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座間市の市政を一緒に考えましょう！

問１

問2

確かな一歩の積み重ねで座間市の未来へつなぐ。 答え 問１ ③、問２ ③
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３月議会版

座間市は本年11月１日をもって市制施行○周年を迎えるため、年度を通して
様々な記念事業が計画されています。さて、何周年を迎えるでしょうか？

①３０周年 ②４０周年 ③５０周年

①西中学校 ②東中学校 ③南中学校

令和３年度はいよいよコミュニティ・スクールが導入されます。令和４年度の小
・中全校導入に先駆けて始まるのは、東原小学校とどこでしょうか？

新市長の独自政策は見られず
財政調整基金の取り崩しは過去最大の１５億余

予算案の概要

一般会計
413億505万円
前年比ー0.7％

特別会計
235億5588万円
前年比ー1.7％

公営企業会計
74億6065万円
前年比－1.4％

総計
723億2160万円
前年比ー1.1％

＝

新市長に代わり初めてとなる予算議会。多
くの市民の皆様が市長の公約がどこまで反
映されるのか、その「変化」に注目をされて
いたと思います。しかし蓋を開けてみれば、
今回の新年度予算は遠藤市政時代のもの
が「継続」されるものばかりであり、新市長の
独自政策は見ることができませんでした。
また、財政調整基金の取り崩しは過去最
大の１５億５０００万円余と、予算ヒアリング
や査定の甘さを露呈。この状況で大規模災
害が起きたらと考えると不安が残るものであ
りますが、１２月には総務部長や企画財政部
長を歴任した財政のスペシャリストである三
浦康氏が副市長に就任したこともあり、これ
からの取り組みに期待を寄せるところです。
（令和３年度の拡充事業等は２面）

令和３年

市民税
8,466,130

固定資産税
8,239,684

その他市税
2,104,796

国庫支出金
8,265,697

市債
1,732,568

県支出金

2,966,979

地方消費税交付金

2,551,499

地方交付税
1,974,277

繰入金

2,212,469

諸収入
621,756 その他

2,169,202

歳入総額

41,305,057千円
民生費

20,882,118

総務費
4,983,150

土木費
3,012,810

教育費
3,688,523

衛生費
3,339,383

消防費
1,837,409

公債費
2,866,286

その他
695,378

歳出総額

41,305,057千円

④６０周年



令和４年度の市内全小・中学校への学校運営協議会設
置に向けた予算措置です。今年度は先行実施校として
東原小学校と南中学校において同取り組みがスタートし
ます。

相模が丘コミュニティセンターの経年劣化に伴う大規模
改修工事の設計委託を行うための予算措置です。

次期総合計画の策定に併せ、座間市都市マスタープラ
ンの改定作業を行うための予算措置です。令和３年度
の予定では、上位計画や関連計画の整理、都市の現況
把握や市民意向の把握など基礎的調査の実施。合わ
せて現計画の検証や庁内調整が行われます。市民や団
体等との懇談会も順次行われる計画で、全体構想の作
成を目標に進められる予定です。

まちづくりへの市民参加の推進を目的として、市民活動
団体等が市政発展の契機となる事業を企画・実施する
ための予算措置です。すでに、昨年９月１５日から１０月
１５日まで事業者の募集が行われ、１２件の中から３件
を選考。採用された事業は以下の通りです。

令和２年度に整備した学習用端末等を用いた授業に取
り組み、情報通信技術を活用した教育をさらに推進する
ための予算措置です。

令和３年度から１０年間に渡り、ESCOサービス料を支
払うための予算措置です。
＊ESCO事業・・・ 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

