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次 第 

 

 

日時 令和４年８月２日（火） 
午後２時から 
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１ 開 会 
 
２ 議 事 

（１）行政改革「（取組１）デジタル化の推進」 

朝霞市行政情報デジタル化推進方針（素案）について 

 

（２）行政改革の結果検証 

定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組 

 

（３）令和４年度行政改革推進実施計画（案）について 

 

（４）まち・ひと・しごと創生総合戦略の結果検証 

 
３ その他 
 
４ 閉 会 
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１ 策定の趣旨 

 近年、人口減少、少子高齢化などの課題が顕在化する中で、新型コロナウイルス感染症

対応において、行政におけるデジタル化の遅れ・課題が顕著となりました。また、地方自

治体においても多様化・複雑化する市民ニーズに対応しつつ、持続可能な行政サービスを

提供することが求められており、行政情報のデジタル化による効率化や自動化、省力化は

喫緊の課題です。 

本方針は、デジタル技術を活用することにより、市民の利便性の向上を目指すとともに、

市職員が行政情報のデジタル化の必要性を認識し、持続可能な社会の実現に向けた施策を

推進するため、策定するものです。 

 

 

 

２ 位置付け 

第５次朝霞市総合計画の下、朝霞市行政改革推進実施計画や「自治体デジタル・トラン

スフォーメーション（ＤＸ）推進計画」等の国の各種計画を踏まえ、本方針を次のとおり

位置付けます。 

今後は、社会情勢や各施策の取組状況等を踏まえ、在り方を含めて見直しを検討すると

ともに、必要に応じて適宜、改訂等を行います。 

 

（１）本市の第５次朝霞市総合計画に掲げる将来像を実現する方策として、朝霞市行政改

革推進実施計画とともに本方針を位置付けます。 

（２）デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和４年６月７日閣議決定）が示す方針を

踏まえた内容とします。 
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３ 行政情報デジタル化推進方針 

市民サービスの向上や業務の効率化等においてデジタル技術を活用した課題解決を図る

ため、国が策定した「自治体ＤＸ推進計画」の重点取組事項を踏まえ、主に行政情報のデ

ジタル化に係る４つの事項を、先行して重点的に取り組む推進方針の柱とします。各取組

の推進に当たっては、デジタルデバイドを考慮したデジタル環境の整備に努めます。 

本市の重点取組事項は、国から各自治体に求められている事務であり、市民サービス向

上の基礎となる行政情報のデジタル化の取組を中心に整理しています。 

業務効率化により生まれた人的資源は、デジタル技術による代替が難しく、職員による

応対や柔軟な判断を必要とする相談・企画等の非定型的な業務にあてることなどで、市民

サービスの向上を図ることも可能になっていきます。 

 

【本市の重点取組事項】 

（１）行政手続のオンライン化 

（２）自治体情報システムの標準化・共通化 

（３）ＢＰＲの促進（ＡＩ・ＲＰＡの利用推進） 

（４）テレワーク環境の整備検討 

 

 

【デジタル化により目指す姿】 

  

  

① 市として目指すところ

② 市役所の役割

③ 市職員の共通価値観
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（１）行政手続のオンライン化 

国は、デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、令和４年度末

を目指して、「原則、全自治体で、特に国民の利便性向上に資する手続について、マイナ

ポータルからマイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にする。」としています。 

本市では、国が「特に国民の利便性向上に資する手続」としている子育て関係（１５

手続）と介護関係（１１手続）の２６手続について、国の仕様に準拠した仕組みによる

「ぴったりサービス」活用を目指します。 

 

 

子育て関係（１５手続） 

児童手当関係 ① 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求 

② 児童手当等の額の改定の請求及び届出 

③ 氏名変更/住所変更等の届出 

④ 受給事由消滅の届出 

⑤ 未支払の児童手当等の請求 

⑥ 児童手当等に係る寄附の申出 

⑦ 児童手当に係る寄附変更等の申出 

⑧ 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出 

⑨ 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出 

⑩ 児童手当等の現況届 

保育関係 ⑪ 支給認定の申請 

⑫ 保育施設等の利用申込 

⑬ 保育施設等の現況届 

児童扶養手当関係 ⑭ 児童扶養手当の現況届の事前送信 

妊娠・出産関係 ⑮ 妊娠の届出 
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介護関係（１１手続） 

介護認定・給付関係 ① 要介護・要支援認定の申請 

② 要介護・要支援更新認定の申請 

③ 要介護・要支援状態区分変更認定の申請 

④ 居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出 

⑤ 介護保険負担割合証の再交付申請 

⑥ 被保険者証の再交付申請 

⑦ 高額介護（予防）サービス費の支給申請 

⑧ 介護保険負担限度額認定申請 

⑨ 居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請 

⑩ 居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請 

⑪ 住所移転後の要介護・要支援認定申請 

 

 

【行政手続のオンライン化の取組】 

実施項目 
年度 

実施主体 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

各部署との調整・検討     政策企画課 

デジタル推進課 

業務主管課 

システム環境の検討・整

備 

    

オンライン化     

 

 ※ 行政手続のオンライン化については、自治体情報システムの標準化・共通化や国の

ガバメントクラウドの整備状況を見据えたシステム環境の検討・整備が求められるこ

とを踏まえ、適宜、実施時期の見直しを検討します。 

 ※ 国は、上記以外の手続について、当面の間、「既存の汎用的電子申請システムによる

対応も可能とする。」としており、現行の電子申請については、引き続き活用すると

ともに、必要に応じて拡充等を検討します。 
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（２）自治体情報システムの標準化・共通化 

国は、自治体情報システムの標準化・共通化についての目標時期を令和７年度とした

上で、「一定の期間の中で実現するには、早期から全庁的・横断的な推進体制を整え、現

行のシステムの調査や、スケジュール策定をはじめとして計画的な導入に向けた検討を

行うことが求められる。」としています。 

本市では、平成３０年度に住民情報システムの更改を実施しており、令和５年度で契

約期間の満了を迎えます。今後発生する移行業務の対応において、現行の住民情報シス

テムにおける機能要件等を調査しながら、国が示す標準仕様に準拠したシステムへの移

行を進めていく必要があります。 

これらのことから、国が求める令和７年度までに、標準仕様に準拠した新たなシステ

ムの導入とガバメントクラウドへの移行を計画的に進めていきます。 

 

対象となる情報システム（２０業務システム） 

① 住民基本台帳 ② 固定資産税 ③ 個人住民税 

④ 法人住民税 ⑤ 軽自動車税 ⑥ 国民健康保険 

⑦ 国民年金 ⑧ 障害福祉 ⑨ 後期高齢者医療 

⑩ 介護保険 ⑪ 児童手当 ⑫ 児童扶養手当 

⑬ 子ども・子育て支援 ⑭ 就学 ⑮ 生活保護 

⑯ 健康管理 ⑰ 選挙人名簿管理 ⑱ 戸籍 

⑲ 戸籍の附票 ⑳ 印鑑登録 

 

 

【自治体情報システムの標準化・共通化の取組】 

実施項目 
年度 

実施主体 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

現状分析・検討     デジタル推進課 

業務主管課 移行計画仕様書等策定     

標準準拠システム移行     

ガバメントクラウド移行     

運用テスト・研修等     
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（３）ＢＰＲの促進（ＡＩ・ＲＰＡの利用推進） 

