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令和２年度（２０２０年度）朝霞市一般会計当初予算のポイント 

 

 

 

▽令和２年度（２０２０年度）当初予算額 ４３５億１千万円 

（前年度比 ７億１，０００万円、１．７％の増額） 

▽予算規模は過去最大規模 

▽道路照明灯を全灯ＬＥＤ化 

▽第四、第五小学校に続き第八小学校の自校給食施設が完成予定 

▽オリンピック・パラリンピック事業として、９，９７１万２千円を計上 

▽３歳児健康診査において視力検査機器を導入 

 

主な新規・重点事業については以下のとおりです。 

 

（１）新規事業 

○男女平等推進行動計画後期計画の策定          ５１３万７千円 

（男女平等推進行動計画策定事業Ｐ６８・６９） 

・令和元年度（２０１９年度）に実施した市民意識調査や事業所アンケートの

結果、社会情勢の変化等を踏まえ、令和３年度（２０２１年度）から令和７

年度（２０２５年度）までの５年間を計画期間として策定します。 

担当：人権庶務課 

 

○戦没者追悼式の開催                  １６８万４千円 

（戦没者追悼事業Ｐ６８～７１） 

・戦後７５年を迎える令和２年に、過去の戦争で亡くなられた方々を追悼する

ための「戦没者追悼式」を開催します。 

担当：人権庶務課 

 

○地上系防災行政無線施設の再整備の負担           ６００万円 

（防災対策事業Ｐ８４～８７） 

・埼玉県が整備した県と市町村等を結ぶ地上系防災行政無線について、埼玉県

が全面的な再整備を実施することに伴い、その事業費の半額を各市町村が負

担します。 

担当：危機管理室 

 

○洪水ハザードマップの作成                 ６００万円 

（地域防災推進事業Ｐ８６～８９） 

・埼玉県が管理する河川について、令和２年度（２０２０年度）出水期（６月）

までに新たな浸水想定区域が示されることから、その内容を反映した洪水ハ

ザードマップを作成します。 

担当：危機管理室 
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○防災倉庫の建設                  １，５５８万７千円 

（防災倉庫建設事業Ｐ９０・９１） 

・公民館など備蓄物資のない避難所や備蓄物資に不足が生じた避難所に迅速に

物資を届けられるよう、保健センター敷地内に防災倉庫を建設し、必要な資

機材を備蓄します。 

担当：危機管理室 

 

○国勢調査の実施                    ６，６７４万円 

（国勢調査事業Ｐ１２４～１２７） 

・５年ごとの周期で実施する基幹統計調査である国勢調査を実施します。 

担当：市政情報課 

 

○障害福祉計画の策定      

障害者プラン・障害福祉計画推進事業８１６万 9 千円のうち７４４万１千円 

（Ｐ１５６～１５９） 

・障害福祉サービス等の見込量等を定める第６期障害福祉計画を、令和３年度

（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間を計画期間

として策定します。 

担当：障害福祉課 

 

○災害弔慰金等支給審査委員会の設置 

災害救助事業８９万１千円のうち６万９千円 

（Ｐ２０２・２０３） 

・災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項について調査や審議を行

うため、災害弔慰金等支給審査委員会を設置します。 

担当：福祉相談課 

 

○環境基本計画の策定                   

環境推進総務事務事業２３７万８千円のうち４６万８千円 

環境基本計画策定事業         ５０１万４千円 

（Ｐ２２８・２２９、Ｐ２３２・２３３） 

・新たな環境問題に対して総合的・計画的な対応を図るため、第３次環境基本

計画を令和２年度（２０２０年度）から令和３年度（２０２１年度）までの

継続事業で策定します。 

担当：環境推進課 

 

○ムクドリ対策の実施                   ５７万５千円 

（鳥獣・害虫管理事業Ｐ２３２・２３３） 

・ムクドリの鳴き声や糞などの被害を防止するため、北朝霞駅・朝霞台駅周辺

及び朝霞駅周辺において、鷹匠によるムクドリの追い払いを実施します。 

担当：環境推進課 
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○店舗等リフォーム資金補助金の創設             １００万円 

