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平成２８年度新座市小学生議会 

 

              平成２８年１０月１日（土）午後１時３０分開会 

 

第一 開会の宣告 

第二 会期の決定 

第三 市長開会の挨拶 

第四 執行部の紹介 

第五 小学生議員の一般質問（通告順） 

 

出席議員 ３４名 

 

   石 神 小 学 校 荒牧きらり議員  茂木 巡 議員 

   新 開 小 学 校 遠藤 琴羽議員  佐藤 光希議員 

   栗 原 小 学 校 山田 菜月議員  篠原 明然議員 

   陣 屋 小 学 校 金内 春寧議員  山木 凜花議員 

   新 座 小 学 校 長谷川 綾議員  石﨑 響太議員 

   大和田小学校 池上晃太朗議員  本田 愛実議員 

   片 山 小 学 校 柴田 萌里議員  堀 野乃花議員 

   第 四 小 学 校 澤田 唯杏議員  川上 翼 議員 

   八 石 小 学 校 番場 美琴議員  吉田 千紘議員 

   東 北 小 学 校 村井 結季議員  松本 拓希議員 

   野火止小学校 牧野 由茉議員  山本 珠優議員 

   野 寺 小 学 校 青山然之丞議員  金谷 賢柊議員 

   池 田 小 学 校 水田 耀太議員  澤邊 千弥議員 

   新 堀 小 学 校 松田穂乃花議員  瀬戸 涼雅議員 

   西 堀 小 学 校 大竹 遼真議員  石原 八雲議員 

   東 野 小 学 校 鈴木 寛 議員  萩元 彩寧議員 

   栄 小 学 校 荒木 陽介議員  逸見 康太議員 

 

欠席議員 なし 

 

第六 市長閉会の挨拶 
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第七 閉会の宣告 

 

説明のため出席した者の職氏名 

 市 長     並木 傑     副市長     山﨑 糧平 

 教育長     金子 廣志 

 総務部長    遠山 泰久    企画財政部長  永尾 郁夫 

 市民環境部長  大塚 力也    経済観光部長  広瀬 達夫 

 福祉部副部長  鈴木 義弘    健康増進部長  富岡三樹男 

 都市整備部長  竹之下 力    上下水道部長  橋本 吉弘 

 教育総務部長  大熊 正     学校教育部長  菅野 潤一 

 会計管理者   江原 達夫    選挙管理委員会事務局長 宇家 孝芳 

 監査委員事務局長 三上 文子 

 

議会事務局職員出席者 

議会事務局副局長 河尻 広海 

 

教育委員会事務局職員出席者 

 指導課副課長兼係長兼指導主事 鶴田 千尋 

 指導課専門員    浅田 敦子 

 

秘書広聴課職員出席者 

 秘書広聴課長 齋藤寿美子    秘書広聴課 山﨑みなみ 

 秘書広聴課  西岡由希子 
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◎開会及び開議の宣告 

                           （午後１時３０分） 

〇議長（松本拓希議員） こんにちは。ただいまの出席議員は３４名です。 

  本日招集されました平成２８年度新座市小学生議会を開会し、直ちに本日の

会議を開きます。 

  本日、小学生議会前半の議長を務めさせていただきます東北小学校の松本拓

希です。よろしくお願いします。 

  本日の日程は、お手元に印刷配布しました日程表のとおりです。 

 

◎会期の決定 

 

〇議長（松本拓希議員） 日程第１、会期の決定を議題とします。 

  平成２８年度新座市小学生議会の会期は、本日１日間としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 御異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間と決定しました。 

 

◎市長開会の挨拶 

 

〇議長（松本拓希議員） 続きまして、市長から挨拶のため発言の申出がありま

したので、許可します。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） 皆様、こんにちは。新座市長の並木傑でございます。 

  本日は、平成２８年度小学生議会と銘打ちまして、市内１７校の小学校の代

表の皆様に議員になっていただき、小学生議会を開会することといたしました。

開催に当たりましては、各小学校の校長先生を始め、御指導いただきました先

生方、また保護者の皆様など多くの方々の御協力を頂きました。また、本日多

くの皆様に傍聴にお越しいただきましたことを厚く御礼申し上げる次第でござ

います。 

  本日は、通常行われております新座市議会と同じような進め方で、東北小学

校の松本拓希議員、石神小学校の荒牧きらり議員の２人に議長をお願いしてい
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るところでございます。 

  どうか皆さん、限られた時間ではありますが、本当の議員になったつもりで、

思い切って市長そして市の幹部職員に皆様の考えていることをぶつけていただ

きたいと思います。私たちも真剣に受けとめて、しっかりとお答えをしてまい

ります。 

  なお、市長の答弁を聞いて、こういう点はどうなのだろうといった疑問点や、

こうしたらよいのではという御提案がございましたら、１回に限り再質問をし

ていただくことができますので、遠慮なく再質問をお願いしたいと思います。 

  新座市では、現在、「住んでみたい・ずっと住み続けたい・魅力ある快適みら

い都市」の実現に向けてまちづくりを進めております。皆様も将来の新座市を

担う市民の一人として、是非まちづくりに積極的に御参加いただきたいと 

思っております。 

  小学生の皆様のフレッシュな視点からの御提案を期待して、開会の挨拶とさ

せていただきます。それでは、今日１日よろしくお願いします。 

 

◎市職員紹介 

 