国が開催した「自治体戦略２０４０構想研究会」の第二次報告では、労働力（特に若

年労働力）の絶対量が不足する中で、「自治体のあり方は、人口縮減時代のパラダイムへ

転換しなければならない」と問題提起しています。そして、新たな自治体行政の基本的

考え方の一つとして、ＡＩやロボティクスといった革新的な技術を徹底的に使いこなす

「スマート自治体への転換」を提言しています。 

本市では、ＡＩ・ＲＰＡに適する定型的な業務と、職員による応対や柔軟な判断を必

要とする相談・企画等の非定型的な業務を見極めるとともに、先進自治体の取組事例な

どを調査・研究していきます。 

  ※ 取組事例：ＡＩ－ＯＣＲ、キャッシュレス決済、電子決裁、ＧＩＳ など 

 

【ＢＰＲの促進（ＡＩ・ＲＰＡの利用推進）の取組】 

実施項目 
年度 

実施主体 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

対象業務の調査・検討     デジタル推進課 

業務主管課 先進自治体調査     

実証実験・導入・検証     

 

 

（４）テレワーク環境の整備検討 

国では、テレワークを「働く時間や場所を柔軟に活用できる働き方であるテレワーク

は、働き方を変えるばかりでなく、人々の日常生活における時間の使い方に大きな変化

をもたらすものであり、その更なる導入・定着は不可欠である。」とし、推進を図ってい

ます。 

本市でも、デジタル化の観点から、セキュリティの確保や適合する業務の抽出など、

テレワークの導入に向けた運用上の課題を整理するとともに、テレワークに対応できる

業務環境の整備を検討していきます。 

 

【テレワーク環境の整備検討の取組】 

実施項目 
年度 

実施主体 
Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

テレワーク環境の調査・

検討 

    デジタル推進課 

職員課 

業務主管課 テレワークの活用・検証     
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４ 推進体制 

 行政情報デジタル化の実施主体である各業務主管課を支援するため、副市長（ＣＩＯ）

をトップとした全庁的・横断的な推進体制とします。推進に当たっては、朝霞市行政改革

推進実施計画の取組として、デジタル化の推進が定められていることから、適宜、行政改

革推進本部・幹事会に報告等を行い、第三者機関である外部評価委員会に意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

行政改革 

 

 

 

行政改革 

推進本部 

・行政改

革幹事会 

外部評価 

委員会 

 

職  員 
・業務上の問題点・課題の把握 
・デジタル化の検討・推進 
・デジタル化に係る職員提案・事務改善 

デジタル化の実施主体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル 

推進課 

・デジタル化に係る情
報提供 

・情報システム構築・運
用に係る助言 

・デジタル化に係る部
署間調整 

・情報基盤の構築・運用 

・事業化、業務運用
設計・業務の見
直し（BPR） 

・予算確保 
・情報システム構
築、運用 

・事業実施 

デジタル化推進員 

デジタル化推進員 

デジタル化推進員 

業務主管課 

業務主管課 

業務主管課 

副市長 

（ＣＩＯ） 

・デジタル化の促
進・啓発 

・デジタル技術を
活用した業務プ
ロセスの改善 

・関係部署との連
絡・調整 
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（１）業務主管課 

各業務主管課は、デジタル化の実施主体として施策を推進し、次の役割を担います。 

・事業化、業務運用設計・業務の見直し（ＢＰＲ） 

・予算確保 

・情報システムの構築、運用 

・事業実施               など 

 

（２）デジタル化推進員 

デジタル化推進員は、各業務主管課において中心となって業務を遂行している係長級

の職員を選任し、行政情報のデジタル化推進を牽引する中核的な存在として、次の役割

を担います。 

・デジタル化の促進・啓発 

・デジタル技術を活用した業務プロセスの改善 

・関係部署との連絡・調整        など 

 

（３）デジタル推進課 

デジタル推進課は、行政情報デジタル化のコーディネータ役として、次の必要な支援

を行います。 

・デジタル化に係る情報提供 

・情報システム構築・運用に係る助言 

・デジタル化に係る部署間調整 

・情報基盤の構築・運用         など 

 

（４）職員 

職員は、次の役割を担います。一人ひとりがデジタル化推進の担い手であることを意

識し、市民の目線で、デジタル技術を活用した持続可能なサービスを追求します。 

・業務上の問題点・課題の把握 

・デジタル化の検討・推進 

・デジタル化に係る職員提案・事務改善  など 
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【用語集】 

用語 解説 

ＡＩ Artificial Intelligence の略。人工知能。知的な機械、特に、

知的なコンピュータプログラムを作る科学と技術。 

ＡＩ－ＯＣＲ ＯＣＲ（光学文字認識）にＡＩ（人工知能）を加えて、手書きの

書類や帳票を読み取り、デジタル化する技術。 

ＢＰＲ Business Process Re-engineering の略。業務の見直し。業務の

本来の目的に向かって、既存の組織や制度を抜本的に見直し、プ

ロセスの視点から、職務、業務フロー、管理機構、情報システム

等を再構築すること。 

ＣＩＯ Chief Information Officer の略。最高情報統括責任者。本市で

は、副市長とし、情報化施策に関する総合的な推進に関する指導

及び助言を行う権限及び責任を有する。 

ＧＩＳ Geographic Information Systems の略。地理情報システム。地

理情報をデジタル情報化し、様々な地理的位置や空間に関する情

報を持った自然、社会、経済等に関するデータ等を統合したもの。 

ＲＰＡ Robotic Process Automation の略。人が行う定型的なパソコン

操作をソフトウェアのロボットが代替して自動化するもの。 

オンライン化 パソコンやスマートフォンなどの電子機器をインターネットに 

接続した状態にすること。 

外部評価委員会 市の総合計画、行政改革等の推進に関し、必要な事項についての

調査・審議等を行う第三者機関。市議会議員、知識経験者、関係

団体から推薦された者、公募委員等で構成する。 

ガバメントクラウド 政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を提供する複

数のクラウドサービスの利用環境であり、地方自治体も活用でき

るように計画されている。 

キャッシュレス決済 クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、紙幣・硬

貨といった現金を使わずに支払いや受け取りを行う決済方法。 

行政改革幹事会 各部署を代表する職員で構成する組織。行政改革に関する調査、

研究等を行う。 

行政改革推進本部 市長を本部長とし、副市長、教育長及び部長級職員で構成する組

織。行政改革に関する重要事項の決定等を行う。 
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用語 解説 

自治体情報システム

の標準化・共通化 

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、

自治体の基幹系情報システムや業務システムを、国が定める標準

仕様に準拠したシステムへ移行すること。 

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と

利用できない者の間に生じる格差。 

テレワーク 通信ネットワーク及びＩＣＴ機器を活用して、場所と時間を有効

に活用できる柔軟な働き方で、職員が所属する組織の所在場所

（オフィス）から離れたところにおいて業務に従事すること。具

体的には、自宅に居ながら仕事をする「在宅勤務」、本社から離

れた近郊の事務所に出勤して仕事をする「サテライトオフィス勤

務」、携帯情報端末を利用して移動先でも仕事をする「モバイル

ワーク」の３つの形態がある。 

電子決裁 紙の書類ではなく、電子文書により決裁処理を行う方法。 

ぴったりサービス マイナポータルを活用した子育て・介護をはじめとする様々な分

野の手続のオンライン申請実現に活用できるシステム。 

マイナポータル 政府が運営するオンラインサービス。自宅のパソコンやスマート

フォンなどから、子育てや介護をはじめとする行政手続のオンラ

イン申請のほか、行政機関等からのお知らせの確認ができる。 

マイナンバーカード プラスチック製のＩＣチップ付きカードで、券面に氏名、住所、

生年月日、性別、マイナンバー（個人番号）と本人の顔写真等が

表示され、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、

電子証明書を利用した電子申請等のサービスにも利用できる。 
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資料7 