（リフォーム資金補助事業Ｐ２６０・２６１） 

・空き店舗の活用推進及び既存店の魅力を再確認してもらうための「店舗等リ

フォーム資金補助金」を創設します。 

担当：産業振興課 

 

○産業文化センター施設改修工事         １億５，２７５万７千円 

（施設改修事業Ｐ２６２・２６３） 

・令和元年度（２０１９年度）に実施した産業文化センターの打音検査の結果

等を踏まえ、外壁改修やその長寿命化、屋上防水工事を行います。 

担当：産業振興課 

 

○道路照明灯のＬＥＤ化 

（第３表 債務負担行為Ｐ１０・１１ 道路照明灯整備事業Ｐ２７０・２７１） 

・市内に設置している道路照明灯約３，７００基の全灯調査、台帳の整備及び

全灯のＬＥＤ化を実施します。効率的な維持管理を行うため、令和３年度 

（２０２１年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの包括維持管理業

務委託を実施します。 

担当：道路整備課 

 

○緑とまちの魅力向上基本構想の策定             ６５０万円 

（公園管理事業Ｐ２８４・２８５） 

・公園緑地や街路空間の既存ストックを最大限活用し、魅力あるまちとするた

め、地域の魅力向上の拠点として利用活性化を図る構想を策定します。 

担当：みどり公園課 

 

○シンボルロードの施設管理               ２，５５３万円 

（シンボルロード管理事業Ｐ２８６・２８７） 

・シンボルロード内の樹木剪定や除草、施設修繕などの維持管理を実施すると

ともに、利活用に向けた機能向上を図る取組を行います。 

担当：みどり公園課 

 

○教育振興基本計画の策定 

事務局事務事業２４２万１千円のうち４１万６千円 

（Ｐ３０２～３０５） 

・教育の振興に関する施策についての基本的な方針などについて定めた（仮称）

第２期教育振興基本計画を策定します。 

担当：教育総務課 
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○校務支援員の全校配置 

教職員配置事業２，０５４万３千円のうち１，４４９万１千円 

（Ｐ３１４～３１７） 

・教職員の事務負担軽減や働き方改革を推進し、授業の準備や児童生徒と関わ

る時間を確保するため、教員の校務を補助する校務支援員（学校業務アシス

タント）を全ての小・中学校に配置します。 

担当：教育管理課 

 

○第五中学校校舎改修工事 

中学校施設改修事業１億８，２６８万２千円のうち１億４，９８２万円 

（Ｐ３３２・３３３） 

・経年により劣化が進行している第五中学校校舎の外壁及び屋上の塗装等改修

工事を行います。 

担当：教育総務課 

 

○生涯学習計画後期計画の策定               ３５万９千円 

（生涯学習計画策定事業Ｐ３５２～３５５） 

・平成２９年度（２０１７年度）に策定した「第３次生涯学習計画（前期計画）」

を検証し、生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和２年度 

（２０２０年度）と令和３年度（２０２１年度）の２年間で後期計画を策定

します。 

担当：生涯学習・スポーツ課 

 

○図書館サービス基本計画の策定 

運営事業７，５５８万８千円のうち３６万４千円 

（Ｐ３８４・３８５） 

・将来の図書館のあり方や方向性を整理し、より魅力的で利用しやすい図書館

を運営していくため、令和３年度（２０２１年度）を始期とする（仮称）第

３次図書館サービス基本計画を策定します。 

担当：図書館 

 

○図書館本館改修工事                １，４５６万６千円 

（施設改修事業Ｐ３９０・３９１）   

・安心・安全で快適な環境で誰でも図書館の利用ができるよう、令和３年度  

（２０２１年度）に予定する図書館本館改修工事の実施設計を行います。 

担当：図書館 

 

○市民総合体育大会会場設営の委託            １０６万５千円 

（スポーツ振興事業Ｐ３９０～３９３） 

・市民総合体育大会について、参加団体の負担軽減を図るために、会場内のテ

ント設営及び撤去作業を委託します。 

担当：生涯学習・スポーツ課 
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○武道館施設調査支援事業                ６４５万７千円 

