

・久米川第1号踏切道の拡幅実現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

8
まちづく
り推進課

総計 A

●令和3年10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。

●機運醸成の取り組みとして、秋津駅・新秋津駅周辺ま
ちづくりシンポジウムと題して令和4年3月にオンライ
ンにより実施した。

●駅周辺の権利者調査を実施した。

9
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3回、市
ホームページ4回、まちづくりニュース３回、
Twitter31回、エリアマガジン1回）を活用して情報発
信を行った。

10
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。

11 交通課 総計 A

●東村山第二、第四、第五中学校で自転車教室を実施し
た。生徒アンケートでは、「自転車の乗り方を見直そう
と思った」が9割を超えた。

●市民向けの自転車安全教室は新型コロナウイルスの影
響で中止し、代わりに、子ども向け交通安全教育動画を
作成し、令和3年12月1日より市公式YouTubeチャン
ネルにて配信した。令和4年3月31日時点で計500回
以上の視聴回数に達した。
・東村山交通少年団に動画に出演してもらい、正しい
ルールの実演をしてもらった。

駅エレベータ等設置事業

連続立体交差事業の推進

事故再現型交通安全教室（スケアードストレート）
事業

・交通ルールやマナーに対する意識改善を図るため、第
二、第四、第五中学校で、中学生及び近隣住民向けに、
スケアードストレート技法（プロスタントマンによる交
通事故再現）を用いた自転車安全教室を開催する。

・交通ルールやマナーに対する意識改善を図るために、
市民向けにスケアード・ストレイト技法（プロスタント
マンによる交通事故再現）を用いた自転車安全教室を開
催する。

・新型コロナウイルス感染症の影響で実施が困難な場合
は、代替策を検討し実施する。

多摩湖駅へのエレベータ設置等について、鉄道事業者に
事業化に向けた要望を行う。

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の活動支援を行うととも
に、地元機運の醸成及び駅周辺の権利者調査を実施す
る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

12 交通課 総計 A

●令和3年4月より安全施設等管理業務支援システムを
導入し、要望や管理物の管理を行った。
・管理物については903件の入力処理、要望等につい
ては123件の入力処理を行った。

13 交通課 総計 B

●令和4年3月に新たな移動手段の運行方針を策定し
た。
・新たな移動手段の素案策定から新たな移動手段の運行
方針の策定に計画を変更し、具体的な運行内容は令和4
年度に検討することとした。
・地域公共交通あり方検討会を4回開催し、新たな移動
手段の内容について協議した。

14 交通課 総計 A

●西武ホールディングスと沿線価値向上について、課題
を共有、協議の場を設けることができた。
・令和4年3月に西武ホールディングスと打合せを実施
し、情報共有を図った。

15 交通課 総計 A

●西武バスにシャトルバス乗り入れ実現に向けた協議を
行った。
・令和3年12月に西武バスと打合せを行い、シャトル
バス乗り入れに関する協議を行った。

16
市街地整

備課
総計 B

●継続区間の橋梁整備工事は、当初予見しなかった湧水
の発生により、その対応に時間を要したため、年度末の
完了に至らなかった。

●新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計は、関係
機関と協議を行い令和4年3月に完了した。

17
市街地整

備課
総計 A

●道路・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行
い、令和4年3月に完了した。

空港行シャトルバス乗り入れの要請
西武バスとシャトルバス乗り入れ実現に向けた協議を行
う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の橋梁整備工事を完了させる。

・新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了さ
せる。

広域連携による西武鉄道沿線の価値向上推進事業
西武ホールディングスと沿線価値向上について課題を共
有する。

道路・橋梁・電線共同溝予備設計を完了させる。

新たな移動手段の検討事業 令和4年2月までに新たな移動手段の素案を策定する。

都市計画道路3・4・10号線整備事業

安全施設等維持管理システムの導入
安全施設等維持管理システムを導入し、啓発看板等の管
理を効率化する。
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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

18
市街地整

備課
総計 A

●道路・電線共同溝予備設計は、関係機関と協議を行
い、令和4年3月に完了した。

19
市街地整

備課
総計 A

●道路補足設計は、関係機関や地権者と協議調整を行
い、令和4年2月に完了した。

20
市街地整

備課
総計 A

●市道第718号線1の道路改良工事は、令和3年6月に
着手し、令和3年11月に完了した。

21 用地課 総計 A
●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のう
え、順次、用地取得を行った。

22 用地課 総計 A
●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のう
え、順次、用地取得を行った。

23 用地課 総計 A
●用地折衝を進め、物件調査に基づく補償費算定のう
え、順次、用地取得を行った。

24
みどりと
公園課

総計 A
●ボランティアと意見交換を行い、補修必要箇所につい
て情報共有を行った。

25
みどりと
公園課

総計 A

●現況調査を実施し、整備工事の必要な箇所の抽出・代
表工法の選定・概算工事費の算出を行った。
・調査結果において応急処置が必要な箇所は提示されな
かったため、整備工事については令和5年度からの実施
を基本とすることとした。

都市計画道路3・4・31号線整備事業
物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行
う。

野火止用水護岸整備事業
野火止用水の全線を対象とした河岸を調査し、今後の補
修工事にかかるおおよその金額を算出する。

道路拡幅事業 市道第280号線1の道路補足設計を完了させる。

道路改良事業 市道第718号線1の道路改良工事を完了させる。

都市計画道路3・4・31号線整備事業

物件調査を実施し、順次、補償費算定及び用地取得を行
う。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

淵の森緑地内護岸整備事業
補修が必要な箇所や工法について、河川管理者、保全ボ
ランティア等と意見交換を行う。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
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・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