〇議長（松本拓希議員） ここで、本日出席されている執行部の皆さんの紹介を

遠山総務部長からお願いします。 

  総務部長。 

〇総務部長（遠山泰久） それでは、本日の平成２８年度新座市小学生議会に出

席をしております市の職員を御紹介したいと思います。 

  まず、ただいま挨拶を申し上げました市政全般の最高責任者であります並木

傑市長でございます。 

〇市長（並木傑） よろしくお願いします。 

〇総務部長（遠山泰久） 続きまして、市長の補佐役を担っております副市長の

山﨑糧平でございます。 

〇副市長（山﨑糧平） よろしくお願いします。 

〇総務部長（遠山泰久） 続きまして、皆様と直接関係の深い教育行政の責任者

であります教育長の金子廣志でございます。 

〇教育長（金子廣志） 皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。 

〇総務部長（遠山泰久） 次に、小学生議員の皆様に配布させていただきました

座席表を参考にしていただきたいと思いますが、まず市政推進に当たりまして
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各事業の責任者であります各部長、局長及び会計管理者でございます。よろし

くお願いします。 

  続きまして、本日の小学生議会のお手伝いをさせていただきました秘書広聴

課及び教育委員会指導課職員一同となっております。本日はよろしくお願いい

たします。 

  以上でございます。 

 

◎一般質問 

 

〇議長（松本拓希議員） 日程第２、一般質問を行います。 

  質問は、通告書に記載してある順に行います。質問内容は、はっきりと、ま

た答弁も明確にお願いします。 

  なお、質問時間ですが、１校当たり４分程度でお願いします。 

 

◎石神小学校 荒牧きらり議員、茂木巡議員 

〇議長（松本拓希議員） それでは、石神小学校１番荒牧きらり議員、２番茂木

巡議員の一般質問を許可します。 

  １番荒牧きらり議員、２番茂木巡議員。 

  〔１番（荒牧きらり議員）、２番（茂木巡議員）登壇〕 

〇１番（荒牧きらり議員） 石神小学校の荒牧きらりです。 

〇２番（茂木巡議員） 茂木巡です。 

  これから一般質問を行います。 

  僕たちは、「住んでよし、訪れてよし」の観光都市にいざづくりのために二つ

のことを提案します。 

  一つ目は、「妙音沢をライトアップ」することです。妙音沢は平成名水百選に

選ばれ、貴重な生物や植物が見られます。去年は新種の桜、妙音沢旗桜が発見

され話題にもなりました。 

  ライトアップは、毎年桜の見頃である春に行います。春の暖かい気候とライ

トアップされた美しい桜は、多くの人の心を和ませることでしょう。多くの人

に来ていただくため、駅などにＰＲパンフレットや看板を設置したり、新聞や

テレビ、インターネットで紹介してもらったりするとよいでしょう。 

〇１番（荒牧きらり議員） 二つ目は、野菜パティシエールによるスイーツづく

りと販売です。 
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  これが、私が考えたスイーツです。私が調べた資料では、平成２年に市全体

の２８％もあった畑の面積が、平成２７年１月現在１７．５％まで減少してい

ます。新座の特産物を守り、いかしながら、この新座の魅力を知ってもらうた

めに、ニンジンやホウレンソウをいかしたスイーツを幾つか開発する必要があ

ると思います。スイーツは、いつの時代も人の心を捉え、多くの人を引き寄せ

る魔法の力を持っています。ふるさと新座館や駅、平林寺前のお店に加え、車

が多く通る道に「道の駅」をつくって販売すると、更に良いのではないで 

しょうか。 

  私たちは、この新座が大好きです。それだけに多くの人に来てもらい、新座

の良さを知ってもらいたいと思います。 

〇１番（荒牧きらり議員）・２番（茂木巡議員） 私たち、僕たちの明るい未来と

新座のために夢をかなえてください。 

〇１番（荒牧きらり議員） これで１回目の質問を終わります。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） 石神小学校、荒牧きらり議員、茂木巡議員の御質問にお答え

を申し上げます。 

  御質問を頂きました妙音沢につきましては、市場坂の黒目川沿いにあり、斜

面の雑木林と湧水があります。市では、この貴重な緑を保全するため、法律に

基づいて妙音沢特別緑地保全地区に指定をしております。妙音沢地区では、イ

チリンソウ、ニリンソウ、カタクリ、キツネノカミソリなど多くの希少な植物

が見られますが、特に大沢、小沢沿いでは、人が多く歩くことから生じる地面

の踏み固めが植物の生育に影響を及ぼす状況となっておりますので、これら植

物の保護を目的に、平成２４年度に木道を整備したところでございます。 

  また、町内会やボランティアの皆様の御協力を頂き、ごみの一斉撤去作業を

行う妙音沢緑地クリーンアップ作戦を平成１６年度から実施するとともに、緑

地の維持管理のため、下草刈り活動を平成１７年から実施しております。更に、

緑の保全巡視員というボランティアの方々の保全巡視活動により、緑地内の動

植物の持ち出しや、ごみの不法投棄を監視いただくとともに、防犯の面でも御

協力を頂いております。新座市としましては、こうした清掃活動、保全活動を

続けることで、妙音沢の貴重な緑と湧き水を守っていきたいと考えております。 

  また、こうした活動の中、平成２６年４月に妙音沢緑地内で桜の新品種が発
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見をされました。妙音沢旗桜でございます。御覧になっていただきたいと思い

