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今年度新たに座間市立図書館で導入される新しいサービスとは？

①ICカードでの貸し出し ②カフェコーナー ③電子書籍

①ロタウイルス ②おたふくかぜ ③インフルエンザ

子どもの胃腸炎の発症や重症化を防ぐために令和２年１０月から新た
な予防接種が定期接種の対象となります。対象となるのは？

過去最大規模の一般会計
新型コロナウイルスにより追加議案も

予算案の概要

一般会計
415億9498万円
前年比2.9％

特別会計
239億5680万円
前年比1.5％

公営企業会計
75億6953万円
前年比－5.0％

総計
731億2133万円
前年比1.6％

＝

令和２年度の一般会計は対前年度2.9％増の
415億9498万円で、過去最大規模の予算とな
りました。

これは歳入では、根幹である市税が増加見
込みであり、納税義務者数の増加による個人
市民税の増収や大型マンションの建設等に伴
う固定資産税及び都市計画税の増収が見込
める事が示されました。歳出では、新たに設
けられた会計年度任用職員に伴う経費や幼
児教育・保育無償化に係る扶助費等、国の施
策が大きく反映されたことが理由です。また、
新型コロナウイルスの影響により当初予算編
成時には考えられない事態が生じている状況
であり、最終日にも新型コロナウイルスに関
連する追加議案が提出されました。
（令和２年度の新規・拡充事業は２面）

令和２年



令和３年度に新小学校１年生となる未就学児がいる家
庭に、令和２年度中に新入学学用品を入学準備金として
支給するための予算措置です。

令和２年１０月から定期接種化されることとなったロタウ
イルスワクチンの接種を実施するための予算措置がさ
れました。ロタウイルス感染症は乳幼児をはじめ子ども
に多い急性胃腸炎を引き起こす感染症で、入院を必要と
する小児急性胃腸炎のうち約５０％を占めるとされてい
ます。今回、ロタウイルスの予防接種を導入することによ
り、子どもの胃腸炎の発症や重症化を予防することが可
能となります。

読書機会の充実を図るため、電子書籍を利用した新しい
サービスを実施するための予算措置です。

相模川・鳩川・目久尻川の想定最大の洪水浸水想
定区域及び土砂災害区域などを反映させたハザー
ドマップの作成等に係る予算措置です。７万部を作
成し、来年度末に全戸配布を行う予定です。

また、市民の皆様から要望が多い防災行政無線
に関して既存無線子局に新たに大音量スピーカー
を３基程度増設する予定です。

保育所割当システムを導入するための予算
措置です。保育所割り当てシステムは、保育
所入所選考に於いてAIを活用することで、事

務負担の軽減や選考にあたっての公平性や
透明性を担保することができます。

学校の情報化を推進していくことから、ICT支援員を配置

し、小学校プログラミング教育の充実を図るために必要
な予算措置です。

先般の台風襲来時の教訓を踏まえ、災害時及び注意
喚起情報等をより効果的に発信するため、ホームペー
ジと座間市緊急情報「いさまメール」を連動させる等の
改修を行うための予算措置です。

新規事業として特殊詐欺等対策電話機器購入費補助を
実施するための予算措置です。また、令和元年度に増設し
た防犯カメラに伴う予算も計上されています。

就職氷河期世代を含む生活困窮者に対する支援の更な
る充実を図るための予算措置です。

経営改善に取り組む事業者を支援するための予算
措置です。

幼児教育・保育無償化を実施したことに伴う予算措置です。

第1子育て支援センター及び第３子育て支援センター

で子育て家庭や妊産婦に対して寄り添い方の支援を提
供するため「利用者支援事業基本型」を開始するため
の予算措置です。

空き家対策計画の策定に必要な実態調査を行うための
予算措置です。水道の閉栓情報を基に約９８０件を調査
対象にし、実態調査を実施する予定です。

幼児教育・保育無償化を実施したことに伴う予算措置で
す。

新学習指導要領の実施を
踏まえ、外国語指導助手の
派遣日数を増やし、外国語
教育の充実を図るための予
算措置です。また今年度は
、新たな取り組みとして、市
内ALT６名を１校に集め、「
イングリッシュデイ」を実施
することを計画しています。

