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野中やよい 

平成 30年第 1回定例会が閉会 

2月 20日から 3月 23日の会期で平成 30年第 1回定例会が開催されました。 

追加議案 7 件を含む市長提出議案 51 議案全てを可決、同意しました。このう

ち一般会計当初予算については、社会保障関係費、人件費等義務的経費の増

加に対し、市税の大きな伸びは見込めず、引き続き厳しい財政状況の中、２年

後の東京 2020 オリンピックパラリンピック競技大会の機会を捉え、市のブラン

ドイメージ向上のためのシティプロモーションの取組、18 歳までの子ども医療

費無料化、がん検診の無料化維持など新座市独自の事業の継続はじめ保育

園の待機児童解消、子育て世代包括支援体制の整備等の取組、雨水対策等、

一定の努力が見られることを評価し賛成いたしました。一般会計予算は 495

億 3,800 万円と前年度に比べ 0.8％減、特別会計・企業会計含めた総予算額

は 887億 5,857.7 万円と前年度比 5.9%減となりました。  
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平成 30年度予算の主な事業 

「住んでみたい、ずっと住み続けたい」まち、新座市 

・市のブランドイメージの向上に向けたシティプローション方針の

策定（市内外の方が新座市にいいイメージを持ち、新座市って

いいな、住みたいな、ずっと住み続けたいな、と思っていただ

けるような取組）がすすみます。      

・市の知名度向上と地域活性化に向けたフィルムコミッションの設

立検討（フィルムコミッションとは、新座市での映画やドラマ、

CM の撮影を誘致する取組です）     予算額：2,655 千円 

 

 

 

安心・安全なまちづくり 
・災害に強いまちづくりをすすめます。 

【雨水対策事業】 

近年発生している集中豪雨に対して雨水対策

事業をすすめます。 

・建物への浸水被害軽減のため止水板等設置

を行った方に対し費用の一部を補助します。 

補助額 設置費用の 1/2（上限額 40 万円） 

           予算額:4,000 千円 

その他、雨水管管理総合計画策定に向けた

調査、溢水対策事業等として。 

予算額 161,106 千円 

 

東京 2020 オリンピックパラリンピック競技

大会に向けた取り組み 
2020 年の東京大会では、新座市には射撃の競技会場が

ありブラジルのホストタウンでもあります。 

・市内小・中学校で、パラリンピック競技体験やアスリート

の講演、ビームライフル体験、商店街や沿道沿いの飾り

つけなどで大会をアピールします。 

・にいざネクストアスリートプロジェクトで、子ども達の可能

性発掘とスポーツの楽しさを知っていただく取り組みが

すすみます。         予算額：2,447 千円 

その他新規・重点事業  
仕事の見直しプロジェクト            3,048千円 

新座駅北口土地区画整理事業      1,005,191千円 

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業    3,000,307 千円

志木駅南口周辺整備事業              568,785千円 

新庁舎建設事業（第 2期）の推進        453,725千円 

（仮称）児童発達支援センター整備         545,160千円 

大和田運動場サッカー場の整備 

野火止運動場野球場の改修            140,363 千円 

 

その他主要事業 
志木駅ホームドア設置事業負担金        26,764千円 

市営墓園バリアフリー化等改修工事       4,796千円 

栄放課後児童保育室改修工事            2,861千円 

高校 3年生までの子ども医療費助成  680,627千円 

がん検診                            343,972千円 

予防接種                            431,160 千円 

道路維持補修                        312,466千円 

耐震診断・耐震改修助成                58,412千円 

                     他                      

子育てしやすい新座市に 
妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援体制（子

育て世代包括支援体制）の整備がすすみます。 

・利用者支援員（基本型）を市北部の子育て支援センタ

ーに配置。情報提供や相談、助言等寄り添い型の支援

が実施されます。        予算額：5,360 千円 

・市内小・中学校全ての学校がコミュニティスクールに。 

・子どもの放課後居場所づくり事業では、新たに栄小及

び八石小で、長期休業日の午後の活動含む事業を開始

します。１７校中１１校まで設置。   予算額:73,502 千円 

・片山ファミリープール跡地、野火止５丁目地内等に大

規模な公園の整備がすすみます。 

               予算額:72,265 千円 
 

  



 

９月議会 

 

 

現在、新座市は 70 か国 3000 人以上の外国籍市民

がいます。市のホームページには英語、中国語、

韓国語に自動翻訳できる機能がありますが、この 3

言語だけでは全ての方に対応できません。 

また、市の申請書類などをよりわかりやすい文章

にしていただくことで、高齢者、障がい者、子ど

も等にとってもわかりやすいものとなります。 

横浜市、柳川市等の取組を参考に、「やさしい日本

語」を使った情報発信をしていくべき、と質問し

ました。市長から、東京 2020 オリンピックパラリ

ンピック競技大会を 2 年後に控え、しっかり対応

していくとの答弁をいただきました。 

また、災害時の情報発信についても「やさしい日

本語」の使用、イラストやピクトグラムを使って、

緊急時に誰が見てもわかるものを、と質問したと

ころ、視覚的に情報を伝える手段として有効であ

るので、効果的な画像の使用について指導してい

くとの答弁でした。 

また、ホームページは各課担当で作成しているの

で、研修会実施でわかりやすい記事の作成につい

て引き続き指導していくと前向きな答弁でした。 

 

野中やよいの一般質問より 
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やさしい日本語でわかりやすい情報発信を 

 

 

 

Q：2020 年度から新しい学習指導要領となるが、英語

教育について今後どのように変わっていくのか、市

での取り組みは。 

A:新座市は平成 16年から小学 1年生から週 1時間の英

会話授業を実施している。2020 年から小学校 3、4

年生は外国語活動、5、6年生は教科として外国語活

動として実施される。現在年間行動計画を策定し各

学校にお示しした。今後、校長中心で各学校の教育

課程を編成する作業となる。 

人の配置については改革をはかっていく。また、来

年度から 2 名英語専門で指導する加配教員を小学校

に配置できることになった。 

Q:中学生の英語検定受験料の補助をするべき。 

新座市は国際化教育特区として多くの予算を使って

英語教育を実施してきたところである。保護者の経

済的負担軽減、子ども達のやる気醸成のためにも実

施していただきたい。 

A:財政的に厳しいこともあり、実施する考えはない。 

 

 

 
ひきこもり当事者、家族の高齢化長期化を防ぐ

ためには、早い段階で対応できる相談体制の構

築や居場所づくりが必要です。 

当事者、家族に寄り添い伴走する、地域での支援

について市へ提案いたしました。ひきこもりに特

化した相談窓口の設置について要望しました。 
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英語教育について 

当事者、家族のためのひきこもり支援を 

 

 

 

 

 

 

 

Q:ココフレンドが開設されているところは、放課後児童保育

室の狭あい化解消はされているか。 

A:夏休み午後開室の大和田小、東北小については、一定程

度の効果があったと認識している。 

Q:ココフレンドの早期全校設置をお願いしたい。 

A:現在、17校中9校でココフレンド事業を実施しており、市で

は平成 32年度までに市内全校に開設する計画ですすめ

ている。平成 30 年度は八石小、栄小に開設、また 4 校で

長期休業中の午後の開設を始める。 

A:国の示す放課後子どもプランに基づく一体型の事業を推

進し、関係部局と連携協力し、子どもの居場所づくりが着

実に進展するよう努力してまいりたい。 

 

放課後児童保育室の狭あい化大規模化解消と 

子どもの放課後居場所づくり事業について 
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