ます。推定樹齢４５年、樹高約１０メートル、幹周りが１４０センチ、桜の種

類は大島桜系統の薄重ね大島に属する桜で、花びらの数が、増えている変異個

体の桜でございます。妙音沢は民話でも有名であり、歴史的な地名にちなんで、

この桜の個体に対し、妙音沢旗桜の名前がつきました。 

  荒牧議員、茂木議員の御提案のように桜のライトアップができれば、更に観

光客を呼ぶことができるでしょう。しかし、妙音沢は駅から交通アクセスが悪

いことや、目標となる周辺施設や出入り口の分かりづらさのほか、現在、トイ

レ、休憩施設がございません。これらの施設の早急な整備が求められる一方で、

特別緑地保全地区としての自然保護を進める必要があるなど数々の課題がござ

います。両議員の御提案につきましては、この先いろいろと研究させていただ

きたいと思います。 

  いずれにいたしましても、新座市では市民の皆様からも愛される緑豊かな新

座市になるように努力してまいりますので、皆さんも緑を大切にする気持ちを

大事にしていただきたいと思います。 

  次に、二つ目の御提案でございます。ニンジンやホウレンソウをいかしたス

イーツの開発について、新座の特産品を知っていただくために、とても有効な

方法であると思います。新座市では、市内にある優れた商品を新座ブランドと

して認定をしております。広く市内外に発信することにより、本市のイ 

メージの向上、市内の産業振興及び地域経済の活性化を図ろうという事業を実

施しており、昨年度はお土産になる新座ならではの食分野の商品１０品を認定

いたしましたが、この中には新座産のニンジンを使ったスイーツである「里神

楽（さとかぐら）」が含まれております。また、新座市ではホームページでレシ

ピを紹介するという取組を行っており、この中でもスイーツを紹介しておりま

す。 

  例えば、新座観光親善大使をお願いしているおうち料理研究家、みきママさ

ん、藤原美樹様が考案した「にんじんケーキ」、フランス料理シェフの高橋義男

先生が考案した新座でとれるニンジンを使った「クリスマスケーキ（ブッシュド

ノエル）」、あるいは十文字学園女子大学の学生が考案した「まるごとぶどうの

ワインゼリー」、「にんじんスコーン」、「ほうれん草のシフォンケーキ」などで

ございます。さらに、新座市のイベントで販売されているスイーツもございま

す。新座市にある十文字学園女子大学の学生で構成されている「さつまいもプ

ロジェクト」では、新座産のサツマイモを使ったケーキやクッキー、「スノー 
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 ボール」でございますけれども、焼き菓子を考案し、市のイベントで販売をし

ております。現在、新座の代表的な農産物であります里芋を使ったスイーツの

研究も進めております。市としましては、今後も市内業者や市内大学等、様々

な機関と連携しながら、スイーツの開発に取り組んでまいります。 

  また、「道の駅」を創設し、販売するという御提案ですが、ふるさと新座館に

ある新座農産物直売センター、新座市片山農産物直売所を活用し、新座の特産

物、新座の魅力をＰＲしてまいります。この度は貴重な御提言を頂き、誠にあ

りがとうございました。１回目の答弁を終わります。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で石神小学校１番荒牧きらり議員、２番茂木巡議

員の一般質問を終わります。 

 

◎新開小学校 遠藤琴羽議員、佐藤光希議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、新開小学校３番遠藤琴羽議員、４番佐藤光希

議員の一般質問を許可します。 

  ３番遠藤琴羽議員、４番佐藤光希議員。 

  〔３番（遠藤琴羽議員）、４番（佐藤光希議員）登壇〕 

〇４番（佐藤光希議員） 新開小学校の佐藤です。 

〇３番（遠藤琴羽議員） 遠藤です。 

〇４番（佐藤光希議員） これから一般質問を行います。 

  現在、地球温暖化が進行しています。この地球温暖化が環境問題の中でも特

に大きな問題であることを、調べ学習を通して知りました。また、東京都とそ

の周辺ではヒートアイランドという現象が進んでいるようです。このような状

態をただ見ているだけではなく、私たち一人一人ができることを見付け、実行

していくことが大切であると考えます。 

〇３番（遠藤琴羽議員） そこで、私たちが提案したいのは学校の屋上の活用で

す。新座市の小中学校の緑化率は約１２％と余り高くないそうです。私たちの

新開小学校区には、住宅地の周りにまだ雑木林もたくさん残っています。校庭

の築山には大きなエノキの木があり、私たちの生活に潤いや安らぎを与えてく

れています。さらに、緑のカーテンづくりにも取り組んでいますが、広い屋上

は全く活用されていません。 

  そこで、私たちの新開小学校の屋上緑化を検討していただけないでしょうか。
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コンクリートの屋上を緑に変えることで、ヒートアイランド現象を緩和するこ

とができるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

〇４番（佐藤光希議員） もう一つ提案したいのは、各家庭での緑のカーテンの

設置の推進です。具体的には、緑のカーテンに適したゴーヤの種を、ゴーヤを

使った緑のカーテンの育て方やつくり方、ゴーヤの料理のレシピなどを載せた

チラシと一緒に学校で配布するという方法を考えました。新座市では「緑の 

カーテン」写真展を行っているようですが、夏休みのコンクールとしてＰＲし、

小学生がもっと積極的に参加できるようにしてはいかがでしょうか。御検討を

お願いします。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） 新開小学校の遠藤琴羽議員、佐藤光希議員の御質問にお答え

