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(５) (5)市街化調整区域における集落機能の維持・集約 評　価 A 市街化調整区域における集落機能の維持・集約
○市街化調整区域の立地形成の運用見直し
・都市計画法第３４条第１１号及び第１２号指定区域の見直しについて、庁内調整を行い、見直しについて庁内において
情報を共有した。（R3.3.31）
○路線バス等との事業連携の検討及び実施
・岩瀬南工区の大規模商業施設営業開始に伴い、羽生駅と愛藍タウン、イオンモール羽生を結ぶ「あいあいバス」の停留
所が追加され、運航開始された。（R2年度）

○都市計画法第34条第11号及び第12号規定区域の全体見直しを実施する。 ○都市計画法第34条第11号及び第
12号の運用

○都市計画法第34条第11号及び第
12号の運用

土地区画整理事業未実施地区における住環境の改善 評　価 A 土地区画整理事業未実施地区における住環境の改善
○長期未着手土地区画整理事業（栄町地区）の地域整備計画策定
・栄町（西一丁目・二丁目の一部）における地域整備計画を策定し、土地区画整理事業区域から除外し、地区計画および
準防火地域を指定する都市計画変更を行った（R2.3.27）。
○住宅密集地改善に関する取組
・「埼玉県住宅密集地改善連絡会議」の取組として埼玉県の基準に基づく住宅密集地の特定について検討し、特定地区は
なしとした。

○長期未着手土地区画整理事業（栄町地区）の地域整備計画策定
・未接道宅地解消に係る道路整備につき、該当地権者の土地利用動向等の把握に努め
る。
○住宅密集地改善に関する取組
・延焼危険性調査の対象地区について、改善方策の検討を行う。

同左 同左

空き家・空き地の再編による「まちなか居住」の促進 評　価 A 空き家・空き地の再編による「まちなか居住」の促進

○空き家実態調査データを管理・更新し、現状把握する。
○空き家及び空き地バンクへの登録物件情報を市ホームページで提供する。
○『羽生市空家等対策計画｣を策定（H31.3策定）した。
○空き家及び空き地バンクへの登録物件情報を市ホームページで提供する。
・登録物件数　令和2年度：8件　バンク開設時よりR2年度までの合計登録件数：２４件
・R2年度より全国空き家・空き地バンクへの掲載を開始した。

○空き家及び空き地バンクへの登録物件情報を市ホームページ及び全国空き家バンクに
提供する。
　（環境課）

○空き家及び空き地バンクへの登録
物件情報を市ホームページ及び全国
空き家バンクに提供する。
○羽生市空家等対策計画の見直し

○空き家及び空き地バンクへの登録
物件情報を市ホームページ及び全国
空き家バンクに提供する。

「岩瀬グローバルタウン構想」による土地区画整理事業の推進 評　価 A 「岩瀬グローバルタウン構想」による土地区画整理事業の推進
○岩瀬土地区画整理事業の促進
・岩瀬土地区画整理組合への技術支援及び補助金の交付
　平成30年度389,343千円　令和元年度231,286千円　令和2年度357,007千円
○用途地域・地区計画等の都市計画変更
・北工区の仮換地指定に伴う用途地域・地区計画等の都市計画変更について県と事前協議を行った。（令和2年度）
・南工区の大型商業施設誘致に伴い地区計画を変更した（R1.9.10）。
○「岩瀬グローバルタウン構想推進委員会」に関する事務（令和２年度をもって事業完了）
・「岩瀬グローバルタウン構想まちづくり提言書」を作成し、市長に提出した。
・まちの愛称およびメインストリートの愛称について市内小中学校、羽生一髙、埼玉純真短大を対象に公募し、「愛藍タウン」、「愛藍
ストリート」に決定した。
○優良住宅街区の整備促進
・住宅街区の整備工事が完了し、全８４戸の分譲を開始した（令和２年１１月）
○多文化共生シンポジウムに関する事務
・「岩瀬グローバルタウン構想」の推進のため、多文化共生ができる環境整備の一環としてシンポジウムを開催した。
○北工区における産業団地整備
・北工区の一部を工業系・流通系土地利用に変更するため、事業計画の変更について県の認可を受けた。
・北工区への進出企業を公募したところ、丸和油脂株式会社に決定。同社と組合が基本協定を締結した。