（管理運営事業Ｐ３９４・３９５） 

・施設の老朽化が進む武道館について、移転も視野に専門的見地からの助言を

参考に事業構想を作成します。 

担当：生涯学習・スポーツ課 

 

（２）拡充事業 

○雨量計の増設 

   雨量計借上料１７１万のうち７７万円 

（防災対策事業Ｐ８４～８７） 

・集中豪雨などへの防災対策の一環として、降雨状況をより詳細に把握するた

め、三原地区及び根岸台地区に新たな雨量計を設置します。 

担当：危機管理室 

 

○戸籍関連システムの改修                ６７２万１千円 

（戸籍管理事業Ｐ１１０・１１１） 

・マイナンバー制度のために作られた情報提供ネットワークシステムを通じて、 

 本籍地以外の市区町村の戸籍記載情報データを参照できるようシステム改修

を行います。 

担当：総合窓口課 

 

○障害者自立支援協議会の専門部会設置 

障害者プラン・障害福祉計画推進事業８１６万９千円のうち７２万８千円 

（Ｐ１５６～１５９） 

・医療的ケア児（医療を要する状態にある障害児）が必要な支援を円滑に受け

ることができるよう、保健、医療、福祉等関連機関の連絡調整や協議の場と

して、障害者自立支援協議会の専門部会を設置します。 

担当：障害福祉課 

 

○民間保育園の整備補助             １億４，５１９万９千円 

（民間社会福祉施設整備費補助事業Ｐ１９２・１９３） 

・民間の社会福祉法人が新たに保育園を開園するために必要となる施設の工事

費、備品の購入及び開園準備に対する補助金を交付します。 

担当：保育課 

 

○放課後児童クラブの整備補助              １，５２０万円 

（放課後児童クラブ運営事業Ｐ１９６・１９７） 

・民間事業者が新たに放課後児童クラブを開所するために必要となる施設の改

修費、備品の購入及び開所準備に対する補助金を交付します。 

担当：保育課 
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○３歳児健康診査での視力検査機器導入           ２６万４千円 

（乳幼児健康診査事業Ｐ２１６・２１７） 

・３歳児健康診査の際、視覚異常の早期発見のため視力検査機器を導入します。 

担当：健康づくり課 

 

○ロタウイルスワクチン定期予防接種の実施 

予防接種事業５億１，１４６万円のうち２，０３９万３千円 

（Ｐ２２０・２２１） 

・ロタウイルスワクチン予防接種が、令和２年１０月から定期接種化されるこ

とに伴い、令和２年８月以降に生まれた０歳児を対象に、ロタウイルスワク

チン定期予防接種を実施します。 

担当：健康づくり課 

 

○ごみ処理の広域化                 ２，２６１万３千円 

（Ｐ２４２・２４３） 

・令和２年１０月に和光市とごみ処理に係る一部事務組合の設立に向けた準備

を進めるとともに、ごみ処理広域化基本構想の策定に向けて協議を行います。 

担当：資源リサイクル課 

 

○英語指導助手の増員 

国際理解教育事業５，８９７万７千円のうち４２０万円 

（Ｐ３１０・３１１） 

・小学校学習指導要領の改訂により外国語科・外国語活動が実施され、授業時

間数が小学校３年生から６年生で増加するのに伴い、英語指導助手を１名増

員します。 

担当：教育指導課 

 

○学校運営協議会設置校の増設 

学校運営協議会事業２０１万８千円のうち１１７万６千円 

（Ｐ３１８・３１９） 

・「地域とともにある学校づくり」を推進し、学校運営の改善や児童生徒の健全

育成に取り組むため、第二小学校、第五小学校、第九小学校に学校運営協議

会を設置します。 

担当：教育管理課 

 