を申し上げます。 

  屋上緑化の件につきましては、教育長のほうから答弁をさせていただきます。

私は、緑のカーテンについてお答えをいたします。 

  新座市で平成１９年度から実施している「緑のカーテン」は、ゴーヤやアサ

ガオ類などのつる性植物をネットに絡ませ、カーテン風に仕立てたもので、見

た目が涼しげなだけでなく、植物が間近にあることで森の中にいるような気分

が味わえます。さらに、周辺の気温や室温を下げる効果もあり、節電効果も期

待できます。そこで、市の公共施設への緑のカーテンの設置を進めてきており

ます。 

  遠藤議員、佐藤議員が通われている新開小学校につきましては、校舎の構造

上、緑のカーテンを設置することが難しい状況のようでございます。しかしな

がら、今年も市内の小中学校１７校が緑のカーテンを設置し、生徒の皆さんに

も慣れ親しんでもらっております。 

  さて、学校でゴーヤによる緑のカーテンのつくり方や、ゴーヤ料理のレシピ

を載せたチラシを配ってはどうかという御提案を頂きました。現在新座市では、

ゴーヤの種の植え替え時期前である５月に、市役所１階の渡り廊下で緑のカー

テンの育成方法の展示と、ゴーヤの種の配布を行っておりますが、より多くの

方に緑のカーテンのつくり方を知ってもらえるよう、市のホームページ上でつ

くり方を掲載して内容の充実を図るとともに、生徒の皆さんにももっと緑の 
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カーテンに興味を持ってもらえるよう、各学校を通じて協力をお願いしたいと

思っております。ゴーヤの種については、なかなか毎年全生徒にお配りをする

ことは費用の問題もありまして難しいので、御希望の際は、数に限りがありま

すが、５月の市役所１階渡り廊下での無料配布を御利用いただきたいと思いま

す。 

  次に、緑のカーテン写真展を夏休みコンクールとしてＰＲしてはどうかとい

う御提案を頂きました。緑のカーテン写真展は、緑のカーテンが終わった９月

に市役所渡り廊下で、広く市民の方から募集した写真を展示するイベントでご

ざいます。コンクールという形をとってしまいますと、優劣をつけるような形

になってしまいますので、これまでどおりの形で継続していきたいと思ってお

ります。今後も皆様からの応募をお待ち申し上げております。この度は貴重な

御提言を頂き、誠にありがとうございました。 

  なお、学校の屋上緑化につきましては、教育長から御答弁を申し上げます。

ありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 新開小学校の遠藤琴羽議員、そして佐藤光希議員から御

質問を受けましたので、お答え申し上げます。 

  地球温暖化の対策として、学校の屋上緑化を進めてはどうかという御提言で

ございますが、地球温暖化を防止するための様々な対策を進めることは、大変

重要であると私どもも考えております。１９９７年に、京都で各国の代表が集

まりまして、ＣＯ２（二酸化炭素）を減らす国際条約である京都議定書が発効

されました。そして、様々な取組が各国でなされているわけであります。 

  このまま地球温暖化が進みますと、南太平洋に浮かぶツバルという国は、海

底に沈んでしまうというような状況になりかねないと言われています。地球温

暖化によって、南極や北極の氷が解けて海面上昇が起こって、どんどん大陸が

浸食されていくということでございますので、地球温暖化を防止することは、

持続可能な社会を維持していくためには、極めて大事なことだと思います。 

  さて、両議員から、学校の屋上の緑化について御提言がございました。新座

市内におきましては、第四小学校が平成１５年に新しく校舎を増築をしました。

この増築校舎の屋上は、もう既に緑化がなされています。しかしながら、屋上

緑化を全ての学校に実施をするということになりますと、いわゆる緑化をする

ためには土を屋上に敷かなければなりません。そうすると、大変重量が屋上に
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かかってくる。校舎全体に重量がかかってくると、耐震性、つまり地震が来た

ときに、上が重いので校舎が崩れてしまう心配も出てくるわけですね。新座の

小中学校の校舎は、全て耐震工事を行っておりますから、阪神・淡路大震災程

度の地震が来ても崩れない設計になっていますが、そこに新たに土を盛って屋

上を緑化すると、今度はその耐震性が危うくなってしまう。もしかしたら、大

きな地震が来たら崩れてしまう可能性が出てきてしまいます。そのために、現

在の校舎に緑化を進めるということはなかなか難しい問題が出てきます。 

  現在では、コルクを使ってマットを敷いて軽くしながら屋上緑化を進めると

いう工法もできていますけれども、まだ完成されたものではありません。その

ため、今すぐに屋上の緑化を工事することは大変難しい状況にありますけれど

も、今後大規模改修工事と合わせまして、議員から御提案いただきました屋上

の有効活用については検討してまいりたいと思います。 

  また、ヒートアイランド現象の対策として、ミストシャワーを設置している

学校も数多くあります。また、緑のカーテン、そしてスプリンクラー等設置を

し、学校教育林の整備も行っているところでございます。 

  今後も地球温暖化について、学校として皆さんと一緒に何ができるかという

ことを考えていきたいというふうに思います。貴重な御提言ありがとうござい

ました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で新開小学校３番遠藤琴羽議員、４番佐藤光希議

員の一般質問を終わります。 

 

◎栗原小学校 山田菜月議員・篠原明然議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、栗原小学校５番山田菜月議員、６番篠原明然

議員の一般質問を許可します。 

  ５番山田菜月議員、６番篠原明然議員。 

  〔５番（山田菜月議員）、６番（篠原明然議員）登壇〕 

〇５番（山田菜月議員） 栗原小学校の山田菜月です。 

〇６番（篠原明然議員） 篠原明然です。 

〇５番（山田菜月議員） これから一般質問を行います。 

  私たちは、『「住んでよし、訪れてよし」の観光都市にいざづくり』のために、

ふるさと納税をもっとＰＲすることを提案します。そのための方法の一つとし
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て、新座市のゆるキャラであるゾウキリンをたくさん活用することをお願いし

