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令和2年度
当初予算案の概要

予算総額 1,321億4,192万5千円

一般会計 792億9,700万円
（前年度比 38億400万円、5.0％増）

特別会計
競輪事業 173億8,023万1千円

国民健康保険事業 165億 776万8千円

下水道事業 公営企業会計へ移行

駐車場事業 7,502万5千円

介護保険事業 147億3,478万1千円

後期高齢者医療事業 41億4,712万0千円
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令和2年度 経営方針
～変革期を見据えたまちづくり～

令和2年度は第４次長期総合計画・後期基本計画の初年度として新
たなスタートをきる重要な年度となる。そして、同時に東京2020オ
リンピック・パラリンピック競技大会を契機とした未来への継承に
向けたイベント等が行われる年度でもある。
そのため、令和2年度は、東京2020オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会をはじめとした交流を促進しつつ、来るべき時代を見据
えた準備として、施策を実施していく上での構造的な改革や多様な
主体が連携していく仕組みの構築をスタートさせる。

令和2年度の経営方針は、政策・施策を展開するにあたり、次の3
つの視点を重視して取り組むこととする。
（１）積極的なシティプロモーション
（２）持続可能な施策の展開
（３）多様な主体との連携
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令和２年度予算

後期基本計画の
５つの政策における

重点取組施策等
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政策１．子ども・学び・文化

における重点取組施策等
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[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]

子どもインフルエンザ予防接種助成事業

令和２年度 立川市当初予算案
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新規

所管：福祉保健部 健康づくり担当課 事業費：30,669千円

対象者 生後６か月～小学校６年生

助成額 １回あたり1,500円を助成

助成期間
(接種期間)

令和２年(2020年)10月１日～12月28日

接種場所 指定医療機関
（立川市医師会の受託医療機関）

概 要（予定）

子育て支援、季節性インフルエンザの発病・重症化予防の
ため、小学生以下のインフルエンザ予防接種に対し、費用
の助成を行う。



[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]

学童保育所管理運営
学童保育所民間運営事業

増加する学童保育所ニーズに対応すべく、学童保育所新設や受入児童数の
拡大等で、学童保育所の充実に努めます。

学童保育所入所申請件数 今後の整備予定

学童保育所のほかにも、児童館ランドセル来館事業や放課後子ども教室事
業を効果的に組み合わせ、子どもたちの放課後の居場所づくりに努めます。

令和２年度 立川市当初予算案
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充実

所管：子ども家庭部子ども育成課 事業費合計：307,586千円
（学童保育所管理運営 ： 76,017千円 学童保育所民間運営事業 ： 231,569千円)

名称 増員数 時期 種別 事業別

学童保育所
12施設（予定）

約50 令和２年４月 受入数拡大
学童保育所管理運営
学童保育所民間運営事業

錦第三学童保育所 6 令和２年８月 受入数拡大 学童保育所管理運営

錦第四学童保育所
（仮称）

70 令和２年９月 新設 学童保育所民間運営事業

若葉台学童保育所 30 令和３年４月 受入数拡大 学童保育所管理運営
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学童保育所入所申請件数

※ 令和2年度の申請者数は期間内（令和元年11月27日）
申請分の数値で、 期間外申請分は含まれていません。



[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]
入所及び保育料徴収事務
保育所AI入所選考システム導入

保育所入所選考にAIを導入し、選考事務の短縮を図り、結果通知
の早期発送や、待機児解消（マッチング向上）につなげます。

令和２年度 立川市当初予算案
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充実

所管：子ども家庭部保育課 事業費：5,604千円
（令和７年度までの債務負担行為による総事業費：8,933千円）

11月 12月 １月

現 状

導入後

申込 入力 確認 選考（担当者）
会
議

通知準備 発
送

申込 入力 確認
選考
（AI）

確認 会
議

通知準備
発
送

５~６日間短縮 相談業務等へ活用

例年1,100～1,200名の申込を受付け、選考作業では、申込者の優先度や
園の空き状況等を考慮しながら10日以上の時間を費やします。
本システム導入により、選考そのものは数分で完了し、職員による確認を