（３）計画策定事業 

○男女平等推進行動計画後期計画の策定（再掲）      ５１３万７千円 

（男女平等推進行動計画策定事業Ｐ６８・６９） 

・令和元年度（２０１９年度）に実施した市民意識調査や事業所アンケートの

結果、社会情勢の変化等を踏まえ、令和３年度（２０２１年度）から令和７

年度（２０２５年度）までの５年間を計画期間として策定します。 

担当：人権庶務課 
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○第５次総合計画後期基本計画の策定         １，４４９万９千円 

（第５次総合計画後期基本計画策定事業Ｐ９４・９５） 

・第５次総合計画の基本構想の理念に基づき策定した前期基本計画の計画期間

が令和２年度（２０２０年度）で終了することから、次の５年間の施策を体

系的に定める後期基本計画を、令和元年度（２０１９年度）から令和２年度

（２０２０年度）の継続事業で策定しています。 

担当：政策企画課 

 

○（仮称）あさかＦＭアクションプランの策定     １，１７２万１千円 

（公共施設等総合管理計画推進事業Ｐ９４～９７） 

・国のインフラ長寿命化基本計画や公共施設等総合管理計画に基づき、施設ご

との具体的な維持管理方針を定める計画として、（仮称）あさかＦＭアクショ

ンプランを、令和元年度（２０１９年度）から令和２年度（２０２０年度）

の継続事業で策定しています。 

担当：政策企画課 

 

○地域福祉計画の策定 

 地域福祉計画推進事業５８８万５千円のうち５８２万７千円 

（Ｐ１５０・１５１） 

・地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉、その他の福祉に関

し、共通して取り組むべき事項を定める第４期地域福祉計画を、令和元年度

（２０１９年度）から令和２年度（２０２０年度）までの継続事業で策定し

ています。 

担当：福祉相談課 

 

○障害福祉計画の策定（再掲） 

障害者プラン・障害福祉計画推進事業８１６万 9 千円のうち７４４万１千円 

（Ｐ１５６～１５９） 

・障害福祉サービス等の見込量等を定める第６期障害福祉計画を、令和３年度

（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までの３年間を計画期間

として策定します。 

担当：障害福祉課 

 

○高齢者福祉計画及び介護保険事業計画の策定       ３９８万２千円 

（高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進事業Ｐ１６６・１６７） 

・令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（２０２３年度）までを計画期

間とする第８期高齢者福祉計画・介護保険事業計画を、令和元年度    

（２０１９年度）から令和３年度（２０２１年度）の継続事業で策定してい

ます。 

 担当：長寿はつらつ課 
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○環境基本計画の策定（再掲）                   

環境推進総務事務事業２３７万８千円のうち４６万８千円 

環境基本計画策定事業         ５０１万４千円 

（Ｐ２２８・２２９、Ｐ２３２・２３３） 

・新たな環境問題に対して総合的・計画的な対応を図るため、第３次環境基本

計画を令和２年度（２０２０年度）から令和３年度（２０２１年度）までの

継続事業で策定します。 

担当：環境推進課 

 

○緑とまちの魅力向上基本構想の策定（再掲）         ６５０万円 

（公園管理事業Ｐ２８４・２８５） 

・公園緑地や街路空間の既存ストックを最大限活用し、魅力あるまちとするた

め、地域の魅力向上の拠点として利用活性化を図る構想を策定します。 

担当：みどり公園課 

 

○地域公共交通網形成計画の策定 

交通施策推進事業１，５５９万９千円のうち９５５万円 

（Ｐ２９０・２９１） 

・効果的・効率的な地域公共交通の実現を目指し、公共交通空白地区の改善、

市内循環バスの運行見直し、鉄道駅の利便性向上等について、関係機関等と

協議、調整し、地域公共交通網形成計画を令和元年度（２０１９年度）から

令和２年度（２０２０年度）までの継続事業で策定しています。 

担当：まちづくり推進課 

 

○教育振興基本計画の策定（再掲） 

事務局事務事業２４２万１千円のうち４１万６千円 

（Ｐ３０２～３０５） 

・教育の振興に関する施策についての基本的な方針などについて定めた（仮称）

第２期教育振興基本計画を策定します。 

担当：教育総務課 

 

