
令和２年３⽉⼾⽥市議会定例会前の記者会⾒
２⽉１２⽇（⽔）午後１時３０分〜
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提出案件 合計３６件
条例案件 １０件
⼀般案件 ４件
予算案件 ２２件

〇彩湖・道満グリーンパーク全⾯開放
〇松⽥丈志さん×久世由美⼦コーチ メダリストから学ぼう！⽔泳特別教室を開催
〇図書館・博物館リニューアルオープン
〇５⽉２３⽇（⼟）開催 ⼾⽥橋花⽕⼤会

市政情報

⽇ 時



令和2年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

市議会定例会提出案件≪条例案件１０件≫

議案第３号
⼾⽥市ポイ捨て等及び歩⾏喫煙をなくす条例の⼀部を改正する条例

2

〔概 要〕 喫煙マナーの更なる向上を図るため、
市内3駅周辺の喫煙制限区域における
喫煙に対し、指導等を行い、従わない場合に
1万円以下の過料を科す
（駅前喫煙所での喫煙は除く）

〔施⾏⽇〕令和２年１０⽉１⽇



令和２年２⽉１２⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

令和２年 ３⽉補正予算案

【歳⼊】①市税の増額
②前年度繰越⾦の増額 など

【歳出】①公共施設等整備基⾦積⽴⾦の増額
②新曽第⼀⼟地区画整理事業特別会計繰出⾦の増額 など

3

⼀般会計

・国⺠健康保険特別会計補正予算 ・介護保険特別会計補正予算
・市⺠医療センター特別会計補正予算 ・新曽第⼆⼟地区画整理事業特別会計補正予算
・海外留学奨学事業特別会計補正予算 ・後期⾼齢者医療特別会計補正予算
・新曽第⼀⼟地区画整理事業特別会計補正予算 ・在宅介護⽀援事業特別会計補正予算

特別会計（８会計）

１４億３,９５８万７千円

※前年度繰越⾦の確定、費⽤の精査、補償⾦の発⽣等によるもの



令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

令和２年度 当初予算案

５９７億７,９００万円 ＋7.９％

（特別会計合計 ２２４億１,３１４万８千円 △2.7％）

前年度⽐

（企業会計合計 ８１億７,４３５万１千円 △1.5％）

９０３億６,６４９万９千円 ＋4.2％

※⽔道事業会計及び下⽔道事業会計
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⼾⽥市の財政案内⼈
おさいふくん

