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野中やよい 

平成 29年第 1回定例会が閉会 

2月 21日から 3月 24日の会期で平成 29年第 1回定例会が開催されました。 

市長提出議案 47 議案全てを可決しました。このうち平成 29 年度当初予算で

は、新座市初の手法での企業誘致を伴う大和田2,3丁目地区土地区画整理事

業や志木駅南口周辺整備事業など大型事業を抱え、厳しい財政運営を迫ら

れる中ですが、18歳までの子ども医療費無料化や、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、新規事業への取

組等、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

499億4,800万円と前年度に比べ5.4％増、特別会計・企業会計含めた総予算

額は 943 億 6,347 万円と前年度比 7.5%増となりました。  

       
      

 

 

 

 

NEWS 

 

 

発 行 ： の な か や よ い 後 援 会 

0484816142 

 

 

 

 

平成 29年度予算の主な事業 

新庁舎建設が進んでいます 
本年 10月末竣工、明 30年 1月開庁予定です。 

第 1期工事総事業費等 52億 7,307万 2千円 

平成 29年度予算額   23億 6,005万 7千円 

 

  

 

 

※第二期工事となる現本

庁舎解体、低層棟及び外構

整備については、低層棟の

先送りも含め、現在設計の

見直しに向けた検討が進

められています。 

志木駅南口がリニューアルされます！ 

志木駅南口駅前広場内に、地下自転車駐車場や大屋根等

設置の工事が始まります。 

総事業費        20 億 6,751万 3 千円 

平成 29 年度予算額    3億 5,223万 9 千円 

 

 

29 年度は準備工事及び掘削、

杭打ち、土留め等の仮設工事 

30 年度 地下自転車駐車場整

備工事 

31年度 大屋根整備工事 

駅前広場整備工事 

32 年度 富士塚自転車駐車場

旧東北出張所解体工事 

保育園の新・増設等で 243名の定員増！ 
保育園の待機児童解消の取組が進みます。 

平成 29 年度は、認可保育所の新設 2 園、認可保

育所の改修改築 2園、家庭保育室から認可保育所

へ移行 1園、小規模保育施設新設 1園、家庭保育

室から小規模保育施設へ移行 2園による定員増で

待機児童の解消が進みます。 

大和田小学校ココフレンドが 4月開設！ 

学校施設を活用した子どもの放課後居場所づく

りは平成 24年から 28年で 8校まで実施拡大。 

平成 29 年度は大和田小学校で開設、長期休業日

の午後も実施されます。 

この事業は、放課後児童保育室の大規模化・狭あ

い化の解消策としても有効です。 

放課後児童保育室の大規模化狭あい化解消とコ

コフレンドについては野中やよいも何度も一般

質問しています。 

子ども達が地域社会の中でのびのびと育ってい

ける環境づくりのため、今後も子どもの放課後居

場所づくり事業を推進してまいります。 

 

平成 29年度予算額 5,582万円 

その他新規・重点事業  
新座快適みらいプロジェクト            20 万円 

仕事の見直しプロジェクト             10 万円 

都市高速鉄道 12号線延伸促進   5 億  23万 5千円 

新座駅北口土地区画整理事業    9億 372万 3 千円 

大和田二・三丁目地区土地区画整理事業  47億 1,712万 4 千円 

東久留米・志木線の整備       4,002万 6千円 

（仮称）石神 4丁目保育園整備費助成    1 億 7,900 万 6千円 

子育て世代包括支援事業        683万 2千円 

ユニバーサル農業への取組      210 万円 

ふるさと納税の促進                  239万 9千円 

                       

 

市では改めて基金設置し、

都営大江戸線の新座市及び

ＪＲ武蔵野方面への延伸活

動を行います。市民の気運

醸成、関係機関への働きか

け、土地区画整理事業実施

に向けた埼玉県との調整、

施設誘致、スマートインタ

ーチェンジ設置に向けた調

査検討を進めます。 

都市高速鉄道 12号線延伸の取組 
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何度も一般質問で取り上げてきた、歩行者の安全を確保し、自転車の快適な走行を保証する道路構築につい 