 

行政改革の柱と主な取組 

（１）集中的に実施する取組 

取組名 実施項目 シート

番号 

１ デジタル化の推進 １ 行政手続きの電子化 １ 

２ ICTの導入による事務の効率化 ２ 

２ 予算編成事務の見直し １ 予算編成事務の見直し ３ 

３ 公共施設等の計画的な 
管理・運営 

１ 公共施設等の計画的な管理・運営 ４ 

 

（２）定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組 

取組名 実施項目 シート

番号 

１ 財源の確保 １ 使用料・手数料の適正化 

５ ２ 多様な財源の創出・確保 

３ 補助事業の見直し 

２ 市民との協働の推進 １ 市民との協働の推進 ６ 

３ 業務委託等の活用 １ 業務委託の活用 
７ 

２ 指定管理者制度の検証 

４ 機能的な組織づくり １ 組織機構の見直し 
８ 

２ 審議会の見直し 

 



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

1 分類 （１）　集中的に実施する取組

１　デジタル化の推進 実施項目 １　行政手続きの電子化

デジタル推進課、収納課、出納室

目的
来庁することなく申請・手続きができる手段を提供することにより、市民の利便性の向上を図るほか、接触機
会を減らし、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の感染リスクを低減する。

①電子申請の拡充
各課における行政手続きの電子申請（オンライン申請）の拡充を図る。
②キャッシュレス決済への対応
窓口での使用料や手数料などの支払にキャッシュレス決済を導入する。

・時間を問わず行政手続きが行えることにより、市民の利便性が向上する。
・現金の収受を省いた迅速な決済が行えることにより、手続きに要する時間が削減され、市民の負担が軽減
　される。
・接触機会を減らすことにより、感染症の感染リスクが低減される。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

①電子申請の拡充

４．今後の方向性

行政手続きの電子化による費用対効果等を踏まえながら、今後も市民ニーズに合ったサービスが提供できるよう拡充等
を検討していきたい。

②キャッシュレス決済への対応

２．関連する指標・数値等

①電子申請が可能となった手続き数
令和３年度第４四半期において新たに可能となった手続きはなし。
（参考）令和３年度時点で電子申請が利用可能な手続き数：３７手続き　利用実績：７，１２４件

②キャッシュレス決済を導入した事業数
令和３年度第４四半期における導入事業はなし。
（参考）収納課における導入実績：クレジットカード（令和元年５月）、スマートフォン（令和２年９月）によるキャッシュレス決
済導入済み。

３．実績

②キャッシュレス決済への対応
・キャッシュレス決済の導入の検討に係る情報収集のため、国の説明会に推進課３課の担当者３名が参加した。
・キャッシュレス決済を取り扱う事業者に仕様等を確認した。
・「会計規則」を改正し庁内のキャッシュレス決済の導入に係る体制を整えた。

関係課と拡充検討・予算化

関係課と拡充検討・予算化

導入・検証

導入・検証

検討

検討



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

2 分類 （１）　集中的に実施する取組

１　デジタル化の推進 実施項目 ２　ＩＣＴの導入による事務の効率化

デジタル推進課

目的 デジタルツールを導入、活用することにより、業務の効率化を図る。

①定型的な業務にＩＣＴ導入

AI※１やRPA※２、電子決裁、GIS（地理情報システム）などデジタルツールの導入を検討する。また、音声自動
テキスト化システムを活用することにより、職員の事務効率化を図る。
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主催）の開催
市民向け講座、会議等にＷＥＢ会議システムを活用する。

※１　AI：Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のこと。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプロ
グラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理技術。

※２　RPA：Robotics Process Automationの略称。ロボットによる業務自動化。これまで人間が行ってきた定型
的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化することを指す。

・職員の事務効率化を図ることにより、必要な業務に集中して取り組むことができる。
・WEB会議システムを活用し、市民が参加しやすい環境を整えることにより、市民向け講座の開催形態の多
様化や会議等を中止や延期することなく開催することができる。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

①定型的な業務にＩＣＴ導入

４．今後の方向性

令和３年度に実施したICTの導入により、職員の事務の効率化が進むとともに、市民の利便性も向上していると考える。
今後も市民サービスの向上につながるよう、新たなICTの導入を検討していきたい。

②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主
催）の開催

２．関連する指標・数値等

①削減した事務処理時間数及び削減した紙の使用量
会議録作成に要する時間：従来の半分程度（令和３年度音声自動テキスト化システムの活用による試算）

②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等の数及び市民向け講座の開催回数
市主催回数：２５回（うち、市民向け講座等：６回）

３．実績

①定型的な業務にＩＣＴ導入
・音声自動テキスト化システムを導入し、会議等において２３回の利用があった。
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主催）の開催
・ＷＥＢ会議システムを活用し、市主催の会議等を２５回開催した。

導入・検証 検証

導入後検証・他市事例研究・関係課との調整・予算化導入・検証

導入・検証



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

3 分類 （１）　集中的に実施する取組

２　予算編成事務の見直し 実施項目 １　予算編成事務の見直し

政策企画課、財政課

目的
予算編成事務の見直しを行うことにより、市民が必要とするサービスが適切に提供できるよう、限られた財源
の効果的な活用を図る。

枠配分方式の予算編成について検討し、より効果的な行政運営を行う。

・部毎に枠予算を配分することにより、必要な事業の精査やサービスの見直し、事業実施の可否など担当課
  において判断することが可能となり、実態に即した市民サービスの提供が可能となる。
・常にコスト意識を持ちながら事業を実施することで職員の意識向上が見込まれる。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

予算編成事務の見直し

２．関連する指標・数値等

新たに実施した事業数及び金額
令和４年度　新規事業数　１４事業　事業費　４億５，０２１万５千円

３．実績

令和４年度当初予算編成に枠配分予算方式を導入した結果、各部で既存事業の見直しや優先順位付けが行われ、財
政調整基金を取り崩すことなく予算編成を行うことができた。また、既存事業の見直しにより、新規・拡充事業に２９億９１１
万３千円（うち、一般財源額６億３，２０５万３千円）を予算計上することができた。

【財政調整基金残高】
令和２年度末　２７億９，０６４万７千円
令和３年度末　２７億８万円
令和４年度末　２７億１２万４千円（見込み）

４．今後の方向性

今後についても必要とするサービスを提供していくため、既存事業の見直しや工夫を行い、最少の経費で最大の効果を
挙げられるよう、枠配分方式による予算編成を実施していく。

