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第19回
いたばし協働･市民フォーラム

『コロナの世に自治体として何ができるか

～独自政策を考える､これまで そしてこれから～』

令和２年１１月１４日（土）
板橋区立文化会館 大会議室



新座市長 並木 傑
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マサル



新座市
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交通至便の地に在りながら、自然豊かな
住宅都市として発展を続けています！

新座市

当初
７万５千人余り

交通

人口

電車で､､､
さいたま市まで約１５分❕

池袋まで約２０分❕

現在
１６万６千人超
まで増加❕

１９７０年(昭和４５年)１１月１日
埼玉県で３０番目の市として誕生

本年11月に市制施行５０周年❕
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新座市と言えば、、平林寺
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新座市と言えば、、野火止用水
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新座市と言えば、、鉄腕アトム
(手塚プロダクション新座スタジオがあります。)

平成１５年４月７日に
特別住民になりました。
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新座市と言えば、、ゾウキリン

新座市イメージキャラクター

ゾウキリン
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新座市と言えば､､５つの鉄道が走るまち
東武東上線

有楽町線

副都心線

ＪＲ武蔵野線

西武池袋線
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新座市と言えば、、関越自動車道 新座料金所

いつも
渋滞・混雑しています、、、
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新座市の有名人

(左)重量挙げ 三宅宏実さん(観光親善大使)
(右)父・義行さん

女優 川島海荷さん

女優 故･竹内結子さん（新座北高校(廃校)卒業）

元レーシングドライバー 鈴木亜久里さん（新座高校卒業）

タレント
（元キングオブコメディ）

今野浩喜さん
(観光親善大使)
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新座市の現況

人口・世帯数（R2.10.1）

総人口 男性 女性 世帯数

166,220人 82,874人 83,346人 76,430世帯



新座市の年齢３区分別人口の推移
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◎ 大学(R元.5.1)令和元年度 学校基本調査結果
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◎ 小・中学校(R元.5.1)令和元年度 学校基本調査結果

◎ 高等学校(R元.5.1)令和元年度 学校基本調査結果

学校数 生徒数
５校

(公立３校、私立２校)
４,２７１人

(公立1,939人、私立2,332人)

学校数 児童・生徒数
小学校 １７校 ８,９４２人

中学校 ９校
(公立７校、私立２校)

４,７６６人
(公立4,037人、私立729人)

学校数 学生数
３校 １２,７５４人

◎ 専修学校(R元.5.1)令和元年度 学校基本調査結果

学校数 学生数
１校 ４４０人
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◎ 面積 22.78k㎡

1,382ha

(61%)

898ha

(39%)

都市計画区域面積（2,280ha）

市街化区域

市街化調整区域



新型コロナウイルス感染症
の世界的パンデミック

令和２年４月 緊急事態宣言が発令
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新座市のコロナ禍の現状
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◎ 月ごとの感染者(陽性確認者)数（埼玉県発表）

新座市

（人）

11月12日時点
累計：132名



◇地方創生臨時交付金を活用した

・市独自の緊急経済対策
・感染拡大防止対策

◇「新しい生活様式」に対応し､
今後を見据えたまちづくり

市民や事業所を守るため

を推進します。
19
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新座市の
緊急経済対策
感染拡大防止対策

主な事業をご紹介します。



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
活用事業費【第一次分・第二次分】

【第一次分】上限額 ３億４，８６０万円
事業総額 ５億３，２４８万円

【第二次分】上限額 ９億７，３７８万円
事業総額 １１億４，９５６万円

【第１弾】新座市緊急経済対策
（令和２年５月１３日公表分）

【第２弾】新座市緊急経済対策
（令和２年５月２６日公表分）

２億７，１０７万円

その他感染拡大防止対策
（令和２年５月２６日公表分）

１億５，５２９万円

【第３弾】新座市緊急経済対策
（令和２年６月２６日公表分）

【第４弾】新座市緊急経済対策
（新座市新型コロナウイルス感染症対策）

（令和２年７月３１日公表分）

７億２，８４８万円

４億２，１０８万円

１億０，６１２万円

【合計】上限額 １３億２，２３８万円
事業総額 １６億８，２０４万円 21



新型コロナウイルス感染症対策

新座市緊急経済対策
【第１弾】

（令和２年５月１３日公表）

第１弾事業総額：２億７，１０７万円
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① ひとり親家庭等支援金
【事業費：２，６１０万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