○生涯学習計画後期計画の策定（再掲）           ３５万９千円 

（生涯学習計画策定事業Ｐ３５２～３５５） 

・平成２９年度（２０１７年度）に策定した「第３次生涯学習計画（前期計画）」

を検証し、生涯学習施策を総合的かつ計画的に推進するため、令和２年度 

（２０２０年度）と令和３年度（２０２１年度）の２年間で後期計画を策定

します。 

担当：生涯学習・スポーツ課 
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○図書館サービス基本計画の策定（再掲）      

運営事業７，５５８万８千円のうち３６万４千円 

（Ｐ３８４・３８５） 

・将来の図書館のあり方や方向性を整理し、より魅力的で利用しやすい図書館

を運営していくため、令和３年度（２０２１年度）を始期とする第３次図書

館サービス基本計画を策定します。 

担当：図書館 

 

（４）普通建設事業 

○防災行政無線デジタル化整備工事      

防災対策事業１億３，９８６万３千円のうち１億２，２１２万４千円 

（Ｐ８４～８７） 

・電波法改正に伴い、既設の防災行政無線（市役所設置の親局、市内９５か所

設置の子局）を、平成２８年度（２０１６年度）から令和２年度（２０２０

年度）までの５か年で、アナログ方式からデジタル方式へ順次整備していま

す。令和２年度（２０２０年度）は、非常用親局装置１式、子局２６局の更

新を行います。 

担当：危機管理室 

 

○防災倉庫の建設（再掲）              １，５５８万７千円 

（防災倉庫建設事業Ｐ９０・９１） 

・公民館など備蓄物資のない避難所や備蓄物資に不足が生じた避難所に迅速に

物資を届けられるよう、保健センター敷地内に防災倉庫を建設し、必要な資

機材を備蓄します。 

担当：危機管理室  

 

○クリーンセンターの補修・改修工事 

可燃ごみ処理事業のうち１億９，０００万円 

資源ごみ処理事業のうち    ３００万円 

粗大ごみ処理事業のうち  ４，５００万円 

（Ｐ２３８～２４３） 

・和光市とのごみ処理広域化による新施設稼動までの間、クリーンセンターに

おけるごみ処理が円滑に実施できるよう、施設の補修・改修工事を行います。 

担当：資源リサイクル課 

 

○産業文化センター施設改修工事（再掲）     １億５，２７５万７千円 

（施設改修事業Ｐ２６２・２６３） 

・令和元年度（２０１９年度）に実施した産業文化センターの打音検査の結果

等を踏まえ、外壁改修やその長寿命化、屋上防水工事を行います。 

担当：産業振興課 
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○内間木地区の排水ポンプ場改修 

排水機場維持管理事業１億３，００５万１千円のうち１億１，８４７万円 

（Ｐ２７６・２７７） 

・内間木排水機場や赤野毛排水機場などの設備機器について、排水ポンプの能

力を向上させるため、令和元年度（２０１９年度）に引き続きオーバーホー

ル及び改修修繕を行います。 

担当：道路整備課 

 

○北朝霞陸橋の改修工事及び内間木橋の撤去設計      ８，９５０万円 

（橋梁改修事業Ｐ２７８・２７９） 

・橋梁点検の結果を踏まえ、優先度の高い北朝霞陸橋の改修工事を実施します。

また、内間木橋について、国道２５４号バイパスの４車線化が実現すること

を受け仮橋としての役割を終えることから、撤去に向けた実施設計を行いま

す。 

担当：道路整備課 

 

○公園施設の長寿命化対策工事      

公園施設改修事業４，３００万円のうち３，０００万円 

（Ｐ２８６・２８７） 

・公園施設長寿命化計画に基づき、北朝霞公園他６公園の遊具等の更新工事を

行います。 

担当：みどり公園課 

 