導入・検証 実施 検証見直し 実施見直し 検証



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

4 分類 （１）　集中的に実施する取組

３　公共施設等の計画的な管理・運営 実施項目 １　公共施設等の計画的な管理・運営

政策企画課、財産管理課

目的 市民が公共施設を将来にわたって安心して利用できるよう、計画的な維持管理を図る。

①公共施設の維持管理費縮減
「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づき、維持管理費縮減について検討を行う。
②公共施設（未利用地含む）の有効活用
公共施設（未利用地含む）を有効活用できるよう検討を進める。
③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用
朝霞市公共施設マネジメント基金を設置し、公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源を積み立て、今
後の修繕費用に充てる。

・「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づいた適切な維持管理の手法を実施することで、経費削
減
　を図る。
・公共施設（未利用地含む）を有効活用することで不動産貸付料の増収につながる。
・「朝霞市公共施設マネジメント基金」を適切に運用することで、今後見込まれる多額の必要経費に備える。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

①公共施設の維持管理費縮減

４．今後の方向性

引き続き、朝霞市公共施設等マネジメント実施計画に従って、維持管理費の縮減、公有財産の有効活用による自主財
源の確保を進める。

②公共施設（未利用地含む）の有効活用

③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用

２．関連する指標・数値等

①公共施設の維持管理費の縮減額
令和３年度第４四半期での維持管理費縮減額は０円
②貸付による収入額
来庁者駐車場有料化に伴う、貸付料６６，０００円（2/16-3/31）
③充当した事業数
令和３年度　０件

３．実績

①公共施設の維持管理費縮減
・来庁者用駐車場を貸付けることで、駐車場機器保守委託料及び駐車券購入の維持管理費を縮減。
・令和５年度からの庁舎照明器具LED化に伴い、ESCO事業者を選定。
②公共施設（未利用地含む）の有効活用
・来庁者用駐車場の貸付。
③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用
・朝霞市公共施設マネジメント基金条例を制定。基金を創設し、積み立てを開始。

実施・検証

積立・運用 積立・運用

実施・検証

検討・一部実施

条例制定

検討・一部実施

検証検証



シート番号

取組名

推進課

実施項目

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

5 分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

１　財源の確保

政策企画課、財政課

目的
将来にわたり安定した財政運営を行うため、使用料等の適正化や多様な財源の創出などにより、財源確保
を図る。

①使用料・手数料の適正化
住民負担の公平性の確保と受益者負担の原則に基づき、使用料及び手数料の適正化を図る。
②多様な財源の創出・確保
国や県の補助金を有効的に活用出来るよう、新規事業や部署を横断する事業等を実施する際には関係部
署と連携を図る。あわせて、ふるさと納税の活性化、有料広告収入の拡大など新たな自主財源の創出・確保
を目指す。
③補助事業の見直し
他市の状況や市民ニーズを踏まえ、市単独の支援制度の必要性や適正水準を検討し、公平性の確保を図
る。

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

実績 今後の方向性

総合体育館のリニューアルオープンに伴い、「使用
料・手数料の見直し方針」をもとに使用料を見直し、
令和４年４月から使用料等の改定を行った。また、中
央公園陸上競技場に有料広告を掲出できるよう要綱
を整備し、自主財源の確保を図った。

推進課で連携を図り、各部署が新規事業を実施する
際には、国や県の補助金を有効活用できるよう調整
する。また、新たな財源確保に向けて他市の事例等
を調査・研究する。



シート番号

取組名

推進課

実施項目

目的 市民と行政が連携し、より効果的に事業が行われるよう、市民参画の推進を図る。

分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課、市政情報課、地域づくり支援課

市民との協働の推進
市民参画を推進するための制度（公募委員、市政モニター制度など）が、より有効に機能するよう改善と拡
充に取り組む。また、市民団体などと協働、連携した行政運営を図る。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

２　市民との協働の推進

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

公募委員候補者名簿では、無作為に抽出した１，５０
０名の市民に登録依頼をした結果、名簿に１１５名掲
載した。また、パブリック・コメントを７回、市政モニター
では３回のアンケートを実施した。
ＮＰＯやボランティア等との協働事業を実施した（令
和３年度：６２事業）。

今後も市政への市民参画を推進するため、パブリッ
ク・コメントや市政モニターなどが、効果的に運用され
るよう全庁的に周知する。
また、若い世代の方が市政に対して、広く関心を持
ち、意見が出しやすい仕組みづくりを検討していく。

6



シート番号

取組名

推進課

実施項目

目的
行政サービスを効果的かつ効率良く提供し、市民サービスを向上させるための業務委託について検討す
る。

分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

①業務委託の活用
業務の必要性、効率性を精査し、質の高い行政サービスの提供が可能となる事業について、業務委託を検
討する。
②指定管理者制度の検証
現在の指定管理者制度について検証し、より有効な施設の管理に向けて今後の在り方を検討する。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

３　業務委託等の活用

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

①新型コロナウイルス感染拡大のため、ワクチン接種
に関する業務の一部や自宅療養者支援など、一時
的に対応が必要な業務について、業務委託を行っ
た。
②指定管理者の次期選定にあたり、指定管理者の在
り方検討委員会を開催し、基本指針やモデル協定書
の改訂を行った。

①業務委託については、引き続き、必要性、効率性
を精査したうえで実施していく。
②指定管理について、次期選定に向けて、早い段階
から、課題の整理などの準備を行い、施設管理の在
り方について検討していくこととする。

7



シート番号

取組名

推進課

実施項目

目的 社会状況の変化に伴って多様化する行政需要に対し、機動的に対応するための組織づくりを図る。

①組織機構の見直し
多様化する行政需要に対応するため、組織機構の見直しを行う。
②審議会の見直し
性質の似た附属機関が設置されないよう、審議会等の在り方を検討する。

今後の方向性実績

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

①令和４年度からデジタル推進課、契約検査課を新
たに設置した。また、保育課に保育支援係を新設し
た。
②市の施策全般を取り扱う審議会である外部評価委
員会、行政改革懇談会、まち・ひと・しごと創生総合
戦略審議会を令和４年度から統合し、外部評価委員
会において審議を行うこととした。

①多様化する行政需要に対応できるよう、また、市民
に分かりやすい組織となるよう、今後も、組織機構の
見直しを検討していく。
②審議会の在り方については、会議体の役割や性質
を考慮した上で、運用の効率化などの観点から、統
廃合も含め引き続き検討を進める。

8 分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和３年度】

４　機能的な組織づくり
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令和４年８月２日外部評価委員会（第５回） 
 

行政改革の柱と主な取組 

（１）集中的に実施する取組 

取組名 実施項目 
シート

番号 

１ デジタル化の推進 １ 行政手続きの電子化 １ 

２ ICT の導入による事務の効率化 ２ 

２ 予算編成事務の見直し １ 予算編成事務の見直し ３ 

３ 公共施設等の計画的な 

管理・運営 
１ 公共施設等の計画的な管理・運営 ４ 

 

（２）定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組 

取組名 実施項目 
シート

番号 

１ 財源の確保 １ 使用料・手数料の適正化 

５ ２ 多様な財源の創出・確保 

３ 補助事業の見直し 

２ 市民との協働の推進 １ 市民との協働の推進 ６ 

３ 業務委託等の活用 １ 業務委託の活用 
７ 

２ 指定管理者制度の検証 

４ 機能的な組織づくり １ 組織機構の見直し 
８ 

２ 審議会の見直し 

 