たいです。 

  こちらは、新座市の魅力を伝える「食」１０品が新座ブランドとして認定さ

れているものです。にんじんうどんや「里神楽（さとかぐら）」というお菓子な

ど、どれも新座にちなんだ品です。「新座ブランド」は、ふるさと納税のお返し

として活用されていますが、そのパッケージにゾウキリンを載せるのはどうで

しょうか。かわいらしいゾウキリンのパッケージがつくだけで、「新座ブランド」

の魅力が倍増します。 

〇６番（篠原明然議員） 次に、ふるさと納税でのお返しの一つとして、ゾウキ

リングッズを加えてはどうでしょうか。インパクトを与えるため、ゾウキリン

雑巾、ゾウキリンスポンジ、ゾウキリンモップなどのお掃除グッズを納税額に

応じてお返しします。そうすることにより、私たちの大好きな新座市のかわい

いゆるキャラを知ってもらうことができます。また、お掃除グッズを手にした

人は、毎日の家事にゾウキリンが登場し、嬉しくなると思います。 

  新座市のゆるキャラのゾウキリンを広く活用することで、ふるさと納税の魅

力が増し、新座市に納税してくれる人が増えると思います。また、ふるさと納

税をきっかけとして、新座市の魅力を知った多くの人が観光に来てくれること

が期待できます。 

  「新座市に行ってみたい」と思えるようなふるさと納税のＰＲに、是非、新

座市のゆるキャラであるゾウキリンの活用をお願いしたいです。 

〇５番（山田菜月議員） 以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、栗原小学校の山田菜月議員、篠原明然議員の御質

問にお答えをいたします。 

  始めに、新座ブランド認定品のパッケージにゾウキリンを載せる御提案につ

いてお答えをいたします。認定品はお土産になる新座ならではの一品で、食品

そのものはもちろんのこと、パッケージまで事業者の皆様が丹精を込め、こだ

わりを持って完成されたものでございます。また、このＰＲを図るため、新座

市の花であります、コブシの花をモチーフに、高級感を出し、和の雰囲気や職

人の手づくり感を演出したブランドのイメージをあらわす印象的で親しみやす

いロゴマークを定め、商品に張りつけてブランド力の向上に努めているわけで
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ございます。 

  このことから、完成されたこだわりの商品と、このロゴマークによって新座

ブランドの定着化を図っていきたいと考えておりますので、ここにはゾウキリ

ンを載せるなど手を加えずに、ふるさと納税の返礼品や販売品としていきたい

と考えております。 

  次に、ゾウキリングッズにつきましては、新座市産業観光協会で製造販売を

行っております。これまで様々なグッズを販売してまいりました。山田議員、

篠原議員に御提案いただいたお掃除グッズは、今までにない、とてもおもしろ

い発想だと思います。現在、市役所の若手職員によって新座市観光都市づくり

推進員ゾウキリンＰＲ隊を結成し、活動の一環として新商品の開発を 

行っておりますが、一つのアイデアとして、今後検討させていただきたいと 

思っております。ありがとうございます。 

  また、新座市ではゾウキリンが皆様にますます愛され、新座市を市外や県外

でもっと知っていただくため、イベントへ積極的に参加するなどＰＲに努めて

おります。１０月２４日までは、ゆるキャラグランプリにエントリーし、上位

に進出して、ゾウキリンや新座市の知名度をもっと向上させたいと思っており

ます。まだ４０位前後でございますので、新座市民の皆様、ゾウキリンにスマ

ホ等で１票を投じていただきますよう、市長からも厚くお願い申し上げる次第

でございます。 

  次に、ふるさと納税制度の返礼品について答弁をさせていただきます。ふる

さと納税制度は、今は都会に住んでいても、自分が生まれ育ったふるさとに幾

らでも納税し、ふるさとを応援できる仕組みがあってもよいのではないかとい

う考えから始まった制度でございます。この制度の特徴は、都会から地方への

ふるさと納税が進むことで、全国の様々な地域が元気になると期待できること、

また自分の生まれたふるさとに限らず、寄附するまちが選べる制度になってい

るため、様々なまちの特徴や魅力を知るきっかけになるところでございます。

そのため、全国各地の市などでは寄附で集まったお金を使ってどんな取組をし

ようとしているのかをＰＲしたり、地域の特産品や宿泊券、体験ツアーをお礼

品として用意するなど、全国に寄附を呼びかけております。 

  新座市でも、新座産野菜や新座ブランド認定品をお礼品として用意し、まち

づくりを応援してくださる方々からの寄附を募っておりますが、山田議員と篠

原議員の御提案のようにお礼品の内容を工夫することは、本市の魅力をたくさ

んの人に知ってもらうきっかけになり、ふるさと納税の件数の増加につながる
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と考えております。そこで、御提案のあったゾウキリングッズなど、新座市を

ＰＲできるようなお礼品の追加を考えていきたいと思っております。これから

もふるさと納税を活用して、新座市の魅力を全国にＰＲしていきたいと思って

おります。 

  今後も観光都市にいざづくり推進のため、御協力くださいますようよろしく

お願いいたします。貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で栗原小学校５番山田菜月議員、６番篠原明然議

員の一般質問を終わります。 

 

◎陣屋小学校 金内春寧議員、山木凜花議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、陣屋小学校７番金内春寧議員、８番山木凜花