○岩瀬土地区画整理事業の促進
・岩瀬土地区画整理組合への技術支援と補助金交付を行う。
○用途地域・地区計画等の都市計画変更
・北工区の工業系・流通系土地利用変更に伴い用途地域・地区計画等を変更する。
・南工区の仮換地指定変更に伴い用途地域・地区計画を変更する。
○優良住宅街区の整備促進
・優良住宅街区南側の公園を整備する。（建設課）
○北工区における産業団地整備
・北工区整備工事の実施設計

○岩瀬土地区画整理組合への技術支
援と補助金交付
○北工区における産業団地整備
・北工区整備工事着工

○岩瀬土地区画整理組合への技術支
援と補助金交付
○北工区における産業団地整備
・北工区整備工事着工

「羽生市都市計画マスタープラン」の運用と検証 評　価 A 「羽生市都市計画マスタープラン」の運用と検証
○都市計画基礎調査に関する事務
・概ね５年ごとに実施される都市計画基礎調査に関する準備調査を実施した。
〇「羽生市都市計画マスタープラン」に基づく都市計画変更
・羽生市都市計画マスタープランに規定された内容に基づき、上岩瀬地区および栄町地区について、所要の都市計画変更
手続を行った。

○「羽生市都市計画マスタープラン」の進行管理
・都市計画基礎調査に基づく都市計画の方向性の検討
○都市計画基礎調査に関する事務
・都市計画基礎調査の実施（概ね5年に1度）
・都市計画基礎調査に関する農地転用、開発行為等の動態調査

○都市計画基礎調査に基づく都市計
画の方向性の検討
・都市計画基礎調査に関する農地転
用、開発行為等の動態調査
・桑崎地区調整区域地区計画策定

・都市計画基礎調査に基づく都市計
画の方向性の検討
・マスタープランの見直し
・都市計画基礎調査に関する農地転
用、開発行為等の動態調査

課題解決に向けた取り組みと改善策（令和3年度～令和5年度）
これまでの取り組みと評価（平成30年度～令和2年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度

A
実績値 (47.5) 47.5 49.4 48.8 48.6

49.5
市街化区域への集約の促進
（％）

目標値 48.0 48.5 49.0 50.0 50.0

A
実績値 (2.8) 2.8 4.3 4.3 13.6

2.8 4.1 4.1 14.0 14.0
岩瀬土地区画整理事業地内
の賑わいづくり（ha）

目標値

岩瀬土地区画整理事業の推
進（％）

目標値 50.318.6 19.4 49.5 51.2 73.6

14.0

指標名（単位） Ｒ１ Ｒ２

424,248 383,245

施策の目的

実績値 (18.6) 19.7 22.3 39.4 44.1

Ｒ３ Ｒ４ 評　価

B

政策名および施策名 施策の主担当課及び関係課 令和2年度の施策に係る経費

政 策 都市基盤～インフラを整え生活を支えるまちをつくる～

年度 H２８ H２９ H３０

施 策 市街地等の整備

主担当課 まちづくり政策課 経費 （千円） 決算額（千円）

関係課 企画課、環境課、地域振興課 41,003 7,824

人口減少、超高齢化社会に対応した安全で魅力と活力にあふれた「住みたい住み続けたいまち」をつくります。

前期基本計画（平成30年度～令和4年度）に位置付けている目標指標

正職員 （人） その他職員 （人） 人件費（千円） 市民1人あたり（円/人）

5.35 0.00

施策に係る経費の推移（平成30年度～令和2年度）

607,836 
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令和２年度　施 策 評 価 シ ー ト 基準日：令和3年３月３1日

1 2 6

6

２

3 7

4

8
5
(1) (1)

(２) (２)

(３) (３)

(４) (４)