児童扶養手当受給世帯（生活保護世帯を除く。）であるひとり親家庭等を対象
に、１世帯当たり３万円を給付します。

② 就学援助準要保護世帯支援金
【事業費：２，１００万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

就学援助制度において準要保護世帯の認定を受けた世帯（①の対象となる世帯
を除く。）を対象に、１世帯当たり３万円を給付します。

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第１弾】
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③ 学校給食を活用した児童・生徒への昼食の提供
【事業費：７９７万円、令和２年５月事業完了】

休業が長引く市立小中学校の子ども達に、学校給食を活用した昼食を提供します。

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第１弾】

24

【軽食ウィーク】(5月21日(木))
マーブル食パン、みかんジュース、ヨーグルト

【手作りウィーク】（5月28日(木)）
牛乳、にんじんご飯、鶏の葱ソース、ミニトマト



④ 傷病見舞金
【事業費：６００万円、事業完了予定日：令和２年１２月３１日】

国民健康保険の被保険者のうち、傷病手当金の支給対象とならない方が、新型
コロナウイルス感染症に感染した場合に傷病見舞金を支給します。

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第１弾】

25

事業者の方へ
⑤ 事業者家賃支援金

【事業費：２億円、事業完了予定日：令和３年１月２９日】
国の持続化給付金の交付を受けた市内の事業者のうち、賃貸物件で事業を

営む事業者に対して、その家賃の４分の１を補助します。
（限度額１０万円／月、令和２年４･５月分）

新座市緊急経済対策【第１弾】



事業者の方へ 新座市緊急経済対策【第１弾】
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⑥ テイクアウト・デリバリー導入支援金
【事業費：１，０００万円、事業完了予定日：令和３年１月２９日】

市内の飲食店が、新たにテイクアウト及びデリバリーに取り組む場合に、
導入費用の一部を補助します。
対象経費の１０分の９を補助（限度額２０万円）



新型コロナウイルス感染症対策

新座市緊急経済対策
【第２弾】

（令和２年５月２６日公表）

第２弾事業総額：１億０，６１２万円
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① 一時的雇用の創出
【事業費： ５１９万円、令和２年１０月１６日事業完了】

減収した市民や市内大学生を支援するため、市が管理する歩道や公園の清掃
作業員を募集し、一時的に雇用します。

② 修学旅行等キャンセル料の補助
【事業費：５００万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

保護者の経済的な負担を軽減するため、修学旅行・林間学校の中止によりキャ
ンセル料が生じた場合は市が負担します。

③ 臨時休校に伴う自転車等駐車場使用料の還付
【事業費：４６２万円、令和２年９月３０日事業完了】

新座市営自転車等駐車場を定期利用している学生・生徒等に対し、令和２年４
月以降の臨時休校に伴う休校期間中の同施設の使用料を還付します。

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第２弾】
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④ 地域応援ぷらすクーポンの配布
【事業費： ６，８５８万円、令和２年１０月３１日事業完了】

市民の購買意欲の喚起や地元事業者への支援として、市内中小企業で使用
可能な２，０００円分のクーポンを全世帯に配布します。

事業者の方へ 新座市緊急経済対策【第２弾】
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多くの方々に御利用いただきました!!

クーポンの裏面に事業者や医療従事者等

の方々へのメッセージをいただきました!!