て、今回は、昨年成立した「自転車活用推進法」の趣旨に基づき質問しました。 

Ｑ：生活道路への自転車ナビマーク、自転車ピクトラムの設置で、自転車の左側走行を促し歩行者の安全を 

確保することができる。設置について市の考えは。 

 Ａ：自転車ナビマークは、自転車通行位置の明確化やルール、マナーの意識啓発に有効な手段と認識してい 

るが、まず歩道整備、舗装修繕を優先的に行い、歩道が連続的に整備された幹線道路において重点的に 

検討したいと考えている。生活道路への設置拡大については今後の検討課題と考えている。 

 Ｑ：自転車利用者へのルール・マナーの徹底について 

 Ａ：年 4 回の交通安全運動、小学 4 年生を対象とした子ども自転車運転免許試験、小学生の親子対象の自転 

車マナー向上運動、交通安全教室、埼玉県委嘱の自転車安全利用指導員による啓発活動など、自転車利 

用マナーの向上に努めている。自転車販売店では啓発ポスターの設置、チラシ配布などを行っている。 

引き続き県、警察と連携した活動を継続し、市営自転車駐車場へのポスターやチラシの設置で啓発活動 

に取り組んでまいりたい。 

 Ｑ：自転車活用推進計画の策定の検討についての市の考えは。新座市都市計画マスタープラン等、市の計画 

の策定時に、自転車走行空間についても検討し、市全体の道路計画の中に位置づけていくべきではないか。 

 Ａ：2020 年が計画最終年度の新座市都市計画マスタープラン策定にあたり、自転車の道路というものを視 

野に入れた計画を作っていかなければならないと考えている。 

野中やよいの一般質問より 
 

野中やよい通信  Vol. 23 

市の自転車施策を問う 

 

 

Ｑ：母親の産後うつや児童虐待等が社会問題となっている。

妊娠出産から子育てまで切れ目のない支援を行う日本版

ネウボラ、子育て世代包括支援センターについてお伺い

する。 

Ａ：保健センターで平成 29 年度 10 月から子育て世代包括

支援事業を開始する。内容は①母子保健型の利用者支援

事業の実施（助産師等の資格を持つ母子保健コーディネ

ーターを配置、聞き取り調査、全妊婦に対する電話での

接触で支援の必要な方へケアプラン作成）、➁産前産後サ

ポート事業の実施（パートナー型として助産師が妊産婦

の自宅に赴き産前産後の心身の不調や育児不安に関する

相談支援の実施、参加型として保健センター開催の乳幼

児相談日において、助産師が 3,4 か月から 1 歳頃までの

乳幼児の母乳育児について相談支援を実施） 

また、埼玉県の補助金活用で、妻の年齢が 43 歳未満の

夫婦対象に上限 2 万円の早期不妊治療検査助成事業を実

施する。 

Ｑ：子育てセンター業務に看護師保健師の常駐と母子手帳の

交付などサービス拡充をすべき。 

Ａ：平成 32 年度までに市内に少なくとも 3 か所の子育て世

代包括支援センター設置が必要と考えている。 

地域子育て支援センターでの母子手帳交付には、母子保

健コーディネーターの配置が必要だが、新座市の厳しい

財政状況ではすぐには難しい。今後の事業拡大について

はもうしばらくお待ちいただきたい。 

 

 

Ｑ：日本語学習支援の充実が必要と考えるが市

の現状と課題は。また、学校生活にスムー

ズに適応するための 3 か月程度の日本語

初期指導を実施すべき。 

Ａ：新座市の外国籍児童生徒数は小学校 64 名

中学校 25名、合計 89 名。うち現在日本

語指導している児童生徒は 23 名。今後は

放課後等の実施も検討に入れなければな

らないと考えている。日本語初期指導につ

いては早急にボランティアの方と連絡を

とり動いていきたい。 

野中やよいプロフィール 
 1963（昭和 38）年 3 月 17 日生れ 

 滋賀県立彦根東高等学校卒業 

 創価大学文学部英文学科卒業 

 中国北京大学へ 1 年間交換留学 

 大和証券㈱中国業務部で 11 年勤務 

  

2012 年 2 月 新座市議会議員初当選 

現在 2 期目 

建設経済常任委員会委員 

志木地区衛生組合議会議員 

商工委員会委員    

議会運営委員会副委員長 他 

 

夫、娘の 3 人家族（息子は'15 年結婚） 
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子育て世代包括支援センター事業について 外国人子弟への日本語教育支援について 

 

 

mailto:nona317@yahoo.co.jp
http://www.komei.or.jp/km/nonanona/