(５) (5)

6.98 0.00 53,495 654

都市計画道路の整備率
（％）

目標値

正職員 （人） その他職員 （人） 人件費（千円） 市民1人あたり（円/人）

施 策 道路の整備 関係課 まちづくり政策課、企画課

経費 （千円） 決算額（千円）

69.3 69.3 69.3

S

Ｒ４ 評　価

35,457 595,509

政策名および施策名 施策の主担当課及び関係課 令和2年度の施策に係る経費

政 策 都市基盤～インフラを整え生活を支えるまちをつくる～ 主担当課 建設課

69.3 73.7

指標名（単位） 年度 H２８ H２９

実績値 69.3 69.3 69.3

市道の舗装率（％）

69.3 69.3 69.3

ラダー型ネットワークを基本に幹線道路及び生活道路の整備を推進し、市民の生活と産業を支えます。

前期基本計画（平成30年度～令和4年度）に位置付けている目標指標

施策の目的 施策に係る経費の推移（平成30年度～令和2年度）

Ｒ２ Ｒ３H３０ Ｒ１

S
実績値 62.9 62.9 63.3 63.8 64.1

同左

目標値 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0

目標値

実績値

同左

課題解決に向けた取り組みと改善策（令和3年度～令和5年度）
これまでの取り組みと評価（平成30年度～令和2年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度

○幹線市道も含めた生活道路の維持管理（舗装修繕等）を実施している。
　・市道0114号線（下川崎）、市道0117号線（藤井上組）、市道0102号線（発戸）、市道0121号線（町屋）など
○道路パトロールや地域住民からの情報提供により、舗装面の穴埋めなどを行い、生活道路の環境維持に努めている。
○通学路の安全性向上を図るための整備・補修を進めている。
　・市道0113号線（中岩瀬ほか）、早生田堀排水路沿い（上岩瀬ほか）、市道5125号線外（西2丁目ほか）など
○道路交通安全施設である路面標示や標識、道路反射鏡などの更新・新設を実施している。
○自治会要望に基づき生活道路の計画的な整備を実施している。（舗装修繕等：10地区、側溝整備等：18地区）

○生活道路の適正な維持管理を遂行していくためには日常的な道路パトロールが必要ではあるが、現在の当市
の道路行政体制では困難であるため、工事現場や苦情対応に赴く際には常に市道を通行し、路面状態の確認に
努める。
○限られた財源の中で全ての通学路整備を実施することは困難であるため、通学路安全総点検結果により作成
された第４期通学路整備計画に基づき、優先的に対策を講ずべき箇所から実施していく。また、新たに通学路
安全総点検を行い、第５期通学路整備計画を策定する。
○生活道路の整備にあたっては、自治会要望に基づく一方で、自治会とも現地立会などを実施し、真に必要な
路線の整備を実施していく。

同左 同左

幹線道路の整備 評　価 A 幹線道路の整備
○国道125号BPの４車線化に向けた神戸陸橋下部工や北部幹線の整備など、国県道の整備促進を図っている。
○1･2級幹線市道の整備を推進している。
　・工事：市道0124号線（小松）、市道0113号線（加羽ヶ崎ほか）、市道0121号線（下手子林）
　・調査設計等：市道0116号線（下川崎）、市道0120号線（喜右ェ門新田）、市道０１１８号線（藤井下組ほか）
　・用地買収：市道0113号線（加羽ヶ崎ほか）
○渡良瀬川及び利根川架橋促進協議会に参画し、埼玉県・群馬県・栃木県への要望活動を実施。

○埼玉県事業である国道125号BP4車線化、及び北部幹線の整備促進のため、ともに東武鉄道伊
勢崎線跨線橋の架設に向けた鉄道事業者との円滑な協議実施に向け、県とともに市内の廃止候補踏
切の地元調整を進める。
○北部幹線稲子交差点の改良促進のため、地権者や関係機関との協議・調整に協力する。
○1･2級幹線市道の整備推進のため、積極的な地元調整の実施、財源確保に向けた国の交付金活用
を行う。