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

２．関連する指標・数値等

①電子申請が可能となった手続き数
②キャッシュレス決済を導入した事業数

３．実績

４．今後の方向性

①電子申請の拡充

②キャッシュレス決済への対応

1

１　デジタル化の推進

令和４年度

実施項目

目的
来庁することなく申請・手続きができる手段を提供することにより、市民の利便性の向上を図るほか、接触機
会を減らし、新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の感染リスクを低減する。

令和３年度 令和５年度
第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

分類

デジタル推進課、収納課、出納室

①電子申請の拡充
各課における行政手続きの電子申請（オンライン申請）の拡充を図る。
②キャッシュレス決済への対応
窓口での使用料や手数料などの支払にキャッシュレス決済を導入する。

１．実施スケジュール

・時間を問わず行政手続きが行えることにより、市民の利便性が向上する。
・現金の収受を省いた迅速な決済が行えることにより、手続きに要する時間が削減され、市民の負担が軽減
される。
・接触機会を減らすことにより、感染症の感染リスクが低減される。

取組内容

（１）　集中的に実施する取組

１　行政手続きの電子化

関係課と拡充検討・予算化

関係課と拡充検討・予算化

導入・検証

導入・検証

検討

検討



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

４．今後の方向性

令和３年度
取組内容

①定型的な業務にＩＣＴ導入

②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主
催）の開催

令和４年度 令和５年度
第４四半期

①削減した事務処理時間数
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等の数及び市民向け講座の開催回数

３．実績

（１）　集中的に実施する取組

２　ＩＣＴの導入による事務の効率化

分類

実施項目

２．関連する指標・数値等

目的

2

１　デジタル化の推進

１．実施スケジュール

デジタル推進課

①定型的な業務にＩＣＴ導入

AI※１やRPA※２、電子決裁、GIS（地理情報システム）などデジタルツールの導入を検討する。また、音声自動
テキスト化システムを活用することにより、職員の事務効率化を図る。
②ＷＥＢ会議システムを活用した会議等（市主催）の開催
市民向け講座、会議等にＷＥＢ会議システムを活用する。

※１　AI：Artificial Intelligenceの略称で、人工知能のこと。人間の思考プロセスと同じような形で動作するプロ
グラム、あるいは人間が知的と感じる情報処理技術。

※２　RPA：Robotics Process Automationの略称。ロボットによる業務自動化。これまで人間が行ってきた定型
的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化することを指す。

デジタルツールを導入、活用することにより、業務の効率化を図る。

・職員の事務効率化を図ることにより、必要な業務に集中して取り組むことができる。
・WEB会議システムを活用し、市民が参加しやすい環境を整えることにより、市民向け講座の開催形態の多
様化や会議等を中止や延期することなく開催することができる。

導入・検証 検証

導入後検証・他市事例研究・関係課との調整・予算化導入・検証

導入・検証



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

政策企画課、財政課

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

（１）　集中的に実施する取組

１　予算編成事務の見直し

分類

実施項目

3

２　予算編成事務の見直し

予算編成事務の見直し

２．関連する指標・数値等

新たに実施した事業数及び金額

３．実績

４．今後の方向性

目的

枠配分方式の予算編成について検討し、より効果的な行政運営を行う。

１．実施スケジュール

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

・部毎に枠予算を配分することにより、必要な事業の精査やサービスの見直し、事業実施の可否など担当課
  において判断することが可能となり、実態に即した市民サービスの提供が可能となる。
・常にコスト意識を持ちながら事業を実施することで職員の意識向上が見込まれる。

予算編成事務の見直しを行うことにより、市民が必要とするサービスが適切に提供できるよう、限られた財源
の効果的な活用を図る。

導入・検証 実施 検証見直し 実施見直し 検証



シート番号

取組名

推進課

取組内容

見込まれる
効果

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

（１）　集中的に実施する取組

１　公共施設等の計画的な管理・運営

分類

実施項目

4

３　公共施設等の計画的な管理・運営

４．今後の方向性

①公共施設の維持管理費縮減

②公共施設（未利用地含む）の有効活用

③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用

２．関連する指標・数値等

①公共施設の維持管理費の縮減額
②貸付による収入額
③充当した事業数

３．実績

取組内容
令和３年度 令和４年度 令和５年度
第４四半期

政策企画課、財産管理課

①公共施設の維持管理費縮減
「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づき、維持管理費縮減について検討を行う。
②公共施設（未利用地含む）の有効活用
公共施設（未利用地含む）を有効活用できるよう検討を進める。
③「朝霞市公共施設マネジメント基金」の活用
朝霞市公共施設マネジメント基金を設置し、公共施設の保全及び更新に必要な経費の財源を積み立て、今
後の修繕費用に充てる。

・「朝霞市公共施設等マネジメント実施計画」に基づいた適切な維持管理の手法を実施することで、経費削
減
　を図る。
・公共施設（未利用地含む）を有効活用することで不動産貸付料の増収につながる。
・「朝霞市公共施設マネジメント基金」を適切に運用することで、今後見込まれる多額の必要経費に備える。

目的 市民が公共施設を将来にわたって安心して利用できるよう、計画的な維持管理を図る。

１．実施スケジュール

実施・検証

積立・運用 積立・運用

実施・検証

検討・一部実施

条例制定

検討・一部実施

検証検証



シート番号

取組名

推進課

実施項目

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

実績 今後の方向性

5

目的
将来にわたり安定した財政運営を行うため、使用料等の適正化や多様な財源の創出などにより、財源確保
を図る。

分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課、財政課

①使用料・手数料の適正化
住民負担の公平性の確保と受益者負担の原則に基づき、使用料及び手数料の適正化を図る。
②多様な財源の創出・確保
国や県の補助金を有効的に活用出来るよう、新規事業や部署を横断する事業等を実施する際には関係部
署と連携を図る。あわせて、ふるさと納税の活性化、有料広告収入の拡大など新たな自主財源の創出・確保
を目指す。
③補助事業の見直し
他市の状況や市民ニーズを踏まえ、市単独の支援制度の必要性や適正水準を検討し、公平性の確保を図
る。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

１　財源の確保



シート番号

取組名

推進課

実施項目

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

6

目的 市民と行政が連携し、より効果的に事業が行われるよう、市民参画の推進を図る。

分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課、市政情報課、地域づくり支援課

市民との協働の推進
市民参画を推進するための制度（公募委員、市政モニター制度など）が、より有効に機能するよう改善と拡
充に取り組む。また、市民団体などと協働、連携した行政運営を図る。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

２　市民との協働の推進



シート番号

取組名

推進課

実施項目

実績 今後の方向性

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）

7

目的
行政サービスを効果的かつ効率良く提供し、市民サービスを向上させるための業務委託について検討す
る。

分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

①業務委託の活用
業務の必要性、効率性を精査し、質の高い行政サービスの提供が可能となる事業について、業務委託を検
討する。
②指定管理者制度の検証
現在の指定管理者制度について検証し、より有効な施設の管理に向けて今後の在り方を検討する。

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

３　業務委託等の活用



シート番号

取組名

推進課

実施項目

8 分類 （２）　定期的な見直し、継続的な実施が求められる取組

政策企画課

朝霞市行政改革推進実施計画　　【令和４年度】

４　機能的な組織づくり

目的 社会状況の変化に伴って多様化する行政需要に対し、機動的に対応するための組織づくりを図る。

①組織機構の見直し
多様化する行政需要に対応するため、組織機構の見直しを行う。
②審議会の見直し
性質の似た附属機関が設置されないよう、審議会等の在り方を検討する。