⼀般会計

全会計合計



令和２年度 重点施策

「未来への投資」
で

元気をつくる

三つの柱

「⼈・⾃然・街」
を

共感でつなぐ

「安⼼のくらし」
を

全⼒でまもる

教育、⼦育て、
経済と雇⽤ 等

⼈と街、
⽂化・スポーツ、
地域と市役所 等

防災、防犯、
浸⽔対策、
健康⻑寿 等

5令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒



「安⼼のくらし」を全⼒でまもる令和２年度当初予算

防災・減災のまちづくり①

6令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

⼩学校屋内運動場発電機33,189千円

⼀⻫⽔害避難⾏動訓練

新 173,629千円
前⾕⾺場線
電線共同溝⼯事

5,536千円

6,653千円

避難所の停電対策として引続き実施

防災基本条例の制定7,658千円

1,976千円

新 市⺠医療センター
救護所機能の強化

災害時医療体制確⽴のため医薬品、発電機等を配備

ハザードブック改訂

⾃助・共助・公助が連携して対応できる体制構築

ハザードブックを改訂し、防災意識の啓発を図る

新

現況現況 電線共同溝整備工事 施工例
（出典：国土交通省関東地方整備局ホームページ）

前⾕⾺場線第⼀⼯区の⽤地取得完了、
整備⼯事を開始

景観の向上
災害対策

電線地中化

◆台⾵第19号では避難所28カ所開設、警戒レベル３発令

荒川のはん濫による浸⽔想定や広域避難等
についてさらなる周知必要

課
題

市内全域で⽔害避難⾏動訓練全市⺠対象

浸⽔状況

屋内運動場発電機

新

拡

防災減災基⾦ 活⽤事業

※⽤地費等を含む



「安⼼のくらし」を全⼒でまもる令和２年度当初予算

防災・減災のまちづくり②

7令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

新
64,880千円⾬⽔貯留管の設置

⼀時的に⾬⽔の排⽔を貯留
⼾⽥駅⻄⼝付近から⼭宮橋付近
の北⼤通り地下に延⻑約１ｋｍ
直径６ｍ程度を設置
R2・3
年度 実施設計

R６
年度 竣⼯予定

浸⽔対策⼯事 76,284千円

既存下⽔道管への⾬⽔流⼊を抑制し、
浸⽔被害を軽減

⾬⽔貯留浸透施設、
⾬⽔桝を設置

※⼾⽥公園駅⻄⼝付近を含めた浸⽔箇所 ⼾⽥公園駅付近 浸⽔状況

貯留管

水路

※イメージ図

拡新 調整池整備事業 603,652千円
新曽第⼀⼟地区画整理事業の進捗状況に
合わせて、地区内の浸⽔被害対策が必要

整備イメージ（消防本部署南側の調整池）

３号調整池の築造⼯事開始

２か年計画 R３年度完成予定
R3年度は917,513千円

※継続費

上⼾⽥川の流下能⼒向上 12,202千円
新

下流から上⼾⽥川改修事業を推進中、
暫定的な対策必要

上⼾⽥川の浸⽔被害の軽減を図る

迂回⽔路の改修⼯事を実施
上⼾⽥川 浸⽔状況

防災減災基⾦活⽤



「安⼼のくらし」を全⼒でまもる令和２年度当初予算

安⼼・安全のまちづくり

8令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

⾒守り防犯カメラ
全⼩学校区への設置拡

171,499千円

◆モデル地区
美⼥⽊⼩学校区に設置

約250台を設置

けやき安全ステーション設置

新 34,828千円交通安全施設の充実

23,405千円

R1年度

R2年度

こどもの安全対策・犯罪の未然防⽌

◆全⼩学校区に拡⼤

20台

防犯カメラ（イメージ）

併せて、３駅の防犯カメラ21台も⼊替えを実施

検証

市⻄側区域の防犯拠点

ふれあい安全ステーション（東側区域）
と合わせて市内全域をカバー

・防犯パトロール
・下校時の⾒守り 等の実施

保育園の散歩コース、通学路、
交差点などの緊急安全点検

⾞⽌め等の交通安全施設の設置R2年度
➡歩⾏者の安全確保 整備イメージ整備イメージ

R1年度

※R３年度稼働

市全域で 約300台 設置へ
合計



「安⼼のくらし」を全⼒でまもる令和２年度当初予算

みんな元気︕健康⻑寿プロジェクト

9令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

スマートウエルネスシティの推進拡
1,382千円

新 セルフ健康チェックサービス 1,089千円

⾼齢になっても地域で健康に、⽣きがいを持って豊かに暮らせるまち
スマートウエルネスシティ への取組み

◆市⺠向け講演会の開催

健康への関⼼の低い層と⾼い層における健康格差が課題

⾃宅にいながら⼿軽に⾎液検査

セルフ健康チェックサービスの導⼊

30歳健診前年
29歳対象

若年世代の意識向上、健診受診につながる仕組み
◆健康マイレージ事業の拡⼤

ICTを活⽤、ウオーキングポイントに応じて
特産品などプレゼント

市⺠の主体的な健康維持への取組みの促進

R2年度
市独⾃のインセンティブ

参加者 拡⼤
拡 認知症サポーター増員

⽬標達成 1,245⼈養成R元年度

R2年度
学童保育室での講座⾵景

※1⽉末現在1,000⼈

さまざまな世代、団体にアプローチ
➡ 引き続きさらなる増員を⽬指す

今年度
250千円



「未来への投資」で元気をつくる令和２年度当初予算

教育政策シンクタンクの推進

「教育⽇本⼀」への挑戦①
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教育相談体制の強化新

令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

4,930千円

法務アドバイザーの配置新放課後学習⽀援の充実

⺠間の
ノウハウ

⼀⼈⼀⼈を伸ばす教育

学⼒向上

9,841千円
『とだっ⼦学習クラブ』 リニューアル 学校問題の

多様化・複雑化

事件事故の未然防⽌
学校経営⼒の強化

アドバイザー配置

4,071千円

600千円

安定的な
⼈材確保

中学校スクールカウンセラーを
市独⾃に配置

⽣徒と保護者の悩み相談、
いじめ問題、不登校等の未然防⽌と早期解決

エビデンスに基づく
効果的な教育改⾰

※公認⼼理⼠等の有資格者を予定

『 とだっ⼦ゼミナール 』

外部の専⾨機関の活⽤

データの⼀元化・標準化

新

弁護⼠

分析



「未来への投資」で元気をつくる令和２年度当初予算

「教育⽇本⼀」への挑戦②
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4,583,412千円 体育館エアコン設置⼩・中学校施設整備
⼾⽥東⼩学校・⼾⽥東中学校