改修が必要な上記施
設に対してESCO事業を

実施するため、令和２年
度から１０年間のリース
契約を結ぶための予算
措置です。

また、入所申込者にとっ
ても入園準備に要する
時間が確保できるといっ
たメリットがあります。

ESCO事業とは・・・
Energy Service Companyの略

。民間のノウハウや技術を活
用し、光熱水費等の効果的な
経費削減を行い、削減実績か
らその一部を対価として得る
事業



◆ねんりんピックへの意気込みは？
ねんりんピックを通して市民の皆さんが健康づくり
や触れ合い、交流を深めるきっかけになってほしいと
願いますが、本市のねんりんピックへの意気込みを
お伺いします。

【健康部長】 過去に開催された大会の情報によると、
県内全体の経済効果は宿泊費を含め１００億円を上
回っているとのことです。全国から市内を訪れる各都
道府県代表チーム及び関係者、見学者等は５００人
程度と見込んでおり、シティセールス、シティプロモー
ションにも効果があると思われます。

【教育長】 調査結果を分析した結果、特に小学校の国
語について、漢字を文の中で正しく使うことや話し手の
意図を捉えながら聞き、自分の考えをまとめることに課
題があることがわかりました。市及び各学校の分析結
果を踏まえ、学校全体でより一層の教育活動の充実、
改善を進めることが必要であると考えます。

◆児童・生徒の「伸び」に着目した埼玉式学
力・学習状況調査をどう思うか？
私は、児童・生徒のためを考えるのであれば、児童生
徒の習熟の伸びを継続的に分析し、共有することが重
要ではないかと考えます。実際にそのような学力・学習
状況調査を実施しているのが埼玉県です。埼玉県の学
力・学習状況調査は、小学校４年生から中学校３年生
までを対象に、ＩＲＴ（項目反応理論）を採用し、さらには
パネルデータという縦断調査を導入することで一人ひと
りの学力の伸びを把握できます。文科省をはじめ国内
外から注目を集めていて、今後は学力調査の主流にな
っていく可能性もあります。そこで埼玉県の学力・学習
状況調査をどのように思われるか教育長の見解を伺い
ます。

【教育長】 子供の学力の伸びと教育委員会や学校の
取り組みの変化の関係を検証することで、取り組みの
効果を確かめることができる埼玉県学力・学習状況調
査は、大変興味深いものです。また、平均点ではなく、
伸び率に着目することで、子供たちが自分の学びの成
長を実感でき、自信を持ち、さらなる意欲へとつなげる
ことができるといった点でも、大変すばらしい取り組みで
あると言えます。なお、現在本市での導入は考えていま
せんが、埼玉県学力・学習状況調査は大変すばらしい
取り組みと認識していますので、今後、注視してまいり
ます。

【健康部長】 課題としては、単に調査の点数を上げるた
めだけの取り組みではなく、主体的、対話的な深い学びの
視点からの事業改善を、学校全体で行うことに重点を置い
ているため、調査結果にあらわれにくいといったことが考
えられます。

◆ねんりんピックへの本市の関わり方や経
済効果は？
來年１１月に神奈川県でねんりんピックが初開催され
ます。本市ではこのねんりんピックにどのような関わり
方をするのか伺います。また経済効果や本市に訪れる
人（出場者や関係者、見学者等）は何名くらいになると
予想しているのか伺います。

【教育長】 ねんりんピックは、国民体育大会と同様に、
全国から参加者が集う催しです。ねんりんピックの開
催を市民の、特に高齢者の健康促進や生きがいづくり
を喚起し、座間市を全国にＰＲする貴重な機会と捉え、
関係団体とともに取り組みを進めてまいります。

３月３日の一般質問では「学力・学習状況調査を活
用した児童・生徒の学力向上」、「第３４回全国健康福
祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会（ねんりんピック
かながわ２０２１）」について質問をさせていただきまし
た。以下主な質問と答弁の内容になります。

◆全国学力・学習状況調査（全国学力テス
ト）の本市の結果をどう分析している？

◆児童・生徒の能力向上策に繋げようと取
り組んでいる中での課題は？
本市では全国学力・学習状況調査の結果に対して、
育てたい力や指導の改善ポイントをあげていますが、
児童・生徒の能力向上策に繋げようと取り組んでいる
中での課題やハードル等をお示しください。