○小・中学校屋内運動場のエアコン整備工事 

小学校施設改修事業３億２，７６２万７千円のうち２億４，８８０万８千円 

中学校施設改修事業１億８，２６８万２千円のうち    ９４９万６千円 

（Ｐ３２４・３２５、Ｐ３３２・３３３） 

・小・中学校の屋内運動場について、災害時の避難所としての防災機能の向上

を図るとともに、より良い教育環境を確保するため、平成３０年度    

（２０１８年度）から令和４年度（２０２２年度）の５年間でエアコンを整

備します。令和２年度（２０２０年度）は第三小学校、第六小学校及び第九

小学校で実施します。また、第十小学校、第一中学校及び第五中学校の実施

設計を行います。 

担当：教育総務課 

 

○第五中学校校舎改修工事（再掲） 

中学校施設改修事業１億８，２６８万２千円のうち１億４，９８２万円 

（Ｐ３３２・３３３） 

・経年により劣化が進行している第五中学校校舎の外壁及び屋上の塗装等改修

工事を行います。 

担当：教育総務課 

 

 



定例記者会見資料 

 

11 

 

○第八小学校自校給食施設等整備工事         ３億７，７９３万円 

（第八小学校自校給食施設等整備事業Ｐ３４６・３４７） 

・平成３０年度（２０１８年度）から令和２年度（２０２０年度）までの継続

事業で、第八小学校に新たに自校給食施設及び普通教室を設置します。 

担当：学校給食課 

 

○図書館本館改修工事（再掲）            １，４５６万６千円 

（施設改修事業Ｐ３９０・３９１）   

・安心・安全で快適な環境で誰でも図書館の利用ができるよう、令和３年度  

（２０２１年度）に予定する図書館本館改修工事の実施設計を行います。 

担当：図書館 

 

○総合体育館施設改修工事            ２億３，４８２万４千円 

（施設改修事業Ｐ３９４・３９５） 

・平成２９年度（２０１７年度）から令和２年度（２０２０年度）までの継続

事業で、総合体育館建築後３７年が経過し老朽化にともない劣化が著しいこ

とから、利用者及び災害時の避難者の安心・安全を確保するため、引き続き

改修工事を行います。 

担当：生涯学習・スポーツ課 

 

（５）オリンピック・パラリンピックに係る事業（Ｐ９６～９９） 

                          ９，９７１万２千円 

担当：オリンピック・パラリンピック室 

 

○オリンピック・パラリンピック１００日前イベント        

・オリンピック・パラリンピック１００日前イベントを４月４日（土）、５日（日）

に「黒目川花まつり」と同時に開催します。 

 

○オリンピック・パラリンピック大会期間中イベント   

・オリンピック・パラリンピック大会期間中に、朝霞駅南口駅前広場及びシン

ボルロードを会場に、本市の魅力を発信するために、国内外から競技会場へ

来訪する方などへのおもてなしイベントを行います。 

 

○シティドレッシング（装飾）                

・大会の機運を市内全域で醸成するためシティドレッシング（装飾）を実施し

ます。また、大会関連イベントで配布する啓発品を作成します。 

 

○ボランティア活動                  

・国内外から本市にお越しになるお客様をお迎えするため、ボランティアによ

る射撃会場までのご案内などのおもてなしを行います。また、今回の活動を

きっかけにボランティアを経験した方々が大会後に地域のボランティアで活

動できるように取り組みます。 
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○パラリンピックチケットの配布                 

・アスリートが競技に取り組む姿勢などを観戦することで、地元で行われる大

会の雰囲気を感じ取っていただくため、市内の小学校に通う児童を対象に、

パラリンピック射撃の学校連携観戦チケットを配付します。 

 

○オリンピック・パラリンピック聖火リレー 

・オリンピック、パラリンピックの聖火リレーがそれぞれ通過するほか、パラ

リンピック聖火リレーでは、埼玉県内を巡った聖火を東京都へ送り出すセレ

モニーである出立式が市内で開催されることから、沿道及び周辺に警備員を

配置するとともにイベントで盛り上げます。 

 

○オリンピック・パラリンピックレガシーの創出         

・本市のオリンピック・パラリンピックに関する取組や大会期間中の様子を後

世に残すために、記録のプレートの設置や映像の作成を行います。 