生活道路の整備 評　価 A 生活道路の整備

評　価

市民と行政の協働による道路維持管理 評　価 B 市民と行政の協働による道路維持管理
○市民との協働によるまちづくり事業を推進している。
　・材料支給：33地区（R3.3.31末）

○自治会要望による道路整備だけでは対応が追い付かない地区については、「地域で
出来る事は地域で」「自助・共助」の精神のもと、積極的に「協働によるまちづくり
推進事業」に基づく材料支給などを活用いただく。
○また、地域が事業活用し易い様に、専門的見地が必要な場合などは、職員による技
術支援を行う。

○平成26年度から30年度までに実施した、道路法に基づく定期点検・健全性診断結果（以下、「法定点検」とする。）を
もとに、市内全358橋に対する新たな長寿命化修繕計画を策定している。
○令和元年度から始まる第2巡目の法定点検に着手している。
○平成28年度から実施している、東北自動車道の跨道橋である内谷橋の補修工事の最終段階施工（高速本線上部）に向け
て、施工委託先である東日本高速道路㈱（ﾈｸｽｺ東日本）への協議を進めている。

○新たに策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、適切かつ効果的な修繕、及
び法定点検を実施していく。
○橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁修繕を国補助金を活用し、実施してい
く。

同左 同左

同左 同左

橋梁の適切な維持管理 評　価 A 橋梁の適切な維持管理
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(５) (5)評　価

評　価 S 市内移動の利便性向上

令和4年度 令和5年度

鉄道輸送力の増強及び整備促進 評　価 A

○あい・あいバス（羽生市福祉バス）の運行
・高齢者・障がい者等の交通弱者の市内公共施設等への交通手段として、バス事業者に補助し運行している。（市内4ルー
トを1日4便ずつ運行）
・平成30年度：運行日数244日、停留所１２６箇所
・令和元年度：運行日数244日、停留所１２６箇所
・令和２年度：運行日数243日、停留所１２７箇所

○デマンド交通導入の検討及び方向性の決定
・先進事例視察等を実施
〇令和2年度公共交通に関する市民アンケート調査を実施（1,500人対象）
〇地域公共交通会議を開催（令和2年度：2回）
・令和4年度から乗合型デマンド交通の実証運行を行う方針を決定

〇公共交通会議の開催
○デマンド交通事業者との打合せ等

市内移動手段の充実

課題解決に向けた取り組みと改善策（令和3年度～令和5年度）
これまでの取り組みと評価（平成30年度～令和2年度） 令和3年度

○東武伊勢崎線輸送力増強推進協議会の会長市として、同鉄道輸送力改善に係る要望を行った。
（①半蔵門線の延伸②りょうもう号停車駅の増設③運行時間の延長など）
○秩父鉄道整備促進協議会による秩父鉄道生活交通改善事業計画（令和元年度から同６年度まで）に基づき、秩父鉄道の安全対策等に係
る施設整備への支援を行った。令和2年度には、ICカード乗車券システム導入に係る支援を行った。
○地下鉄７号線建設誘致期成同盟会による高速鉄道東京７号線の県内整備路線（浦和美園～蓮田まで）の早期建設及び当市までの延伸誘
致の早期実現に向け、国土交通省・埼玉県・埼玉高速鉄道株式会社等への要望を行った。
○東北新幹線久喜駅設置促進期成同盟会による久喜駅への新幹線駅の設置を早期に実現させるため、東日本旅客鉄道株式会社大宮支社及
び埼玉県へ要望を行った。

○東武伊勢崎線輸送力増強推進協議会から県の要望を含む東武鉄道株式会社への要望を行う。
○秩父鉄道への要望を行う。
○秩父鉄道整備促進協議会による秩父鉄道生活交通改善事業計画に基づき、秩父鉄道の安全対策等
施設の整備に関し計画的に支援する。
○地下鉄７号線建設期成同盟会から、国・県・埼玉高速鉄道株式会社等への要望を行う。
○東北新幹線久喜駅設置促進期成同盟会から、東日本旅客鉄道株式会社・県への要望を行う。