裏面



⑤ 創業者支援金
【事業費： ２，２００万円、 令和２年９月３０日事業完了】

持続化給付金の対象とならない令和２年１月以降に開業した事業者のうち、
感染症の影響で減収となった方に対し、支援金を支給します。
（法人：２０万円 個人事業主：１０万円）。

⑥ 保証料の補助
【事業費：７３万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

市の緊急運転資金融資を受けた中小企業に対し、その保証料を補助します。

事業者の方へ 新座市緊急経済対策【第２弾】
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新型コロナウイルス感染症対策

新座市緊急経済対策
【第３弾】

（令和２年６月２６日公表）

第３弾事業総額：７億２,８４８万円
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① 水道料金の基本料金４か月分の免除
【事業費：２億２，４３４万円、事業完了予定日：令和２年１２月２８日】

市民の経済的な負担を軽減するため、
水道料金の基本料金４か月分を免除します。

※ ８月請求分から１１月請求分までが
対象となります。

【計算例】
ご家庭のメーター口径が２０ｍｍの場合

１か月の基本料金６７０円×４か月×１.１０
⇒２，９４８円の免除となります。

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第３弾】
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～野火止浄水場～



② 出産育児特別給付金
【事業費：１億１，６７６万円、事業完了予定日：令和３年５月１５日】

国の特別定額給付金における給付対象基準日を過ぎて生まれた子どもを対象
として、１人当たり１０万円を給付します。
※ 令和２年４月２８日から令和３年４月１日までに生まれた子どもが対象

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第３弾】
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③ 拡充 ひとり親家庭等支援金
【第１弾事業費拡充分：３，４５９万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

第１弾緊急経済対策から支給対象者を拡大して、児童扶養手当を受給して
いない公的年金給付等受給者及び新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて
家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方を
対象に、１世帯当たり３万円を給付します。

市民の方へ 新座市緊急経済対策【第３弾】
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事業者の方へ

④ 中小企業者等支援金

【事業費：３億５，２７９万円、令和２年９月３０日事業完了】

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け減収した市内中小企業者等（個人
事業主を含みます。）を対象として、１事業者当たり１０万円を給付します。
※ 令和２年の任意のひと月と前年同月の売上高を比較して２０％以上減少
した事業者が対象となります。

新座市緊急経済対策【第３弾】



新型コロナウイルス感染症対策

新座市緊急経済対策
【第４弾】

（令和２年７月３１日公表）

第４弾事業総額：４億２，１０８万円
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新座市緊急経済対策【第４弾】市民の方々へ
① 医療従事者等へ地域応援ぷらすクーポンの配布

【事業費：１，３７４万円、令和２年１０月３１日事業完了】
コロナ禍においても事業継続に尽力している医療従事者、福祉事業従事者、

保育士等に対して、地域応援ぷらすクーポンを配布します。

② インターネット学習環境の整備支援
【事業費：１，７０２万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

準要保護世帯の児童・生徒に対して､インターネット学習環境の整備を支援します。

事業者の方へ
③ キャッシュレス決済導入支援金

【事業費：５００万円、事業完了予定日：令和２年１２月２５日】

令和２年４月以降に初めてキャッシュレス決済を導入する事業者に対し、
１事業者当たり５万円を給付します。

④ 経営アドバイザー事業
【事業費：２８０万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

各種事業者向け給付金及び助成金等の申請について、商工会が実施する個別
相談会に対し、支援します。

新座市緊急経済対策【第４弾】
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教育環境の整備
⑤ 公立学校への情報機器の整備
【既存拡充分事業費：１億４，３００万円】
【事業完了予定日：令和３年３月３１日】

児童・生徒が遠隔授業等を受けられる
環境づくりとして、児童・生徒一人１台
の端末を整備します。

⑥ 小・中学校の感染防止対策の更なる推進
【事業費：４，７７５万円】
【事業完了予定日：令和３年３月３１日】

教室や職員室に、扇風機、簡易間仕切り
及び網戸などを整備します。

新座市緊急経済対策【第４弾】



新座市緊急経済対策【第４弾】
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子育て･保育環境の整備
⑦ 保育施設の感染防止対策の推進

【事業費：６５０万円、 事業完了予定日：令和３年１月１日】
登降園時における保護者同士の接触の機会を減らすため、登降園管理システム

を導入します。

⑧ 児童発達支援センター(アシタエール)の感染防止対策の推進
【事業費：５０万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