行っても、１月末に発送していた保護者宛通知を１週間程度早められ、不承
諾となった方への情報提供や相談業務を充実させることが可能となります。



[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]
諸行事運営

文化や芸術に直接触れる体験を通して、生徒の豊かな情操を育みます。
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新規

所管：教育部指導課 事業費：1,051千円

中学校美術鑑賞教室事業

たましん美術館外観（パース図） たましん美術館展示室（パース図）

中学生が、令和2年5月にオープンする「たましん美
術館」で、絵画や彫刻等の美術作品を鑑賞

令和２年度 立川市当初予算案



[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]
学力向上事務

令和2年度、小学校の新学習指導要領全面実施に伴い、プ
ログラミング教育が必修化
各教科等の特質に応じて、「プログラミングを体験しながら、コンピュー

タに意図した処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための
学習活動」を計画的に実施します。

令和２年度 立川市当初予算案
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新規

所管：教育部学務課・指導課 事業費：13,216千円

プログラミング教材の購入

ダンボールロボットを活用した授業の様子 ロボットカーを活用した授業の様子



[ 政策 1．子ども・学び・文化]

新学校給食共同調理場整備運営事業

新学校給食共同調理場の令和５年9月の稼働に向け整備運営を
PFI手法により進めていくため、事業者募集・選定業務、建設
用地の各種調査、配送対象校の改修工事設計などを行います。

充実

所管：教育部学校給食課・教育総務課 事業費： 62,648千円

・事業者の募集・選定等に関する方向性を示した実
施方針や要求水準書などを作成・公表し、その後、
入札公告を行い、事業者を選定します。

事業者募集・選定業務等

・新学校給食共同調理場建設用地の地盤調査や不発
弾調査、樹木伐採などを行います。

建設用地の調査等

・新学校給食共同調理場の配送対象校である小学校
単独調理校８校と中学校９校の整備工事を行うた
め、学校改修工事設計を行います。

配送対象校の改修工事設計

令和２年度 立川市当初予算案

安全・安心な給食提供を目指します 12



[ 政策 1．子ども・学び・文化]
小学校統合建替事業

令和２年度 立川市当初予算案
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所管：教育部 事業費：3,530,854千円
（令和３年度までの債務負担行為による総事業費：4,760,730千円）

新校舎の普通教室（イメージ図） 新校舎の多目的ホール（イメージ図）

若葉台小学校新校舎の建設
前年度に引き続き新校舎の建設工事を実施し、令和３年３月に完成予定

（令和３年3月までは、旧若葉小学校の校舎を使用します）

－新校舎の特徴－
４階建、パオ（教室内の小空間）、多目的ホール、広い体育館、体育館屋上プール、屋上緑化、
理科テラス、外国語教室、学童保育所、地域連携スペース など

継続
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新規

[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]
学校間ネットワーク構築・運用事業

統合型校務支援システムの導入
学校情報セキュリティの強化及び校務の効率化による教員の働

き方改革を推進するため、センターサーバを設置し統合型校務支
援システムを導入します。また、システム導入に合わせ全教員の
校務用パソコンを更新します。

所管：教育部学務課 事業費： 194,038千円
（令和７年度までの債務負担行為による総事業費：1,407,234千円）
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泉市民体育館
ランニング走路
改修工事
事業費：27,060千円

[ 政策 1．子ども・学び・文化 ]

スポーツ環境の整備
（泉市民体育館管理運営・屋外体育施設管理運営）

市民体育館や屋外体育施設の改修工事や実施設計を行い、誰も
が、安全で、快適に利用できる施設環境づくりを進めます。

令和２年度 立川市当初予算案
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充実

所管：産業文化スポーツ部スポーツ振興課 事業費：96,308千円

錦町庭球場人工芝
張替工事
事業費：44,422千円

立川公園野球場
３塁側ネットフェンス及び
外野フェンス改修工事
実施設計委託
事業費：24,826千円



政策２．環境・安全

における重点取組施策等

令和２年度 立川市当初予算案
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[ 政策２．環境・安全 ]