今後の方向性実績

実績及び
今後の方向性
（年度末に記入）
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まち・ひと・しごと創生総合戦略（１）

国による本市の将来人口の見通し
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年）」
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朝霞市の人口は、
今後しばらくは増加傾向で推移するが、
長期的には減少に転じることが見込まれる。

資料１１
令和４年８月２日外部評価委員会（第５回）
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国による本市の将来人口の見通し（年齢３区分人口の割合）

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(H30)」

人口構造 ２０２０年度→２０４５年度
生産年齢人口 ６６．８％→５８．８％
老年人口 １９．８％→２８．８％

まち・ひと・しごと創生総合戦略（２）



人口割合の比較
出典：「RESAS（地域経済分析システム）-人口推移のまとめ-」を加工して作成

朝霞市

まち・ひと・しごと創生総合戦略（３）



自然増減・社会増減の推移 平成１８→令和３年
出典：総合窓口課「住民基本台帳人口移動報告」

まち・ひと・しごと創生総合戦略（４）
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年齢階級別人口移動の推移 平成22→27年
出典：総務省「国勢調査」及び厚生労働省「都道府県別生命表」
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①大学への進学や就職の
タイミングで転入

②子育て期の
親と子どもの
世帯が転出

まち・ひと・しごと創生総合戦略（５）



本市が目指すのは…
人口水準を維持しながら、
バランスのいい人口構成を維持すること。

そのためには必要な視点は…
①安心して出産できる環境をつくる
②就学前後の子育て期の世帯の定住を促進する
③これから結婚・出産を迎える若い世代の転入超過の
傾向を維持する
④高齢者が地域とのつながりを持ち社会に参画する環
境をつくる

まち・ひと・しごと創生総合戦略（６）



【総合戦略として取り組む４つの基本目標】

①産業の振興により市民生活と調和した豊かな暮らしを実
現する

②地域の特色を生かし魅力にあふれた選ばれるまちをつくる

③安心して結婚・出産・子育てができる環境をつくる

④誰もがいつまでも活躍できる安全・安心なまちを実現する

まち・ひと・しごと創生総合戦略（７）



37 件, 44.0 %

1 件, 1.2 %

11 件, 13.1 %

3 件, 3.6 %

0 件, 0.0 %

14 件, 16.7 %

9 件, 10.7 %

15 件, 17.9 %

1 件, 1.2 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

就職・転勤・転職

進学

結婚・離婚

出産・子育て

親や家族の介護

住宅事情

環境の向上

その他

無回答

転出の主なきっかけ
出典：朝霞市転入・転出意識調査報告書（平成２７年９月）

まち・ひと・しごと創生総合戦略（８）



46 件, 41.1 %

0 件, 0.0 %

20 件, 17.9 %

4 件, 3.6 %

1 件, 0.9 %

15 件, 13.4 %

14 件, 12.5 %

14 件, 12.5 %

1 件, 0.9 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

就職・転勤・転職

進学

結婚・離婚

出産・子育て

親や家族の介護

住宅事情

環境の向上

その他

無回答

転入の主なきっかけ
出典：朝霞市転入・転出意識調査報告書（平成２７年９月）

まち・ひと・しごと創生総合戦略（９）



45 件, 40.2 %

40 件, 35.7 %

18 件, 16.1 %

1 件, 0.9 %

36 件, 32.1 %

9 件, 8.0 %

4 件, 3.6 %

13 件, 11.6 %

6 件, 5.4 %

14 件, 12.5 %

20 件, 17.9 %

4 件, 3.6 %

9 件, 8.0 %

5 件, 4.5 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

交通の利便性がよい

通勤・通学時間の短縮

日常の買い物に便利である

就業の場が豊富である

住宅価格・家賃や広さ、設備等の住宅環境がよい

治安がよい

市内交通環境が安全である

医療・福祉サービスが充実している

子育ての支援制度や施設が充実している

子どもが安心して過ごせる場所・環境が整っている

学校教育の内容が充実している

生活に潤いを与えるスポーツ・文化施設等が充実している

自然環境がよい

町並み・景観がよい

生活環境がよい（静かさ、ごみ出しなど）

家族・親類が朝霞市に住んでいる

まちのイメージがよい

その他

無回答

朝霞市を居住地に決めた理由
出典：朝霞市転入・転出意識調査報告書（平成２７年９月）

まち・ひと・しごと創生総合戦略（１０）





発行元／〒351-8501  埼玉県朝霞市本町1-1-1　☎048-463-1111（代表）

発行日／令和４（2022）年3月

編集／朝霞市市長公室シティ・プロモーション課

※掲載されている内容は、発行日時点のものです。変更される場合があります。

ちょっといい毎日、嬉しい発見、伝えたい何かを誰かと共有でき
ると、もっともっと朝霞が好きになるかもしれません。市のホー
ムページ「朝霞市の魅力」サイトで、これからのプロモーション
の取り組みをチェックしてくださいね！

asaka.lg.jp朝霞　シティプロモーション

朝霞の日常を謳歌しよう
おう



2 3

254

254

至南浦和方面

至川越方面

至西国分寺
方面

至池袋方面

北朝霞駅

朝霞駅

新河岸川

越戸川

黒
目
川

荒
川JR

武蔵
野線
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朝霞台駅朝霞台駅

東
武
東
上
線

朝霞市

朝霞市
朝霞市は、都心から20km圏内で、武蔵野台地の東、埼玉県の南部に位置します。

市域は、南北約6.3km、東西約4.6km、面積は18.34㎢で、

市内には荒川、新河岸川、黒目川、越戸川の４つの河川が流れています。

交通は、市の南部を国道254号（川越街道）、東部の市境を外環道が通り、

高速道路へのアクセスがよく、また、都心と直結する東武東上線と

東京メトロ有楽町線・副都心線（東急東横線、みなとみらい線と相互乗り入れ）、

JR武蔵野線が走り、都市交通の重要な結節点となっています。

昭和42(1967)年3月15日に市制が施行され、埼玉県で27番目の市となりました。平成29(2017)年に

市制施行50周年を記念し、ブランドタグライン「むさしのフロントあさか」、PR動画「OKAERI」、キャ

ラクター「ぽぽたん」が誕生。令和3(2021)年には東京2020オリンピック・パラリンピック競技大

会の射撃の会場市となりました。

※人口、世帯数とも令和4年1月1日現在

「アサカ」の３文字を合体させて、
飛鳥の姿に図案化したもので、
市の和と団結を表し、将来の飛
躍的な発展を象徴しています。

68,326世帯世帯数

市 章

ケヤキ市の木

ツツジ市の花

143,585人人 口

朝 霞 市 の 基 本

朝霞市ってこんなところ

朝霞市はこれまで、

「むさしのフロントあさか」をブランドタグラインとし、

自然と利便性のバランスの良い暮らしやすいまちとして、

市内外にアピールしてきました。

ブランドタグラインとは、

将来に渡って変わることなく提供し続ける価値を意味しますが、

「むさしのフロントあさか」には、

この先も武蔵野の自然を守り育みながら、暮らしやすいまちとしての

発展を続けていくことへの想いが込められています。

そんな朝霞のまちを舞台に家族の絆を描いた

市のプロモーション動画「OKAERI」は、

全国広報コンクールの埼玉県代表作品として評価されたほか、

ご覧いただいた多くの方の共感を集めてきました。

また、同時期に誕生した朝霞市のキャラクター「ぽぽたん」は、

市内外のさまざまなイベントに出演するだけでなく、

そっと寄り添いあたたかなメッセージを送ってくれるその優しさや、

ふわふわとした見た目の愛らしさからも、

今や幅広い年代の方々から愛される存在となっています。

「むさしのフロントあさか」に

込めた想い
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朝霞のまちには、“ハレ”と呼ばれるお祭りや年中行事があり、