議員の一般質問を許可します。 

  ７番金内春寧議員、８番山木凜花議員。 

  〔７番（金内春寧議員）、８番（山木凜花議員）登壇〕 

〇７番（金内春寧議員） 陣屋小学校の金内春寧です。 

〇８番（山木凜花議員） 山木凜花です。 

〇７番（金内春寧議員） これから一般質問を行います。 

  私たちは、「住んでよし、訪れてよし」の観光都市にいざづくりをテーマに質

問させていただきます。 

  私たちは、道の駅「にいざ」の整備計画に地元の小学生の意見も反映させる

ことを提案します。その理由は、小学生が計画に参加することで、新座に興味

を持ち、「ずっと住み続けたい」と思うことができ、更に道の駅で新座の魅力を

アピールできれば、観光客の方々に「また訪れたい」と思ってもらえて、新座

がより良いまちになると考えるからです。 

  新座市のホームページによると、アクションプランの５８番に、「地下鉄１２

号線の新座市内への延伸に合わせて、馬場地区周辺に（仮称）道の駅『にいざ』

の整備を行う」とあります。現在、道の駅は県内に１９か所ありますが、周辺

の市町村にはありません。新座の魅力をアピールする良い場になると思います。 

〇８番（山木凜花議員） そこで、陣屋小の６年生にアンケートをとったところ、

道の駅に、小学生が描いた平林寺の絵を飾れるギャラリーを設置する、新座市

が一望できる展望台をつくる、ふるさと新座館と連携して野菜の直売を行う、
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ニンジンを使ったケーキやアイスなどが食べられるようにする、子どもたちが

遊べるアスレチックや遊具などを設置する、フリーマーケットができるように

する、ゾウキリンと写真が撮れたり、グッズを販売したりするなどの案が出さ

れました。 

  これらの案だけでなく、市内の小中学生や保護者の意見を反映させれば、み

んなでつくる「住んでよし、訪れてよし」の観光都市にいざづくりの絶好の機

会になると考えますが、いかがでしょうか。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） 陣屋小学校、金内春寧議員、山木凜花議員の御質問にお答え

いたします。 

  新座市では、鉄道の駅から離れた地域を便利にすることや、馬場地区や野火

止二丁目地区といった新座市中央部のまちづくりを進めるため、大江戸線を新

座市内へ延ばす活動をしております。大江戸線を新座市内に延ばすためには、

大江戸線が新座市に来たらどんな素晴らしいまちになるかを説明して、できる

だけ多くの人に興味を持ってもらうことが大切です。そこで、新座市では新し

く設置する駅周辺のまちづくりの案を作成し、将来のまちづくりの予定につい

て、広く様々な方々にアピールしているところでございます。 

  さて、このまちづくり案では、道路や住宅地などの整備に加えて病院や大学、

商業施設、公園等の配置も考えており、多くの人を新座市に呼び込むことを目

指しております。その中の一つとして、関越自動車道の近くに道の駅を設置す

ることといたしております。これは、関越自動車道からスマートインターチェ

ンジの設置をいたしまして、そのスマートインターから下りてきた車を対象に

道の駅を設定するというようなことでございます。この道の駅は、ドライバー

が休憩するだけの場所ではなく、道の駅自体が目的地となるような施設にした

いと考えております。市民の皆様や市内の会社、学校とも協力してイベントを

行ったり、にんじんうどん打ち等の体験イベントや観光情報のお知らせ、特産

品の販売などを行い、多くの人に新座市の良いところを知ってもらえるような

施設にすることを目指しております。 

  現時点では、地下鉄が延びることが決まったときに実現するまちづくりの案

の段階でございますが、道の駅につきましてはまだまだ考えていかなければな
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らない多くの課題がございます。より良い施設にするためには、多くの人たち

の考えを聞きながら話し合いをしていかなければなりません。金内議員、山木

議員から御提案いただきましたように、新座市内の小学生や中学生の皆さん、

保護者の方々を含め、多くの人から意見や御提案を出してもらいたいと考えて

いるところでございます。この度は、貴重な御提言をありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で陣屋小学校７番金内春寧議員、８番山木凜花議

員の一般質問を終わります。 

 

◎新座小学校 長谷川綾議員、石﨑響太議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、新座小学校９番長谷川綾議員、１０番石﨑響

太議員の一般質問を許可します。 

  ９長谷川綾議員、１０番石﨑響太議員。 

  〔９番（長谷川綾議員）、１０番（石﨑響太議員）登壇〕 

〇９番（長谷川綾議員） 新座小学校の長谷川綾です。 

〇１０番（石﨑響太議員） 石﨑響太です。 

〇９番（長谷川綾議員） これから一般質問を行います。 

  私たちは、市民参加のまちづくりをテーマに、子どもから大人までが一緒に

活動できるイベント「新座市ギネスに挑戦」の開催を提案します。 

  このイベントを開くことで、二つのメリットがあります。一つ目は、小さな

子どもからお年寄りまでがお互いに協力し合ったり、楽しく会話を交わすこと

で、市民同士の仲がもっと仲良くなるということです。二つ目は、イベントの

中で新座市の特産品を使うことにより、市内の人はもちろん、ほかの市や県の

人たちにも新座市のことをＰＲする良い機会になると考えます。 

〇１０番（石﨑響太議員） ギネスの種目は、新座市の特産品であるニンジンを

使ったものが良いと思います。例えば、ニンジン速むき競争、ニンジンの皮の

長さ比べ、巨大ニンジンを育てよう、ニンジン料理を時間内に何品つくれるか

など、誰でも参加できて、見ている人でも楽しめるものが良いと思います。ま

た、当日参加だけでなく、年間を通じてエントリーできたら、更に活動の輪が

広がると思います。 

  大会が終わった後、そのときの記録や写真を広報紙やパンフレット以外にも

インターネットなどで紹介すれば、遠くに住んでいる人も新座市のことを調べ
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たり、参加しに来てくれる人も増えると思うのです。 