【完成イメージ】

令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

中学校の設計業務を実施令和元年度

令和３年度

３年計画
全⼩・中学校設置

猛暑対策

改
築

増
築

改
修
◆笹⽬中学校外壁及び構造◆新曽⼩学校教室棟

◆⼾⽥第⼀⼩学校

◆⼾⽥東⼩学校・⼾⽥東中学校
※令和３年4⽉に施設⼀体型の⼩学校・中学校として⽣まれ変わる

※令和２年度は基本設計に基づき実施設計。⼯事は令和３年度以降

⽣徒の体調管理とカリキュラムの計画的な
実施に寄与

等

377,800千円

⼩学校にエアコン設置

中学校にエアコン設置
⼩学校の設計業務を実施

学級数の増加対策(増築)、
また、⽼朽化に対応する
計画的な 改築 及び 改修
を実施

写真は施⼯例︓パネル式

令和２年度

◆芦原⼩学校教室棟
※どちらもR2年度は設計業務

拡 拡

◆美⾕本⼩学校教室棟外壁



「未来への投資」で元気をつくる令和２年度当初予算

⼦育てするなら⼾⽥市

12令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

保育施設の新設等 120,631千円

⺠間学童保育室の新設 25,348千円

◆⺠間保育園 １園新設

◆喜沢南保育園 新園舎完成
※⼾⽥公園駅 ⻄⼝

受⼊枠 約９０⼈拡⼤

◆⺠間学童保育室 ２園新設

受⼊枠 約７５⼈拡⼤
※保育需要の⾼い地域を中⼼に整備

午睡チェックセンサー導⼊新

450千円

・保育⼠の⽬視とのダブルチェック
・午睡中の予期せぬ突然死などの事故防⽌
・保育⼠の記録業務の負担軽減

第⼀弾

午睡チェックセンサー導⼊

⼾⽥市版ネウボラの推進拡

2,688千円

⺟⼦保健コーディネーター増員
切れ⽬のない

⼦育て⽀援の充実

保育現場
新

新

※保健師

妊婦⾯接率100％
を⽬指す

死亡事故の８割が午睡中

待機児童対策

拡



令和２年度当初予算

選ばれるまちへ

13令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

市内事業者⼈材確保⽀援17,974千円

全事業者対象にアンケート実施

市内事業者の経営⼒強化・発展につなげる

⼾⽥市魅⼒発信事業新 拡 8,963千円

R1年度

R2年度
⼈材確保⽀援事業

◆夏菜さんとだPR⼤使就任
◆広報⼾⽥市リニューアル
◆SNSによる積極的発信

「未来への投資」で元気をつくる

⼈材確保に課題

➡・⼈材確保⼒強化セミナー
・個別相談会
・求⼈情報掲載⽀援
・転職イベントへの出店

セミナー（イメージ）

転職イベント（イメージ）

市⺠の誇り、愛着⼼が⾼まる

R2年度

R1年度

◆PR⼤使の任命（第２弾）
◆PR⼤使のイベント、冊⼦への出演
◆広報番組のリニューアル
◆新たな広報動画の制作・配信

（約5,000者）

リニューアルした広報誌

PR強化



「⼈・⾃然・街」を共感でつなぐ令和２年度当初予算

魅⼒的な都市空間の創出

14令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

⼾⽥駅⻄⼝駅前交通広場の整備
60,750千円

分譲マンション実態調査新

6,225千円公園リニューアル計画

8,440千円

R3年度

◆⼾⽥駅利⽤者の利便性と交通安全の更なる向上を図る

R2年度

完成予定 ※R3予算額は211,050千円

電線類の地中化 整備⼯事開始

新

現地調査・アンケート調査・ヒアリング調査
全分譲マンション対象

計画的な適正管理に向けた取組

◆建物の⽼朽化や所有者の⾼齢化等による管理不全は発⽣のおそれ
➡ 資産価値の減少、周辺の住環境の悪化

◆社会情勢・ニーズが変化していく
⼀⽅で、公園施設が全般的に⽼朽化

公園の将来像を設定し、実現のための計画を策定

※継続費

新
公園イメージ



「⼈・⾃然・街」を共感でつなぐ令和２年度当初予算

市⺠にとって利⽤しやすい市役所づくり

15令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

外国⼈市⺠相談窓⼝の設置新
4,942千円

・利⽤者のアプローチ環境の改善
・敷地利⽤の⾒直しによりイベント等での利⽤環境の向上

新 庁舎リニューアル⼯事

※R2年度は設計
⼯事はR３年度以降

◆照明及び天井板改修(設計)
◆エレベーター改修 59,109千円

3,771千円

新

外国⼈市⺠相談窓⼝の設置
・外国語対応
（2か国語、その他翻訳機設置）

・関係課への案内、相談対応

7,574千円