それらは楽しく誇らしいものですが、

“ケ”と呼ばれる 日常そのものが、

それぞれの人にとって豊かに感じられたり、

暮らしの彩りとなっていたり、

そんなちょっといい毎日がつづいていくことが、

実は、暮らす人それぞれの「最高の日常」と言えるのではないか。

そんなことに気がつきました。

ハレの日のことは伝わりやすいので、

“ケの日”つまり“日常”の価値をこそ、

言葉にし、共有し、伝えていく必要があります。

暮らす人それぞれに、最高の日常がある。

これからは、「むさしのフロントあさか」を土台としながら、

暮らす人の日常を言葉にして、

たくさんの人に朝霞の日常の価値を知ってもらう、

そんな取り組みを皆さんとともに進めていきたいと思います。

これからの朝霞らしさ 「最高の日常」

黒目川沿いを

ゆっくり歩く帰り道に

ホッとするホッとする

いつものあのお店の

店主の笑顔を見ると

元気が出る元気が出る
朝霞の森朝霞の森や

シンボルロードシンボルロードを

もっと楽しむ可能性に胸が弾む

学校の体育館から

鳴子の練習鳴子の練習が聞こえてくると

夏を感じる
まちのあちこちにある

庭先販売庭先販売で野菜を

購入する楽しみがある

市では「むさしのフロントあさか」などのブランドイメージを、

彩夏祭や黒目川花まつりなどの

朝霞の四季を彩るイベントなどとともに、

まちの魅力として、市制施行50周年や

東京2020オリンピック・パラリンピックなどの機会に、

積極的に伝えてきました。

そして、大きな節目が過ぎた今、

改めてこれからのシティ・プロモーションを考える

スタートラインに立つこととなりました。

市民の皆さんと開催したワークショップなどを通じて、

改めて朝霞のまちの暮らしに目を向けてみると、

これまで以上に日常のさまざまな姿が見えてきます。



6 7

何気なく過ごす朝霞での日常の中にも、必ず暮らすひとそれぞれにとっての価値があ
るはず。それぞれの「ちょっといい日常」がまちのあちこちにあること、ひとからひと
へと広がっていくことが、もしかしたら、朝霞の「最高の日常」へとつながるのかも
しれません。朝霞に暮らす皆さんに、それぞれの日常について聞いてみました。

朝霞で暮らすかとうさんは、イラストレーター兼主

夫として自宅で仕事をする傍ら、ブログやツイッター

に日々の出来事を掲載されています。そこに描かれ

るかとうさんの 4 コマイラストや風景写真などから、

朝霞の日常の姿を垣間見ることができます。

市内にある基地跡地エリアに新たな価値を感じて集

まった、シンボルロードを中心に活動を行う若手の

グループ「ELEPHANT」。2020 年にシンボルロード

がオープンして以来、朝霞の市民が憩えるような場

づくりを、さまざまなアイデアでメンバーそれぞれ

が実現しています。メンバーのひとり、只野さんは、

「あおぞらえほん」を企画しアサカストリートテラス

での公演を行いました。

　もともとは近隣市のアパートに、ツマと二人で住ん

でいました。長女の出産のタイミングでマンションを

探していた時、いろんな偶然が重なって、今の朝霞の

マンションに引っ越すことになりました。

　ボクは、主夫兼イラストレーターなので、日々の生

活の中心は、「家事」と「イラストを描く事」です。

朝起きて、家族の朝ご飯を用意して、家族を送り出し

て、洗濯して、イラスト描いて、お昼ごはんを食べて

から、ちょっと昼寝して…夕方散歩しながら仕事のア

イデア考えて、帰りにスーパーで買い物して、帰って

きたら晩ご飯作り…といった一日です。

　子どもたちが小さかった頃は、仕事と子育てに忙殺

されて、常に睡眠不足の日々でした。

　が、もう子どもたちもいつのまにか中1と小5と大き

くなり、子育てはひと段落。ずいぶんと楽になりました。

　そんな日常の中で気に入っていることは、こっそり、

子どもの寝顔を見ること。もう大きいはずなのに、寝

顔はまるで小さかったあの頃のまま。寝顔を見ている

時は、とても平和で貴重な時間です。

朝霞での暮らし

　実際にやってみて、絵本よりも絵が大きいので多く

の人と一緒に楽しめること、また、若者たちで読むこ

とによって、普段から耳にしているお父さんお母さん

とは違った声で聴けることなどが面白く感じました。

生の公演でリアクションが直に伝わってきて、私も一

緒に楽しめました。

　中には『あおぞらえほんをチェックしてきました！

楽しみにしています！』と声を掛けてくださった方も

いて、とても嬉しかったです。予想以上に多くの方に

来ていただけて、本当に良かったなと思いました。

　「あおぞらえほん」では、絵本の絵が1枚1枚書かれ

た大きな布を束にして2人で肩に担いで行う布芝居の

読み聞かせを行いました。アサカストリートテラスで

子どもも一緒に楽しめるコンテンツを作りたい、とい

う思いから提案しました。

あおぞらえほん

　それは、なんといっても黒目川！黒目川はとっても

豊かで、春には桜のトンネルが。夏には川遊びする子

どもの声が。秋には…なんだっけ？でもとてもいいよ。

そして、冬が一番きれいかもしれない。シンと冷えた

空気は、景色を一段ときれいに見せてくれる。ホット

コーヒーをベンチで飲みながら、川の中のカモさんた

ちを眺めていると、とっても楽しいし平和な気分に。

飽きない！いくらでも見ていられます。

　東武東上線の線路が、黒目川の上を走っていて、そ

の姿と、ガタンゴトンって音を聞くのも楽しいです。

　今の暮らしがじゅうぶん最高です。一緒にいてくれ

る家族がいて、近所に黒目川があれば、もうそれでじゅ

うぶん！！刺激よりも、穏やかな生活が嬉しい。自分

が楽しいのも嬉しいけど、家族や子どもたちが楽しそ

うだと嬉しい。なんだかもう、おじいちゃんみたいで

すが、朝霞はそんな暮らしのできるまちだと思います。

私の“最高の日常”