通園児の感染防止のため、消毒液、マスク、飛沫防止透明パーテーションなど
を整備します。



⑨ テレワーク・Web会議の環境構築
【事業費：９，２３８万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

新しい生活様式への対応や３密を避けるため、テレワークやＷｅｂ会議の環境
を構築します。

⑩ ＲＰＡ導入による業務の効率化
【事業費：８４２万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

テレワークで対応できない個人情報処理業務をＲＰＡで自動化し、業務の
効率化を図ります。

⑪ 公共施設等の感染防止対策の更なる推進
【事業費：１，７１１万円、事業完了予定日：令和３年１月３１日】

市役所､保健センター､公民館などにおける更なる感染防止対策を推進します。

⑫ 非対面の納税環境の整備
【事業費：３６１万円、事業完了予定日：令和３年３月３１日】

Pay-easy（ペイジー）収納により、スマホ及びパソコンでの収納を可能とし
非対面の納税環境を整備します。

新座市緊急経済対策【第４弾】
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行政機能の強化
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新座市緊急経済対策（第1弾）進捗状況 (11月1日時点)

事業名（主なもの） 事業実績額 執行率

ひとり親家庭等支援金 2,400万円
（3万円×800世帯）

92％

就学援助準要保護世帯支援金 1,515万円
（3万円×505世帯）

72.1％

学校給食を活用した児童･生徒
への昼食の提供

◇２回実施（1回目:軽食､2回目:手作り)

415万7千円

【児童・生徒の利用割合】
軽 食(7,172食):47.4％
手作り(7,470食):48.4％

52.2％

傷病見舞金 60万円
（申請件数:3件）

10％

事業者家賃支援金 5,342万2千円
（申請件数:537件）

26.7％

テイクアウト・デリバリー
導入支援金

502万5千円
（申請件数:32件）

50.3％
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新座市緊急経済対策（第2弾）進捗状況 (11月1日時点)

事業名（主なもの） 事業実績額 執行率

一時的雇用の創出 50万2千円

◇草刈作業員２名を雇用
うち1名は､12月末まで
雇用を延長

9.7％

修学旅行等キャンセル料の補助 276万1千円

◇修学旅行キャンセル
小学校全17校
中学校全6校 で執行済

◇校外学習キャンセル
小学校２校 で執行済

55.2％

臨時休校に伴う自転車等駐車場
使用料の還付

442万1千円
（1,316件）

46.9％
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新座市緊急経済対策（第2弾）進捗状況 (11月1日時点)

事業名（主なもの） 事業実績額 執行率

地域応援ぷらすクーポンの
配布

クーポン取扱店への換金
60,898,950円

クーポン換金率：32.4％
※ 約50％になる見込み

75.7％

創業者支援金 1,200万円
申請件数：90件

(法人30件、個人事業主60件)

54.5％

保証料の補助 64万3,500円(補助交付予定額)
(1億9,800万円×0.65％×1/2)

1/2＝半年分

◇融資実行件数：28件
◇融資実行額：1億9,800万円

88.5％
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新座市緊急経済対策（第3弾）進捗状況 (11月1日時点)

事業名（主なもの） 事業実績額 執行率

水道料金の基本料金４か月分
の免除

1億6,833万9千円

◇影響額:2憶2,301万6千円

75％

出産育児特別給付金 4,040万円
（10万円×404名分）

35％

拡充 ひとり親家庭等支援金 252万円
(3万円×84世帯）

7.3％

中小企業者等支援金 2億6,860万円
(申請件数：2,686件)

76.1％
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新座市緊急経済対策（第４弾）進捗状況 (11月1日時点)