空家等対策事業
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充実

所管：市民生活部生活安全課 事業費：799千円

空家が管理不全の状態になる前の｢予防｣と管理不全状態の空家や特定空家等への｢対策｣

を総合的に行うことにより、安全・安心のまちづくりを進めます。

予防 対策

所有者への通知・訪問 対象空家の定期巡回セミナー等の開催 特定空家の除却に向けた対応

対応前 対応後



[ 政策２．環境・安全]
粗大ごみ収集事業

粗大ごみインターネット等受付

令和２年度 立川市当初予算案
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充実

所管：環境下水道部ごみ対策課 事業費：24,601千円
（令和3年度までの債務負担行為による総事業費：43,494千円）

【現状】

電話受付 祝日・年末年始を除く
月曜日～金曜日 ９時00分～16時00分

【令和2年度以降】

インターネット受付 365日・24時間

※ インターネットを通じていつでもどこでも粗大ごみ収集の予約

が可能になります。

→ 平成31年度にシステム構築に着手し、
令和2年中にインターネット受付開始を予定しています。



[ 政策２．環境・安全 ]

新清掃工場整備運営事業
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充実

所管：環境下水道部新清掃工場準備室 事業費：623,071千円

新清掃工場の本体工事に着手します。

周辺自治会等との話し合いの継続や工事説明会を開催します。

☞工事説明会の開催

◎本体工事に関する説明会
を開催して情報を提供し
ます。

事業概要説明会（R元.9.5上砂会館）

◎立川基地跡地利用施設検討委員
会との話し合いを継続します。

☞住民・地域に向けた説明

☞本体工事に着手

◎準備工事、設計業務、建設に向けた
各種手続きを進め、令和２年７月に
本体工事に着手します。

◎建設地の北側に緩衝帯等を整備する
ための基本設計に着手します。

☞緩衝帯等の基本設計に着手

令和２年度 立川市当初予算案

（令和24年度までの債務負担行為による総事業費：24,442,000千円（新清掃工場整備運営のみ） ※契約額は18,469,000千円）

完成予想図

立面図



[ 政策２．環境・安全 ]

下水道の流域編入事業

令和2年度 立川市当初予算案
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所管：環境下水道部下水道工務課 事業費：1,799,030千円

本市で単独処理していた下水を多摩川流域下水道北多摩二号処理区北多摩二号
水再生センターで広域処理するための施設整備事業を令和5年度（2023年）の完
了を目指し進めています。

立川市

立川市錦町下水処理場
（下水送水施設）

（ＴＰ＝70.12）

北多摩二号水再生センター

（ＴＰ＝62.31）

直線距離約２．４㎞

錦幹線約３．４㎞

国立市

下水送水施設(イメージ)

（令和５年度までの債務負担行為による総事業費：8,837,000千円）

シールドマシン(全景)

継続



[ 政策２．環境・安全 ]

避難所運営支援事業

令和２年度 立川市当初予算案
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継続

所管：市民生活部防災課 事業費：３，０２７千円

避難所運営マニュアルの継続的更新や運
営体制の整備を図るため、避難所運営組
織への支援を継続して行います。令和２
年度は、栄、幸、柏の３地区で地域版防
災マップの見直しを行います。

避難所運営連絡会

避難所運営について

実施地区

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所運営委員会

（地域住民・避難者）

立川市

（市の職員）○○小・中学校

（学校の職員）

相互に連携 

委員長
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総務班

避
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活
動
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管理情報部

救護・衛生管理部

食糧物資部

事務局長

副事務局長

地域住民や避難者で編成 

 