ほんわかとした４
コマイラストから
は、 かとうさん
の視 点を通じた
朝霞ならではの
日常の姿が。

かとうとおるさん
（@katotoru）
Twitter

広々としたシンボルロード
の芝生の上で、布芝居の
読み聞かせを行った。

1996年生まれ
「彩

いろ

むすび書
しょ

 憩
いこ

い処
どころ

」という筆文
字教室を行いながら、ELEPHANT
メンバーとして活動中。

Prof i le ただのゆうな

イラストレーター

ELEPHANT
エ レ フ ァ ン ト

かとうとおるさん

只野友菜さん

1977年生まれ
イラストレーター兼主夫
ツマと二人の娘とのほほん暮らし。

Prof i le かとうとおる　

ELEPHANT 参加のきっかけ

　当時、働き始めて職場と家を往復する日々を悶々と

過ごしており、仕事以外でも何かしたいけど自分にで

きることはあるのか、そもそも何をしたいのか分から

ないと感じていました。そんな中、ELEPHANTのこと

を知り、私でも何かできることがあるかもと参加を決

めました。

　私は毎日シンボルロードを散歩するのですが、木々

の下を歩いていると頭がリセットされ、リフレッシュ

できます。大好きな音楽を聴きながら歩くことが、お

気に入りの過ごし方です。そのあと、シンボルロー

ドのすぐ隣にあって朝から開いているコーヒー店で

朝食を食べている時間は最高です。これからも、シン

ボルロードをより楽しんでもらえる場所にするため、

ELEPHANTでも引き続き模索していきたいです。

私の“最高の日常”

シンボルロードの
あちこちに、面白
い発見がある。

朝霞ならではの暮らし

　鳴子がある暮らしは、朝霞ならでは！です。小学生

の頃から鳴子チームに所属していますが、チームの仲

間は年齢もさまざまです。長い間チームにいると、「あ

の頃小さかったのに、もう高校生か〜。」などと、親

戚以外で感じられる相手ができることも素敵だなと感

じています。チームの仲間には鳴子という共通点がな

ければ出会えなかったので、朝霞に鳴子があって本当

に良かったです。

鳴子のない暮らし
は考えられない。

最 高 の 日 常

お気に入りの朝霞
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＼＼最高の日常／／

皆さんと一緒に目指していきます！

「シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会」では、３年度に渡って、

朝霞市の新たなシティ・プロモーションの方向性を検討してきまし

た。専門的な知見に基づいてデータを分析したり、会議では熱い意

見を交わしたり、さらには市民の皆さんとワークショップに参加し

て日々の実感に基づいた話し合いを重ねたりしながら、たどり着い

たのが「日常の価値」。朝霞らしい暮らしの中にこそ価値がある、そ

んな想いでまとめた提言をもとに、朝霞に暮らす皆さんがそれぞれ

の「最高の日常」を謳
おう

歌されることを願っています。
シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会委員

（任期 2019 年 10 月〜 2021 年 10 月）

朝 霞 の 日 常 の ひ と こ ま

いつもの朝霞

　実はデザインにもこだわっていて、特に10代の

市民の人たちに「なんかイケてる」というようなテ

ンションでアサカクラブを見てもらえるよう、毎回

考えながらデザインしています。その甲斐あってか、

最近は年下の大学生たちがメンバーに加わってくれ

ました。また、市内に住む同い年の人たちとフリー

ペーパーも作成しており、熱量の高いメンバーと一

つのものを作り上げることはとても刺激になってい

ます。 

　朝霞倶楽部では、これからもいろんな挑戦をしてい

きます。あたたかく見守っていただければ幸いです。

朝霞倶楽部立ち上げのきっかけ

　この活動のきっかけは、中学の友人との散歩です。

コロナ禍で大学の授業もオンラインになり、時間も

あったので、近くに住む中学の友人と、夜、市内を

よく散歩していました。その中で、「こんなお店あっ

たんだ」、「このお店何のお店なんだろうね」と、た

くさんの発見がありました。その流れで「インスタ

で朝霞のお店紹介やってみればいいじゃん」と、友

人に背中を押され、そのままの勢いではじめました。 

この日はイタリア料理
店で取材。企画、取材、
編集、配信までを全て
ひとりでこなす。

朝霞倶楽部の活動

　現在、朝霞倶楽部は「朝霞市民のシビックプライ

ド醸成」を掲げ、みなさんに朝霞を好きになっても

らう活動をしています。その背景として、朝霞は交

通の便が良すぎてみんな東京の方に行ってしまうん

です。だから、「朝霞ってどんなところなの？」っ

て聞かれたときに「朝霞は寝に帰るくらいよ、遊ぶ

ときは池袋だし…」のように答える人が多い気がし

ています。否定はしないのですが、生まれ育ったま

ちについて、一つくらい話せてほしいと僕は考えて

ます。だからこそ朝霞倶楽部は一人でも多くの市民

に朝霞を好きになってもらえるようなきっかけづく

りをしています。具体的な活動として、「アサカク

ラブ」の更新で、朝霞の人やお店などにフォーカス

して投稿しています。「アサカクラブを見れば朝霞

のネタには困らない」というようなメディアを目指

しています。 

2001年生まれ 
朝霞生まれ朝霞育ち。趣味はギ
ターとVANSコレクション。 

Prof i le ひらいたくみ

朝霞倶楽部（@asaka_
club）毎週金曜日に更
新されるインスタグラム
は、朝霞の魅力が満載。

　僕の考える最高の日常は、恋人や家族、友人など、

一緒にいる人と“楽しい”“美味しい”などの感情を共

有することができる日常です。朝霞倶楽部が始まっ

た経験からも言えるのですが、誰かと感情の共有を

した時にワンランク上の“何か”が生まれる時があり

ます。そして、それが自分の新しい喜びや生きがい

になると思っています。 

私の“最高の日常”

朝霞で生まれ育った大学生の平井さんは、朝霞を知っ

てもらうことをコンセプトに「朝霞倶楽部」を立ち

上げました。主に、インスタグラムのアカウント「ア

サカクラブ」で、グルメを中心としたさまざまな朝

霞の情報を発信されています。

朝
ア サ カ ク ラ ブ

霞倶楽部

平井 匠さん
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新しい「魅力のタネ」を

一緒に探していこうね♪

江戸中期、18世紀前半の建築と推定された

農家建築です。この地域の一般的な武蔵野農

家の景観を今に伝えるものとして、敷地も併

せて重要文化財に指定されています。

市内をほぼ東西に流れ、周辺の田園風景などとともに、

春の桜並木をはじめとした四季折々の景観が、訪れる

人たちを楽しませるスポットとして親しまれています。

朝霞でのニンジンの栽培は大正時代から始

まり、現在では県内有数の出荷量を誇る産

品となっています。ニンジンを素材とした

菓子や食品、料理なども生まれています。

幼い頃から住んでいた朝霞のまちをこよなく

愛していた本田美奈子．さんの、幅広い音楽活

動やその人柄で多くの方々に愛された功績を

たたえ、建てられたものです。

asaka.lg.jp
朝霞ブランド
詳しくはこちら！

「朝霞市民まつり」として、市民自らが育んできた約40年

の歴史があり、70万人以上の方が訪れます。本州で初めて

開催された、よさこい鳴子踊りの祭典「関八州よさこいフェ

スタ」や、市街地で打ち上げられる花火は圧巻です！

「朝霞の魅力」

「朝霞らしさ」を

広く市の内外に発信する

「シティ・セールス」の

一環として認定された

7 つの地域資源です

シティ・セールス
朝霞ブランド

シンボルロードの愛称で親し

まれるケヤキ並木のある閑静

な通りです。広 と々した歩道や 

サイクリングロードが 整 備さ

れ、市民憩いの空間が広がっ

ています。

東武東上線朝霞駅南口および東口駅前広

場を会場とした、街なかで身近に音楽や

芸術に触れることのできる、朝霞市の秋

を代表するイベントです。

CC ii tt yy   SS aa ll ee ss   AA SS AA KK AA   BB RR AA NN DD
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