〇同左 〇同左

市内移動の利便性向上

鉄道輸送力の増強及び整備促進

○同左
○同左
〇デマンドバスの実証実験
〇公共交通会議の意見及び実証実験
から羽生市としてのバスの運用方法
を決定

○検討結果に基づいた運用方法を施
行

○あい・あいバスの利便性向上に努め、市民のニーズや利用状況の変化に応じた運行
ルート及びバス停設置個所の見直しを適宜実施。

○同左 ○同左

市内移動手段の充実 評　価 S

評　価

9,774

206204

実績値

あい・あいバス利用者
（人）

目標値 8,820 9,065

10,205 10,174 7,123

目標値

10,000

C
実績値 8,665

公共交通機関の安全性、利便性を向上させ、また、高齢化の進行に伴い増加が予想される交通弱者に対する市内移動手段の
充実を図り、通勤、通学、買い物など、広域的に活動しやすくします。

921

施策に係る経費の推移（平成30年度～令和2年度）施策の目的

9,310 9,555 9,800

羽生駅発着本数（本）

208 208

Ｒ２

211

A
実績値 204 201 202 202 196

目標値 206

政策名および施策名 施策の主担当課及び関係課 令和2年度の施策に係る経費

政 策 都市基盤～インフラを整え生活を支えるまちをつくる～ 主担当課 企画課 経費 （千円） 決算額（千円）

0.65 0.00

前期基本計画（平成30年度～令和4年度）に位置付けている目標指標
指標名（単位） 年度 H２８ H２９ H３０ Ｒ１ Ｒ３ Ｒ４ 評　価

4,982

正職員 （人） その他職員 （人） 人件費（千円） 市民1人あたり（円/人）

施 策 移動手段の確保 関係課 地域振興課 49,953 44,971

24,754 24,583 

45,136 

24,754 24,468 

44,971 

0.34 0.44 
0.65 

0.00 0.00 0.00 0.00
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決算額(千円)
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その他職員（人）

金額(千円) 人数
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令和２年度　施 策 評 価 シ ー ト 基準日：令和3年３月３1日

1 2 6

6

４

3 7

4

8
5
(1) (1)

(２) (２)

(３) (３)

(４) (４)

(５) (5)

政策名および施策名 施策の主担当課及び関係課 令和2年度の施策に係る経費

政 策 都市基盤～インフラを整え生活を支えるまちをつくる～ 主担当課 水道課 経費 （千円） 決算額（千円）

H２９ H３０ Ｒ１

正職員 （人） その他職員 （人） 人件費（千円） 市民1人あたり（円/人）

施 策 上水道の整備 関係課 - 660,538 646,563 13,975 12,182

施策に係る経費の推移（平成30年度～令和2年度）施策の目的

90.5 91.0 91.5

老朽管（石綿セメント管
等）更新率（％）

97.3 98.2

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ 評　価

安全で安心な水道水を持続的に給水する体制の整備と、災害に強い上水道の整備を図り、市民が安心しておいしく飲める
水道水を実現します。

1.71 0.30

前期基本計画（平成30年度～令和4年度）に位置付けている目標指標
指標名（単位） 年度 H２８

94.7 95.6 96.5

85.0 84.8 85.2

99.1

A
実績値 92.0 94.4 95.3 96.3 96.4

目標値

目標値

課題解決に向けた取り組みと改善策（令和3年度～令和5年度）
これまでの取り組みと評価（平成30年度～令和2年度） 令和3年度

92.0

A
実績値 88.5 88.0

実績値

有収率（％）

目標値 88.5 90.0

〇老朽化した浄・配水等施設の更新や故障に伴う修繕を実施
　H30年度：第２浄水場№３ろ過機電動弁更新工事、県水受水流量計更新工事、第７水源更新工事
　R元年度：第1浄水場シーケンサ更新工事、第2浄水場№1ろ過機電動弁等更新工事、第1、2浄水場次亜注入機更新
　　　　　工事
　R2年度：第2浄水場№2ろ過機電動弁等更新工事、電気計装設備更新工事、西末端水質監視装置更新工事