◆本市は外国⼈市⺠が増加傾向
今後も⼊管法の改正等により増加の⾒込み

福祉総合相談窓⼝の設置
市⺠にとって、わかりやすい、相談しやすい 環境の整備

福祉総合相談窓⼝の設置
複合的な問題を抱えた市⺠にも的確に対応

そ
の
他

福祉総合相談窓⼝

◆庁舎スロープ改修⼯事 22,100千円



「⼈・⾃然・街」を共感でつなぐ令和２年度当初予算

オリンピックレガシーの創造

16令和２年2⽉12⽇ ⼾⽥市定例記者会⾒

施⼯例

31,056千円
オーストラリアカヌーチーム
事前キャンプ招致新

気運醸成イベント等開催

24,658千円
◆聖⽕リレーの実施

新
◆オーストラリアカヌーチームを招致
◆海外姉妹都市「リバプール市」友好代表団の受⼊れ

・出場選⼿への激励会の開催
・市内出⾝・在住選⼿のPR

聖⽕リレー関連事業

新 380千円

・聖⽕リレーを迎えるため、
必要な警備や装飾の実施

・炬⽕台モニュメントを製作し、
市役所に設置

・オリンピックへの気運醸成
・聖⽕台のあるまち、ボートのまちを再認識

◆記念イベントの開催
聖⽕台のある県営⼾⽥公園内
（ボートコース周辺）で開催

調印式の様⼦（R元年12⽉3⽇）

ボートコースを訪れる⼈と
ボート競技への関⼼の増加

⼾⽥市への愛着⼼の醸成

トップアスリートと
触れ合う機会の創出

7⽉7⽇開催

7⽉５⽇開催

オリンピックへの気運醸成
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彩湖・道満グリーンパークが3月1日（日）から全面開放

17

市政情報1【資料Ｆ-1】

荒川の調節池内にある彩湖・道満グリーンパークは、
台⾵第19号により被災し閉鎖しました。⼟砂撤去や
修繕等の作業を進め、12⽉28⽇からの⼀部開放を経
て、3⽉1⽇(⽇)より全⾯開放いたします。
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3月1日（日）彩湖・道満グリーンパーク復旧イベント開催

18

市政情報1【資料Ｆ-2】

彩湖・道満グリーンパークの全⾯復旧を祝し、
市⺠の皆様に参加していただけるイベントを開催
します。

⽇ 時：3⽉1⽇（⽇）
場 所：彩湖・道満グリーンパーク
イベント：花の植付け、

キャラクターとのふれあい
ラグビー教室

同時開催：ヤクルトvs巨⼈
（イースタン・リーグ春季教育リーグ）
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⼾⽥市スポーツセンター屋内プールの完成
を記念し、競泳オリンピックメダリストの松
⽥丈志さんと元⽇本代表コーチの久世由美⼦
さんを招き、屋内プール竣⼯式と⽔泳特別教
室を開催します。

市内の⼩学⽣４０名を募り、メダリスト
から直接指導を受ける貴重な機会を提供し
ます。当⽇は、松⽥丈志さんによる⽔泳デ
モンストレーションも予定しています。

〔実施⽇〕
３⽉２８⽇（⼟）

松⽥丈志さん

市政情報2【資料G】

メダリストから学ぼう！⽔泳特別教室
⼾⽥市スポーツセンター屋内プール完成記念
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⼤規模な設備改修⼯事に伴い休館していた中央図書
館と郷⼟博物館がいよいよ運営を再開！
図書館は「読み聞かせコーナー」を、博物館は24年
振りに常設展⽰室をリニューアル！

記念イベントが盛りだくさん！
● 3/29(⽇) みみずく⽯像の除幕式、内覧会、

博物館ガイドツアー、⼦ども映画会
● 4/ 4(⼟)  図書館利⽤ガイドツアー、

博物館の記念講演会「江⼾庶⺠のおでかけスポット」

※ガイドツアー、映画会、講演会に参加した⽅に記念品を
プレゼント！

4/1 中央図書館・郷⼟博物館リニューアル！
市政情報3【資料Ｈ】

読み聞かせコーナーを個室に改修

⼾⽥団地のダイニングキッチンを再現
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⽇ 時：令和２年（２０２０年）5⽉2３⽇（⼟）
午後７時〜午後８時３０分

会 場：国道１７号⼾⽥橋上流荒川河川敷
打上数：約６，５００発

（いたばし花⽕⼤会と両岸合計１３，０００発）
観客数：前回⼤会４５万⼈（主催者発表）

特 徴：①史上初の５⽉開催
②2020年における埼⽟県南部地域最初の花⽕⼤会（主催者調べ）

③打上花⽕の⽟数増（両岸合計約１，０００発の増）
④前回⼤会に引き続き有料エリア・⼀般エリアを設け、

それぞれに出店スペース等を設ける

市政情報4【資料Ｉ】
２０２０年 県南部地域で最初の花⽕⼤会

〔２０２０年花火大会〕