公共施設再整備に基づき、生きがいセンターの機能を

リサイクルプラザへと移転するための予算措置です。

児童ホームの待機児童対策として、新たに一事業者分を
増やし、運営費等の補助をするための予算措置です。

市制施行50周年に伴う記念誌の発行と、本市の魅

力を内外に発信するためのプロモーション動画を作
成するための予算措置です。

東原保育園の耐震化を図るための予算措置です。

新たにひきこもりの人などが自宅以外で安心して過ごせ
る居場所をつくるために、相談窓口の設置や当事者や家
族向けのセミナー等を開催し、支援の充実を図るための
予算措置です。

児童発達支援センターの設置に向け、移転予定地であ
る現在の生きがいセンターを増改築するために、今年度
設計を実施するための予算措置です。

令和３年度から２か年をかけて、次期環境基本計画を
策定するための予算措置です。

座間市制施行５０周年記念に贈る特別コンサート
新作「未来に輝け座間の原風景を歌う」

座間市小学校給食市制施行５０周年祝賀給食提供事業

人でつづる座間の５０年史 ゆめの学校フェス

配布された学習用端末は「Chrom
Book」でGoogle社の教育プログラ
ム「Google for Education」が使わ
れます。

今定例会では、新型コロナウイルスのワクチン予防接種に係わる補
正予算が２本計上されましたが、どちらの議案も専決処分（議会の議決
・決定を行わずに首長が独自の判断で意思決定を行う対応）での対応
となりました。
この対応に、私は、自民党・いさまを代表して質疑をさせて頂き、会場
や体制、広報、受付、スケジュール、副反応への対応、個別接種や出
張接種など明確になっていなかった部分に対しての質疑と合わせて、
ワクチン接種で不安を抱えている市民が多い中、専決処分を下した市
長の政治姿勢は市民に寄り添ったものではなく、いかがなものなのか
と指摘をさせて頂きました。



このような状況を受け文科省は学校施設におけるバリ
アフリー状況の調査を実施。調査の結果と本市の比較表
は以下の通りになります。

公立小中学校のバリアフリー化の状況（校舎）

総学校数
車椅子使用
者用トイレ

スロープ等による段差解消
エレベーター

門から建物前
昇降口・玄関
から教室等

28,156校
（100％）

18,359校
（65.2％）

22,111校
（78.5％）

16,122校
（57.3％）

7,634校
（27.1％）

３月１日の一般質問では、「バリアフリー法改正による学校の取
組」について質問をさせて頂き、小中学校へのエレベーター設置
について前向きな答弁を頂きましたのでそのやり取りを紹介させ
ていただきます。

① 今回の質問を行う上で背景となったのが、２０２０年５月のバリ
アフリー法（＊１）の改正です。

この改正によって、バリアフリー基準適合義務となる対象施設
に公立小中学校が追加されました（２０２１年４月１日施行）。

この規定によって、２０２１年４月以降に新築等される小中学
校は、多機能トイレ・スロープ・エレベーターなど障がい者に配
慮した整備が義務化され、既存の校舎においても数値目標

②

の明示と整備の努力義務が課さられました。

③

座間市小中学校のバリアフリー化の状況（校舎）

17校
（100％）

17校
（100％）

17校
（100％）

16校
（90.9％）

0校
（0％）

④

本市の小中学校のバリアフリー化は、従前から
スロープや手すりを設置したり、身体障がい者
用トイレや多目的トイレの設置を進めてきました
。エレベエーターは現在無く、肢体不自由級の
児童・生徒の移動には階段昇降機を配置してき
ましたが、運用には緊張感が伴うことや自由に
移動することが叶わないことから課題と認識し
ています。法の趣旨に沿った対応の検討を進め
る必要があると考えています。