〇９番（長谷川綾議員） 私たちは、新座市の誰もが楽しめて、また市外の人た

ちにも新座市のことをよく知ってもらえるよう、この「新座市ギネスに挑戦」

を開催してほしいと思います。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、新座小学校の長谷川綾議員、石﨑響太議員の御質

問にお答えをいたします。 

  現在、新座市内では、“すぐそこ新座”春まつりを始めとして、大江戸新座ま

つり、市民まつり、“すぐそこ新座”発見ウォーキングなど、年間を通じて市民

の皆様にお楽しみいただける様々なイベントが開催されております。また、特

産品のＰＲといたしましては、平成２７年度に食をテーマとした１０品を新座

ブランドとして認定し、新座の優れた特産品として、ホームページや広報紙等

を活用し、積極的にＰＲを行っているほか、市内外のイベントに出品して、 

一部の商品はふるさと新座館内にある農産物直売所、とれたて畑と言っており

ますけれども、ここで販売を開始するなど、新座市内の方に限らず、市外から

のお客様にも新座のお土産としてお買い求めいただいております。 

  長谷川議員、石﨑議員から御提案を頂きました「新座市ギネスに挑戦」につ

きましては、新座市の特産品であるニンジンを使ってギネスに挑戦するなど、

本市をＰＲする良い機会になると思います。また、ギネス記録に挑戦というこ

とで参加する市民の一体感が生まれ、市民交流の場としても良いイベントにな

ると思います。しかしながら、ギネスに挑戦するためには必要な調査と手続、

さらには予算も必要となり、その上で記録が認められるものですので、調査研

究するお時間を頂きたいと思います。 

  今後は両議員から頂いたアイデアを参考にさせていただきまして、現在行っ

ているイベントやＰＲ活動を更に推進するとともに、市民の皆様がお楽しみい

ただいて、更に新座市のＰＲにつながるようなイベントを考えてまいりたいと

思っております。この度は、貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で新座小学校９番長谷川綾議員、１０番石﨑響太
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議員の一般質問を終わります。 

 

◎大和田小学校 池上晃太朗議員、本田愛実議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、大和田小学校１１番池上晃太朗議員、１２番

本田愛実議員の一般質問を許可します。 

  １１番池上晃太朗議員、１２番本田愛実議員。 

  〔１１番（池上晃太朗議員）、１２番（本田愛実議員）登壇〕 

〇１２番（本田愛実議員） 大和田小学校の本田愛実です。 

〇１１番（池上晃太朗議員） 池上晃太朗です。 

〇１２番（本田愛実議員） これから一般質問を行います。 

  私たちは、「住んでよし、訪れてよし」の観光都市にいざのまちづくりのため

に、二つのことを提案します。いずれも市内の小学校１７校で取り組むことで、

より効果があると考えます。 

  一つ目の提案は、全小学生向けの「おもいやり教室」を行うことです。私た

ちは、総合的な学習の時間で４年生のときから福祉教育に取り組んでいます。

小学生のうちから、お年寄りや障がいのある方にどのように接すればよいのか

を考えることはとても大切です。そこで、新座市の全ての小学生が、お年寄り

や障がい者と関わる人に教えていただく機会をつくることで、住んでよしの新

座がつくれると考えます。 

〇１１番（池上晃太朗議員） 二つ目の提案は、新座市のよいところをＰＲする

動画をつくることです。私たちは５年生のとき、総合的な学習の時間に地域の

良いところを調べ、それを発信する「チャンネル５（ファイブ）」という番組づ

くりをしました。この学習をいかし、市内の１７校で協力して新座市を宣伝す

る動画をつくりたいと考えました。こちらを御覧ください。 

  〔動画上映〕 

〇１１番（池上晃太朗議員） このような動画を作成し、市役所やふるさと新座

館などの公共施設で動画を流せば、訪れてよしの新座がつくれます。また、各

校が地域の良いところを報告し合えば、私たちももっと新座市のことを知るこ

とができます。 

  私たち小学生も新座市民の一人として、「住んでよし、訪れてよし」のにいざ

の力になれると思います。是非御検討ください。 

  以上で１回目の質問を終わりにします。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 
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  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、大和田小学校、池上晃太朗議員、本田愛実議員の

御質問にお答えをいたします。 

  新座市では、埼玉県観光課及び一般社団法人埼玉県物産観光協会の共同運営

による埼玉県の公式観光ホームページ「ちょこたび埼玉」において、平林寺や

野火止用水、妙音沢などの観光資源をＰＲする動画のほか、本市イメージ 

キャラクターゾウキリンが市内を案内するＰＲ動画を公開をしております。こ

の動画につきましては、より多くの方に目にしていただけますよう新座市産業

観光協会ホームページのトップページに転載しております。また、平成２６年

度には、ゾウキリンが一般社団法人日本気象協会から熱中症予防ＰＲ大使に任

命をされました。この協会と一緒に、熱中症予防と市内各所のＰＲを兼ねた動

画を作成し、動画サイト「ユーチューブ」でございますけれども、公開してお

ります。この動画につきましては、ゾウキリンの公式フェイスブックにおいて

リンクを掲載することで、市内外のゾウキリンのファンの方々に新座市内の良

いところについてＰＲを行うなど、これまでも職員主導により動画作成とＰＲ

を図ってきたところでございます。 

  それでは、ここで埼玉県公式観光ホームページ「ちょこたび埼玉」及び新座

市産業観光協会ホームページに掲載されております新座市ＰＲ動画を御覧いた

だきたいと思います。 

  〔動画上映〕 

〇市長（並木傑） 池上議員、本田議員の御提案のように、市内１７校の小学生

の皆さんが協力してＰＲ動画を作成し、それを各公共施設において流したり、

各校が地域の良いところを報告し合ったりすることで、皆さんがより新座市を

知ることができるのはもちろんのこと、市民の皆様方には今まで気付かな 

かった新座市の良いところを改めて見直していただき、また市外から訪れる

方々に対しましても新座市の隅々まで地域の魅力を伝えることができると思い

ます。そうすることで、多くの方に新座市に住んでみたい、新座市に住み続け

たい、あるいはまた新座に来たいという思いを抱いていただけるものだと考え

ております。 

  これは、正に本市が目指す「住んでよし、訪れてよし」の観光都市にいざづ

くりでありますので、両議員から御提案いただいた内容を参考にさせていただ

き、新たな視点から本市のよさをＰＲする動画の作成について検討してまいり
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ますので、作成に当たっては皆さんも是非御協力を頂きますようよろしくお願