〇老朽化した浄・配水等施設の更新や故障に伴う修繕を実施
　中岩瀬配水場フィルター盤内リアクトル・コンデンサー更新工事
　東末端水質監視装置更新工事
　電気計装設備更新工事
　第１浄水場№１配水ポンプ更新工事

〇「アセットマネジメント計
画」に基づき、適正な施設の維
持・管理に努める。

〇「アセットマネジメント計
画」に基づき、適正な施設の維
持・管理に努める。

令和4年度 令和5年度

安全で安定的な水の供給 評　価 A 安全で安定的な水の供給

〇老朽管を耐震管への布設替え
（更新延長1,000m）
〇漏水調査を実施し有収率の向
上を図る。（漏水調査175km）

〇老朽管を耐震管への布設替え
（更新延長1,000m）
〇漏水調査を実施し有収率の向
上を図る。（漏水調査175km）

老朽施設・設備の適正な維持・管理

○「羽生市水道ビジョン」に基づき、健全な経営を実施する。
○引き続き、民間業者への業務委託により滞納対策を強化する。

○「羽生市水道ビジョン」及び「ア
セットマネジメント計画」並びに
「経営戦略」に基づき、健全な経営
を実施する。
○引き続き、委託業者と連携し滞納
対策を強化する。

○「羽生市水道ビジョン」及び「ア
セットマネジメント計画」並びに
「経営戦略」に基づき、健全な経営
を実施する。
○引き続き、委託業者と連携し滞納
対策を強化する。

老朽管の継続的な更新 評　価 A

〇水道法に基づく定期水質検査の実施
　H30年度：17地点　R元年度：17地点　R２年度：17地点
　水質基準項目（51項目）全ての項目で基準値以下
〇県水と地下水の割合（70％：30％）を確保
　H30年度：県水63％、地下水37％　R元年度：県水67％、地下水33％　R２年度：県水67％、地下水33％

〇法に基づいた水質検査の実施（17地点）
〇将来水需要を予想し県水と地下水の割合を維持（県水5,507千㎥）

〇法に基づいた水質検査の実施
（17地点）
〇将来水需要を予想し県水と地
下水の割合を維持（県水5,507
千㎥）

〇法に基づいた水質検査の実施
（17地点）
〇将来水需要を予想し県水と地
下水の割合を維持（県水5,507
千㎥）

健全な経営基盤の確保

評　価 A 老朽施設・設備の適正な維持・管理

○羽生市水道ビジョンに基づき、安定的な経営に努めている。
○水道料金の徴収事務を民間の専門業者へ委託し、給水停止を伴う滞納対策を実施
　《収納率の実績》　H30年度：99.7％　R元年度：99.7％　R２年度：99.7％

〇老朽管を耐震管への布設替え
　H30年度：1,002ｍ更新（更新率95.３％）　R元年度：1,097ｍ（96.3％）　R2年度：183ｍ（96.4％）
〇漏水修繕の実施
　H30年度：修繕件数188件　R元年度：118件　R2年度：152件
〇漏水調査を実施し有収率の向上を図る。
　H30年度：200km実施（17件発見）　R元年度：131km（22件）　R2年度：175km（10件）

〇老朽管を耐震管への布設替え（更新延長991m）
〇漏水調査を実施し有収率の向上を図る。（漏水調査175km）

老朽管の継続的な更新

評　価

評　価 A 健全な経営基盤の確保

549,595 

766,237 

672,352 

502,379 

756,900 

646,563 

1.67 
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令和２年度　施 策 評 価 シ ー ト 基準日：令和3年３月３1日

1 2 6

6

５

3 7

4

8
5
(1) (1)

(２) (２)

(３) (３)

(４) (４)