各一次避難所には、「避難所運営マニュアル」
があります。避難時に活用してください。 

避難所の構成

避難所での担当・役割

開設順序

施設の利用方法

避難に関するルール

各種様式 等

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

主な 
内容 

避難所運営マニュアル 

避難所の構成 ～それぞれに役割があります～ 

なぜ、マニュアルが必要？ 

避難所は、被災者が一定期間生活を送る場所で

あるため、「被災者自らが行動し、助け合いな

がら避難所を運営する」ことが求められます。 

 

児童・生徒の保護、

施設の管理等 

施設の開錠・安全確認、 

各種手配等 

何をすればいいの？ 

いつやるの？ 

避難所には何があるの？ 

誰がやるの？ 

と こ ろ が … 

そこで 

避難所の運営方法を熟知した人は少数… 

避難所運営マニュアル 

避難所運営の中心 

年度 地区

H31
富士見
柴崎
羽衣

R2
栄
幸
柏

R3
（予定）

錦
曙
若葉

R4
（予定）

高松
砂川
西砂



[ 政策２．環境・安全 ]

立川駅南口デッキエレベーター改修工事

立川駅南口に設置してあるエレベーターを、停電時にも稼働できるエレベー
ターに改修する。

1

新規

所管：まちづくり部道路課 事業費：債務負担行為令和２年度分47,300千円
（総事業費：118,250千円）

立川駅南口デッキエレベーター改修場所

令和２年度 立川市当初予算案

立川駅南口エレベーター

立川駅南口エレベーター

22



[ 政策２．環境・安全 ]

下水道事業の公営企業会計導入

令和2年度 立川市当初予算案

23
所管：環境下水道部下水道管理課・下水道工務課・下水処理場
事業費： ― 千円

新規

下水道事業は令和２年４月から公営企業会計に基づく財務処理を行い、経営、
資産等の正確な把握による経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組
み、持続可能な事業運営を目指します。

貸借対照表 キャッシュフロー計算書

(出典：「地方公営企業法の適用に関する簡易マニュアル（スタートアップ
版）」

総務省 平成27年1月公表）



政策３．都市基盤・産業

における重点取組施策等

令和２年度 立川市当初予算案

24



25

[ 政策３．都市基盤・産業 ]

観光振興事業

◇サンサンロード沿道地域の開発が完成を迎えるのに

合わせ、イベント用貸出備品を更新し、

にぎわい創出のための環境整備を行います。

◇立川商工会議所が中心となって進めている立川MICEの推進体制整備に

向けた準備や、おもてなしの体制づくり等を支援します。

充実

※MICEとは、Meeting(企業系会議)、Incentive(企業の
報奨・研修旅行)、Convention(国際会議)、Exhibition
/Event(展示会・イベント等)の頭文字で、多くの集客
交流が見込まれるビジネスイベント等の総称

会議イメージ

サンサンロードでのイベント風景

令和２年度 立川市当初予算案所管：産業文化スポーツ部産業観光課 事業費：15,492千円



[ 政策３．都市基盤・産業 ]
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み

主な取り組み

 東京2020オリンピック・パラリンピック聖火リレーと
セレブレーション（聖火到着を祝うイベント）の開催

 東京2020大会コミュニティライブサイトの開催

 立川市にゆかりのある選手を応援する競技観戦

 ベラルーシ共和国ホストタウンとしての取り組み

令和２年度 立川市当初予算案

26

充実

所管：産業文化スポーツ部オリンピック・パラリンピック準備室 事業費：９０，５８９千円
（オリンピック・パラリンピック関連事業費計：９５，０８９千円）

そのほか、スポーツ（障害者スポーツ）の推進、オリンピック・パラリンピック教育や文化の推進などに取り組みます。

大会の気運を盛り上げ、市民や子どもたちの心に残る取り組みを展開します。



政策４．福祉・保健

における重点取組施策等

令和２年度 立川市当初予算案

27



[ 政策４．福祉・保健 ]