本市の平均正答率は県
の平均正答率と比較して
全ての教科で下回ってい
ます（右図参照）。そして県
の平均正答率も全国と比
較すると実は決して高い
数値ではありません。この
ような結果を市ではどのよ
うに分析し、受け止めてい
るのか伺います。

全国学力調査の平均正答率

小学６年生 座間市 神奈川県

国語 53.60% 61.00%

算数 64.30% 67.00%

中学３年生 座間市 神奈川県

国語 70.00% 73.00%

数学 56.90% 59.00%

英語 57.10% 59.00%

【補足】 全国学力・学習状況調査は性質上、毎年、小学
６年生と中学３年生のそのときの学力を把握するための
ものであり、基本受験者が毎年変わるため、一人一人の
児童の成績の年ごとの変化はわからないままであり、調
査結果にあらわれにくい。このようなことから次の埼玉式
学力学習状況調査を提案しました。



ご要望なども気軽にご相談ください。
お電話090・6107・3467もしくはメールzama@naito-yukio.comにてご連絡ください。

中国湖北省武漢市に於いて発生した新型コロナウイルス（COVIＤ－１９）によって、国民の皆様

の安全・安心が脅かされ、経済への深刻な影響も懸念されています。３月１１日には世界保健機
構（WHO）からも「パンデミック」が宣言され、新型コロナウィルスの感染拡大に向けて、刻一刻と

変化する状況に国・県・市が一体となり、総力で乗り切る事が求められています。政府では水際
対策や感染症対策、経済面での緊急対応措置等、様々な対応を講じているところですが、私も
自民党の市議会議員として以下のような動きをとらせて頂きました。

かながわ自民党座間議員団として市当局にヒアリングし、自民党神奈川県連を通して
、市からの要望（衛生品の確保・感染症対策・財政支援措置・確かな情報発信）を国会
議員に提出させて頂きました。

「新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書」を自民党・いさまから提
出させて頂きました。３月２３日の本会議では全議員の賛同を頂いて採択致しました。

内藤幸男サポーターズクラブの公式LINEをはじめました。ぜ
ひ皆様にご登録いただき、応援をして頂ければと思います！

新型コロナウイルスによる感染症対策等を求める意見書

中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症（COVID‐１９）について
は、世界各国に拡大し、多くの死者・感染者が発生している。世界保健機構（WHO

）においても、令和２年１月３０日に国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（
(PHEIC)を宣言し、さらに３月１１日にはパンデミックを宣言し、世界的な大流行にな
っているという認識を示している。

我が国では、国において、国内への新型コロナウイルスの侵入を防ぐため、水際
対策の強化を図り、さらには国内での感染を抑制するため、PCR検査の体制整備

や働き方の見直し、学校への臨時休校要請等の対応を進めているものの、事態
の収束は見えず、状況は次の段階に入ってきていると思われる。

新たな感染が確認されるたび、国民の不安は増大する一方であり、神奈川県で
も、既に５０名以上が新型コロナウイルスに感染している。地方公共団体において
は、感染拡大の防止や高まる不安等への対応とともに、今後の感染者の増加に
備えた体制の整備も求められている。

そうした対応を確実に実施するためには、国と地方公共団体が一体となった迅速
かつ適切な対応が強く求められている。

よって国においては、国民の安心・安全を確保するとともに、不安を解消するた
め、感染の拡大防止に向け、地方自治体と連携・協力し、次の事項について全力
を挙げて取り組むよう求める。

１ 全ての事業者（大企業・中小企業・小規模企業及び個人事業主
等）及びその事業者が雇用する従業員の生活・保障等に対する
幅広い支援措置を進めること。

２ 国・県・保健福祉事務所の役割を明確化し、地方自治体へ正確
でタイムリーな情報提供を行うこと。

３ 医療用マスク、防護服、消毒薬等が不足している状況を踏まえ
、その確保を支援すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

令和２年３月１６日
内 閣 総 理 大 臣
総 務 大 臣
法 務 大 臣 殿
厚 生 労 働 大 臣
経 済 産 業 大 臣
内 閣 官 房 長 官 座間市議会議長 上沢 本尚