教育長はバリアフリー法の改正およ
び、バリアフリ基準の適合義務につ
いてどのように捉えていますか？

教育長

文科省の調査ではバリアフリー化に関する整備計画の策定
状況についても明示。策定状況は１４．９％と低く、今後３年
間の整備計画も微増にとどまっています。

⑤

公立小中学校のバリアフリー化の整備計画（校舎）

車椅子使用
者用トイレ

スロープ等による段差解消
エレベーター

門から建物前
昇降口・玄関
から教室等

整備済み
18,359校
（65.2％）

22,111校
（78.5％）

16,122校
（57.3％）

7,634校
（27.1％）

令和２年度
18,677校
（66.3％）

22,175
（78・8％）

16,227
（57.6％）

7,803
（27.7％）

令和３年度
18,938
（67.3％）

22,240
（79％）

16,317
（58％）

7,973
（28.3％）

令和４年度
以降

20,075
（71.3％）

22,545
（80.1％）

17,108
（60.8％）

8,879
（31.5％）

⑥ 本市のバリアフリー化に関する整備
計画の策定についての考えや今後
の予定をお示しください？

本市学校施設において、今後計画的に整備
する必要のある設備はエレベーターであると
認識しています。国の整備目標では令和７年
度末までに要配慮児童生徒等が在籍する全
ての学校への整備が求められています。現状
本市では３校が該当しますが、校舎の構造上
の設置可否等、様々な条件を検討した後、実
施計画にて整備を計画し、全市の中で調整し
たいと考えています。教育部長

⑦ 昨年、私が民生教育常任委員会の委員長
を務めている際に、「教育全体の中でエレベ
ーター設置を検討していきたい」と、前向き
な発言が出されていたが、これは前進して
いると捉えてよいのか伺います。

これまでは公共施設再整備計画を踏まえ、校舎の
建て替え等に合わせて検討していくという考えでし
たが、インクルーシブ教育のあり方等を踏まえ、校
舎の建て替えを待たずに検討したいという一歩進
んだ考えと捉えて頂き結構です。 教育長

エレベーター設置について、教育委員会がやりたく
ても市長がそこに予算をつけられなければ実施がで
きません。市長として設置するんだという姿勢を示
すためにも実施計画にのせ、職員に交付金を取っ
てきてくれ、予算をつけるから頑張ってくれと、そうい
った指示が出せるのかどうか伺います？

エレベータについては、財政計画を立てたいと考え
ています。また実施計画にのせていくかは現状で明
言はできませんが、整備をしていくという方向で考
えておりますので、よろしくお願いいたします。

市長

⑧

（＊１）正式名称は、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律



後援会へのご加入も随時募集しております。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。

皆様からご相談頂いたご要望にも
しっかりと働きかけていきます！
道路のセンターラインの引き直し

東建座間ハイツの中心を走る市道入谷２１６
号線。スーパーTAIGA前付近から谷戸山公園

に向かう約３００メートルに渡って、車道のセン
ターラインが消えており、座間ハイツの住民の
皆様を中心に地域の方々から危険だという要
望を頂いておりました。直ぐに予算化していた
だき、白線を引き直していただきました。

通学路の安全対策

市道入谷２４０号線。通学路でもあるこの道は
白線が消えており、児童の保護者から線を引
き直してほしいという要望を頂いておりました。
白線の引き直しに合わせて、カラー舗装もして
いただき、安全対策を施していただくことができ
ました。

before

before after

after

こんな時だからこそ、積極的に動いていきます!

自治体・公共weekに参加。

ペーパレス会議や流域治水に向
けた対策技術、空き家解消管理
システムなどデジタルトランスフ
ォメーションを推進するための情
報を仕入れてきました。

座間駅前を活性化させるための
プロジェクトが始まりました。（仮
称）みんなの広場は、NHK趣味

の園芸にも出演されている植栽
デザイナーの平工詠子さんにも
関わっていただいています。

関東若手市議会議員の会のZOOM

研修に参加。感染症や災害時にお
いても議会を止めないために、タブ
レット端末やオンライン議会を先進
的に導入している取手市議会の取
り組みを学びました。

東日本大震災から１０年。自民
党座間議員団で追悼遊説活動を
実施しました。被災者を偲び、災
害に対しての備えの必要性を改めて
訴えさせていただきました。