保健事業 腎機能状況を示すシールの作成

立川CKDネットワークの構築
立川市内の基幹病院、立川市医師会、立川市歯科医師会、立川市薬剤師会、立川市でCKD

ネットワークを構築し、相互連携や啓発事業など、各団体が適切で効果のある取り組みを行う
こととなりました。

CKD（Chronic Kidney Disease）とは慢性腎臓病のことで、ネットワークは腎機能の低下
を早期に発見・評価するとともに、適切に介入することにより末期腎不全（人工透析）への移
行を抑制、遅延させることを目指すものです。

市民の皆様に特定健診を受けていただき、健診で示された数値により腎機能を評価し、必要
に応じておくすり手帳にシールを張り、それぞれの機関での適切な受診・調剤につなげます。

令和２年度 立川市当初予算案

28

新規

所管：福祉保健部保険年金課 事業費：176千円



介護職員初任者研修を職員
に対して施す事業所に対し
て、当該研修受講にかかる
経費を対象に助成を行い、
介護職の人材確保・育成に
努めます。

[ 政策４．福祉・保健 ]

介護人材緊急確保対策事業

令和２年度 立川市当初予算案

29

新規

所管：福祉保健部介護保険課 事業費：1,500千円

初任者研修受講料
補助上限額 100,000円



体験の
機会・場

専門的人材の
確保・養成

相談地域の体制
づくり

緊急時の
受け入れ

コーディネーター

[ 政策４．福祉・保健 ]

地域生活支援拠点等事業

〇地域生活支援拠点等の整備

国の指針に基づき、介護者不在となる見込みの高い

重度化・高齢化した障害者を、

地域全体で支えるための体制整備を行います。

〇拠点等の機能

令和２年度 立川市当初予算案

30

新規

所管：福祉保健部障害福祉課 事業費：２５，１５２千円

地域生活支援拠点等（面的整備）

相談
地域活動支援センター等4か所に
コーディネーターを配置

緊急時の
受け入れ

介護者が突然不在となった重度障害
者の一時保護施設を確保

体験の機会・
場

障害者の自立に向けて、体験の機会・
場を提供

専門的人材
の確保・養成

人材確保・養成に向けた研修等を企画
（令和3年度に向けての検討）

地域の体制
づくり

市内事業所を拠点等の一部として登
録し、地域課題に共同で取り組む



[ 政策４．福祉・保健 ]

市営住宅管理運営
〇市営住宅入居の推進

令和２年度 立川市当初予算案

31

所管：市民生活部 住宅課 事業費：149,624千円

〇一番町北住宅（1号棟）改修工事の実施

市営住宅の空室の修繕と年２回（7月・12月）
の募集を行い、住宅にお困りの市民の入居を進
めます。

立川市営長寿命化計画に基づき、安全で快
適な住まいを長期にわたって確保するた
め、改修工事を実施します。

★修繕業務委託料 29,839千円
（一般修繕（現在入居している部屋の修繕）を含む）

★屋上防水改修工事 28,644千円

★外壁塗装改修工事 72,866千円

＜空室修繕後の一番町北住宅＞

＜一番町北住宅（1号棟）＞

継続



政策５．行政経営・コミュニティ

における重点取組施策等

令和２年度 立川市当初予算案

32



[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]

自治会等への支援事業

自治会等を応援する条例の理念を具現化する

補助金の充実等で自治会を強力にバックアップ

各種補助金の交付、情報提供等による支援事業を拡充

○平成31年度に新設した２つの補助金の予算を増額

①自治会児童参加地域事業補助金（800千円→1,600千円へ）

自治会未加入世帯のお子さんも参加できる行事に対する補助。

行事参加をきっかけとした自治会加入促進活動を支えます。

②自治会コミュニティ用品補助金（750千円→1,000千円へ）

自治会活動に必要なテント、放送機器などの用品購入費の補助を

充実させます。

○自治会実務講座の実施

自治会運営の先進事例等を学ぶ講座を開催し、ソフト面で活動を

サポートします。

○自治会加入促進グッズの作成

楽市、地域防災訓練等の諸行事における自治会加入促進をより効果的に

進めるため、ノベルティグッズ等を作成します。

令和２年度 立川市当初予算案

33

充実

所管：産業文化スポーツ部協働推進課 事業費：42,683千円



[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]