(５) (5)評　価

○公園施設の計画的更新事業
岩瀬土地区画整理事業地内の街区公園整備。安全基準を満たさない老朽化し
た遊具の入れ替えを実施。街区公園の施設改修。葛西親水公園移転工事を実
施。
○スカイスポーツ公園の活用推進　定期的に園内の除草を実施。バーベ
キューは新型コロナウイルス感染拡大防止のため禁止。

緑地の保全と活用 評　価 A 緑地の保全と活用

○葛西遊歩道の維持管理事業
桜苗木の植樹（２０本　旭町自治会）
桜並木消毒（年２回　旭町衛生協力会へ委託）
桜並木のクビアカツヤカミキリ成虫拡散防止対策として、消毒及び樹幹にネットを装着。（フラスが確認された桜）

○葛西遊歩道の維持管理
・桜苗木の植樹、桜並木消毒、枯木の伐採を継続して実施
○中手子林調節池遊歩道維持管理
・遊歩道植樹帯の除草清掃、桜並木消毒、枯木の撤去

同左 同左

協働による公園管理の推進 評　価 A 協働による公園管理の推進
○自治会委託公園管理事業
公園内の除草・清掃を地域の自治会、市ソフトボール連盟に委託。
※委託公園数：４７公園　※受託者：２３自治会、羽生市ソフトボール連盟　※業務内容：月２回の除草及び清掃

○利根川河川敷の活用事業
利根川河川敷を占用して上新郷地先ではソフトボール場及び常木地先ではグライダー滑走路として活用。
占用滑走路整備を実施。
国土交通省による履行検査の実施

○利根川河川敷の活用事業
・河川敷を占用したソフトボール場及びグライダー滑走路として活用。
・国土交通省による履行検査

同左 同左

公園の継続的な維持管理 評　価

親水空間の創出 評　価 A 親水空間の創出

同左 同左

A 公園の継続的な維持管理
○公園施設の計画的更新事業
岩瀬土地区画整理事業地内の街区公園整備。老朽化した遊具の入れ替えを実施。
○スカイスポーツ公園の活用推進　定期的に園内の除草を実施。バーベキューは新型コロナウイルス感染拡大防止のため禁止。

○自治会委託公園管理
・街区公園の除草清掃業務委託の継続
・公園管理委託の自治会要請

実績値

○公園施設の計画的更新事業
葛西親水公園移転工事を実施。遊具の更
新。中央公園野球場バックネットの更新。
中央公園自由広場、テニスコート照明の
LED化。
○スカイスポーツ公園の活用促進

○公園施設の計画的更新事業
中央公園野球場ダッグアウトの
改修。遊具の更新。
○スカイスポーツ公園の活用促
進

目標値

これまでの取り組みと評価（平成30年度～令和2年度） 令和3年度 令和4年度 令和5年度

課題解決に向けた取り組みと改善策（令和3年度～令和5年度）

5348 49 50 51 52
自治会が管理する公園数
（園）

目標値

施 策 公園・緑地の整備 関係課 -

公園・緑地の整備と維持管理を行います。また、親水空間を創出し、充実を図ります。

前期基本計画（平成30年度～令和4年度）に位置付けている目標指標
Ｒ４ 評　価

16.8 16.9 17.0

A
実績値 47 47 47 47 47

16.7 16.9

16.8

正職員 （人） その他職員 （人） 人件費（千円）

施策の目的 施策に係る経費の推移（平成30年度～令和2年度）

決算額（千円）

913

市民1人あたり（円/人）経費 （千円）

3.03 0.00 23,222

市民一人当たりの都市公園
面積（㎡／人）

目標値

49,518 26,296

Ｒ１

政策名および施策名 施策の主担当課及び関係課 令和2年度の施策に係る経費

政 策 都市基盤～インフラを整え生活を支えるまちをつくる～ 主担当課 建設課

16.6 16.7

Ｒ２ Ｒ３指標名（単位） 年度 H２８ H２９ H３０

S
実績値 16.6 16.7 16.7

22,911 

9,263 

28,304 

21,447 

8,902 

26,296 

3.76 

3.06 3.03 
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決算額(千円)
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その他職員（人）

金額(千円) 人数
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