26
みどりと
公園課

総計
行革

A

●令和3年市議会6月定例会にて東村山市立公園条例の
改正を行った。

●令和3年10月1日より「東村山市立公園指定管理者お
よび公募設置管理制度における設置等予定者の募集」を
開始し、令和4年1月13日のプレゼンテーション審査を
経て、指定管理者候補者および設置等予定者を決定し
た。また、令和4年市議会3月定例会にて市議会の議決
を得た。

●令和4年7月1日からの指定管理者制度の導入を目指
す。

27
みどりと
公園課

総計 A

●事業用地の公有地化のため、地権者の方と北山公園整
備に関する意見交換を行うとともに、合意形成に向けた
折衝を行った。

●北山公園整備基本計画策定にあたっては、北山公園整
備計画意見交換会を3回開催し、公園施設の大規模修繕
に向けた課題の整理、基本計画の策定を行った。

28
みどりと
公園課

総計 A

●国立大学法人お茶の水女子大学と事業用地取得に向け
た協議を行い、令和3年5月31日に土地売買仮契約書の
締結を行った。

●公園整備に向け、基本測量を実施し、基本計画の策定
を行った。

29
みどりと
公園課

総計 A

●事業用地の取得に向けて、土地鑑定、物件補償調査、
基本測量を実施し、シチズン健康保険組合と用地取得に
向けた協議を行い、同用地の売買に関して、概ね合意す
る旨の回答を得た。

30
道路河川

課
総計 A

●令和3年4月に工事発注し、令和4年2月に工事を完了
させた。

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
を行い、整備基本計画を策定する。

前川公園整備事業
都市計画公園である前川公園について、事業用地取得に
向けた協議、基本測量の実施、土地鑑定委託を行う。

公園包括管理事業

公園の有効活用と指定管理者制度等の導入

・公民連携を行う際の基本条件を整理し、指定管理者制
度の導入に向けた条例改正を行う。

・事業者に向けた募集要項・仕様書を作成し、指定管理
者の公募・選定を実施する。

萩山公園整備事業
都市計画公園である萩山公園について、事業用地取得に
向けた協議及び仮契約の締結を行う。また、公園整備に
向け、基本測量の実施、基本計画の策定を行う。

栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修事業
栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修事業として、下記の工
事を実施する。
・栄町横断歩道橋 耐震補強及び補修工事
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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

31
道路河川

課
総計 A

●工事委託協定を令和3年4月に締結し、令和4年3月末
に工事を完了した。

32
道路河川

課
総計 A

●令和3年4月に業務委託を発注し、令和4年3月末に完
了した。

33
道路河川

課
行革 A

●法定公共物調査を完了した。

●廃道敷地2件を売却した。

●令和4年度売却予定地1件の廃道を行った。

34 下水道課 総計 A

●第1期エリア（その1）のマンホール蓋及び管路内調
査を行った。
・令和3年5月12日に都市づくり公社と調査会社が契約
し、令和3年12月10日に完了した。

35 下水道課 総計 B

●当該排水区0.49haについて公共下水道（雨水）管の
整備を実施したが、地下埋設物調査結果により埋設物台
帳との不整合が確認され、再設計を行ったことにより、
工期内に完了しないため令和4年度繰越の手続きを行っ
た。

●当該排水区1.00haについて公共下水道（雨水）管の
実施設計を行った。
・令和3年7月30日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年3月1日に完了した。

前川流域溢水対策事業
前川流域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

市有財産の売却・活用の推進 整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。

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、下記の工事委
託を実施する。
・ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強工事委託

ストックマネジメント計画事業
「ストックマネジメント実施方針」に基づき、第1期エリ
アの管路内及びマンホール蓋の調査を行う。

空堀川流域下水道雨水整備事業

・連続立体交差事業に伴う雨水排水経路を確保するため
「空堀川左岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨
水）管を134m敷設する。

・都市計画道路3･4･11号線整備事業に先立ち「空堀川
右岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨水）管の実
施設計を行う。
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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

36 下水道課 総計 A

●当該排水区19.0haについて公共下水道（雨水）管の
基本設計を行った。
・令和3年5月12日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年1月14日に完了した。

37 下水道課 総計 A

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管の基本設
計を行った。
・令和3年5月12日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年1月14日に完了した。

38 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3年7月30日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和4年3月1日に完了した。

39 下水道課 行革 B

●ストックマネジメント計画作成に向けた、当該年度分
の管路内調査が完了した。

●令和2年度下水道事業会計決算書を期日までに作成し
た。

●下水道使用料の見直しに向けたプロセスの検討を行
なったが、スケジュールについては令和4年度に検討す
る。

・ストックマネジメント計画作成に向けた管路調査を行
う。

・公営企業会計移行に伴う決算書類の作成を行う。

・下水道使用料の見直しに向けたプロセスの検討を行
い、スケジュールを作成する。

都市計画道路3・4・11号線公共下水道（汚水）整
備事業

下水道事業会計の健全化

都市計画道路3･4･10号線、3･4･31号線整備事業に先
立ち、公共下水道（汚水）管の基本設計を行う。

都市計画道路3･4･11号線整備事業に先立ち、公共下水
道（汚水）管の実施設計を行う。

都市計画道路3・4・10号線、3・4・31号線公共
下水道（汚水）整備事業

柳瀬川流域下水道雨水整備事業
都市計画道路3･4･10号線、3･4･31号線整備事業に先
立ち「前川左岸第二排水区」、「前川右岸第三排水区」
で公共下水道（雨水）管の基本設計を行う。
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