男女平等参画推進事業

令和２年度 立川市当初予算案

34

充実

所管：総合政策部男女平等参画課 事業費：6,946千円

〇 女性活躍のための、就労・起業支援講座開催

〇 審議会・委員会等への子育て
世代の参画を支援する保育事業

〇 第7次男女平等参画推進計画の策定



[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]

情報提供事務

市勢要覧の作成（市制80周年）

民間事業者との協働事業で作成。

別途外国語版も作成する。

声の広報
カセットテープダビング機器の老朽化のためデイジー版ＣＤへの移行を促進。

立川市動画チャンネル
コンテンツの見直し、オリジナル動画を作成し、アップロード

令和２年度 立川市当初予算案

35

充実

所管：総合政策部広報課 事業費：3,601千円

立川市のあらまし
市政施行70周年
新庁舎落成記念
(2010年発行）



[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]

基幹系システム構築・運用事業

〇システムの安定運用とシステム改修

住民情報システムや財務・会計など内部事務システムの

安定した稼働を継続するとともに、法改正等に対応する

ためのシステム改修を行う。

〇住民情報システム三市共同利用

三鷹市・日野市との自治体クラウドを活用した住民情報

システムの共同利用に向け、各種調整会議や次期システ

ム事業者と各業務主管課とのワーキンググループを開催

し、システムの仕様確定・運用方法の調整を行います。

令和２年度 立川市当初予算案

36

充実

所管：総合政策部情報推進課 事業費：823,100千円



[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]

持続可能な公共施設の展開

平成31年度に行った市民ワークショップを参考に、

再編の具体的な方向性として「施設整備計画」を策定

令和２年度 立川市当初予算案

37

新規

所管：総合政策部行政経営課 事業費：15,436千円

対象

地域施設

第二中学校圏域

第三中学校圏域

第五中学校圏域

全市施設

健康会館

ドリーム学園

歴史民俗資料館

練成館



[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]
市民税賦課事務

AI-OCR及びRPAの導入

令和２年度 立川市当初予算案

38

充実

所管：財務部課税課 事業費：2,228千円

業務の効率化と働き方改革の視点から、事務負担の軽減及び時間外勤務時間の削減を
図ります。

導入前

申請書

導入後

1件ずつ申請書を
見ながら入力

入力内容の確認
及び修正作業

申請書

〇主な業務内容（予定）
給与所得者異動届出書処理、ｅＬＴＡＸの利用届出書処理、ふるさと納税対象者（ワンストップ特例）処理

データ化した内容をRPAが
システムへ自動入力

紙の申請書をスキャニング
してAI-OCRがデータ化

導入により
業務量削減

自動入力できない
作業のみ実施



令和２年度 立川市当初予算案

39

所管：財務部課税課 事業費：468千円

[ 政策５．行政経営・コミュニティ ]
軽自動車税賦課事務

立川市オリジナルナンバープレートの作成・交付

立川市シティプロモーションの一環として、原動機付自転車を

対象に、市のキャラクター「くるりん」を

モチーフとしたオリジナルナンバー

プレートを作成、交付します。 立 川 市
Tachikawa city

Ａ 5 6 7 8
にぎわいとやすらぎの交流都市 立川

新規

通常のナンバーに加えて絵柄入のナンバーも交付。
市への愛着を深めます。

〇主な業務内容（予定）

• 50㏄以下(白）、90㏄以下(黄色）、125㏄以下(ピンク）の3種の
ナンバー で交付（限定枚数での配布）

• 現行ナンバーに加えて、希望される方に無料で交付する選択制を採用
原動機付自転車