事業名（主なもの） 事業実績額 執行率

医療従事者等へ地域応援ぷらす
クーポンの配布

【配布先】
医療施設115、障がい者施設31
介護施設86、 保育園55
家庭保育室3、放課後児童保育室2
幼稚園9

キャッシュレス決済導入支援金 245万円
（申請件数:49件）

49％

経営アドバイザー事業 280万円

◇相談事業者数:179事業者
◇各支援金申請数:77件

100％

公立学校への情報機器の整備 令和3年3月末までに児童･生徒1人1台
に端末が整備できるよう契約済み
(小学生:約9,000人､中学生:約4,000人)
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新座市の財政状況



◇市税収入などの大幅な減少が予測される。

◇多くの自治体も同様の厳しい状況
⇒他自治体

財政調整基金の取り崩し等で対応
新座市

財政調整基金を全て取り崩しても
約25億円の財源不足

46
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◇歳出 524億5,400万円

◇歳入･歳出の差額
△24億4,300万円 (歳出 524億5,400万円－歳入 500億1,100万円)

令和3年度当初予算の試算

◇歳入 500億1,100万円
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新座市の近年の財政状況
・平成20年度からの10年間で､歳出総額が約170億円増額

・そのうち半分程度の約81億円は生活保護費や児童福祉費

などの扶助費の増加分（社会保障関連経費）

・人件費は削減に努め､約６億円の減



県内他市との財政状況の比較
◇県内40市で､人口一人当たりの歳出額の内訳を比較

・扶助費が｢3位｣と非常に高い。

・一方、人件費は｢39位｣､委託料などの物件費は｢40位｣
と非常に低い。

⇒ 職員数や委託費等を抑制し､社会保障関連のサービス
の充実を図ってきたことが見て取れる。
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近年における財源不足の補填状況
・人件費の削減等の様々な歳出抑制の取組を行ってきたが､
歳出が歳入を上回る厳しい財政運営を強いられてきた。

・平成30年度当初予算においては、市有地の売払いで

約２億円、貯金の取崩しで約２０億円の補塡を行った。
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市有地の売却

51

・平成25年度から平成30年度までの６年間で､野火止公民館
跡地や旧新座小学校跡地を売り払い､約３７億円の収入を確保

しかし､売却できる市有地にも限りがあるため､今後は
土地の売払いに大きな期待はできない状況



財政調整基金の残高の推移

52

財政調整基金･･･経済事情の変動等による減収や自然災害など
の不測の事態に備えるための重要な貯金

本市の規模であれば３０億円程度は持っておきたいところ
だが､平成24年度当初予算成立時に約１４億円あった残額が､
平成30年度当初予算成立時には約３億4,000万円と大幅に減少

※毎年のスタート時点(4月1日時点)の貯金が減り続けています。



近隣3市との基金の比較

・近隣3市と比較し､極めて少額
・人口一人当たりの基金額も最も9,000円と､最も少ない
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◇財政非常事態宣言

◇財政再建戦略会議を設置

◇ウィズコロナ･アフターコロナ
に向けた取組

この事態を乗り越えるために、、、



財政非常事態宣言
６つの視点に基づいて事業の見直しを行う。

① 人件費の削減

② 本市独自事業全般の見直し(廃止､休止､縮小 等)

③ 土地区画整理事業の一時停止や先送り

④ 市民の安全確保等以外の工事を先送り

⑤ 公共施設の運営のあり方の見直し

⑥ 各種補助金の削減
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財政再建戦略会議

◇危機的状況を早期に解決するため、
庁内に財政再建戦略会議を設置

◇徹底した経費削減はもとより、
全ての事業をもう一度見直し､事業
の廃止や休止、縮小などを行い、
事態の打開を図る。



◇ デジタルトランスフォーメーション
⇒小･中学校の児童生徒に１人１台ＰＣを導入
⇒リモートワーク､リモート会議の推進 など

◇ 市役所の働き方改革(業務の効率化)
⇒脱ハンコ、５Ｓ２Ｋの徹底 など

◇ 新しい生活様式の実践

◇ 高齢者への感染症対策

◇ 安心･安全のまちづくり
⇒防災･危機管理、医療体制の整備

57

ウィズコロナ･アフターコロナ
に向けた取組
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