いしたいと思います。御提案ありがとうございました。 

  なお、二つ目の御提言であります「おもいやり教室」についてでございます

が、教育長から御答弁を申し上げます。 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、大和田小学校の池上晃太朗議員、本田愛実議

員の御質問にお答えします。 

  お二人の議員が、「住んでよし、訪れてよし」のにいざづくりの実現に向けて

熱心に考えていただいていること、教育委員会としても大変嬉しく思います。

議員からの御指摘のとおり、お年寄りや障がいのある方と直接かかわる体験の

機会を小学生のうちから持つということは、やはり優しさにあふれた地域社会

をつくる上で、とても重要なことだと考えているところであります。 

  現在、市内の小中学校では、学校の実情に合わせて生活科や総合的な学習の

時間において、お年寄りの方々に昔遊びを教えていただいたり、子どものころ

の新座の様子を聞かせていただいたり、そうした交流を行っています。また、

市内には５か所の高齢者いきいき広場というのがあります。その５か所のうち 

４か所は、小学校の中に設置されています。東野小学校、八石小学校、西堀小

学校、そして池田小学校には学校の中にありまして、地域のお年寄りの方々が

お見えになっていて、日常的に小学生の皆さんと交流をしています。また、新

堀小学校では保育園に高齢者いきいき広場が設置されていて、園児の皆さんと

交流をしています。また、いきいき広場が設置されていない学校も、いろいろ

な形で地域のお年寄りの方々や障がいがある方々と交流を進めていると思いま

す。総合的な学習の時間では、車椅子体験とか、そういったことも皆さんの学

校で行っていると思います。 

  池上議員、本田議員から御提案のありました「おもいやり教室」、これは大変

素晴らしいことだと思います。私は、こうした交流こそ大事だと思いまして、

給食に御招待をするということが、一番良いことではないかなというふうに 

思っています。既に高齢者いきいき広場のある学校においては、給食を一緒に

食べるという機会を年に何回か持っています。こうした機会を多くの学校で開

催できるといいなというふうに思っています。市内には、老人会とか婦人会と

かたくさんの団体がありますから、こういう団体に働きかけて、皆さんと一緒

に給食を食べたりお話をしたり昔の遊びを教わったりと、そうした交流を進め
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る、この「おもいやり教室」を是非実現させていきたいなというふうに思って

います。 

  実際に実施するのは、各学校の校長先生方でありますので、校長先生方と教

育委員会がこれからよく相談をして、実現に向けて検討してまいりたいと思い

ます。貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で大和田小学校１１番池上晃太朗議員、１２番本

田愛実議員の一般質問を終わります。 

 

◎片山小学校 柴田萌里議員、堀野乃花議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、片山小学校１３番柴田萌里議員、１４番堀野

乃花議員の一般質問を許可します。 

  １３番柴田萌里議員、１４番堀野乃花議員。 

  〔１３番（柴田萌里議員）、１４番（堀野乃花議員）登壇〕 

〇１３番（柴田萌里議員） 片山小学校の柴田萌里です。 

〇１４番（堀野乃花議員） 堀野乃花です。 

〇１３番（柴田萌里議員） これから一般質問を行います。 

  私たちは、お年寄りを元気にしたいという視点で考えてみました。そこで、

二つ提案があります。新座市内には、人口１６万人中、６５歳以上のお年寄り

が約４万人もいます。 

  そこで、私たちから一つ目の提案です。新座市内にいるお年寄りに元気に過

ごしてもらうために、新座市の自然を感じてもらいながら歩ける、お散歩 

コースをつくっていただけませんか。そうすれば、運動不足になってしまって

いるお年寄りが地域の人と交流しながら歩き、元気になれると思います。そし

て、いろいろなところを歩けるように、平林寺コースや黒目川コースなどをつ

くっていただけるとおもしろいと思います。安全に歩けるように、コース内は

自転車は通っていけないようにしたり、ところどころに休憩場所をつけるなど

の工夫をして、たくさんのお年寄りの方が利用できるようにしていけるとよい

と思います。そして、何回か参加すると、生活に役立つものを景品として上げ

られるようにすれば、お年寄りに優しいまちになると思います。 

〇１４番（堀野乃花議員） お年寄りの方だけでなく、子どもたちも利用できる

ようにし、子どもたちの笑顔を届けられたらいいなと思います。子どもたちも
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楽しめるように、スタンプラリーなどをつけると、たくさんの方が参加してく

れると思います。足腰が不自由な方は、車椅子でも利用できるようにすればよ

いと思います。月に２回など期間を決めてやってみてはどうでしょうか。 

  そして、もう一つ提案があります。この新座市内には、お年寄りがゆったり

と過ごしたり、笑顔になれるような施設やイベントが少ないような気がします。

そこで、お年寄りや新座市に住んでいる地域の人たちが楽しめる場所をつ 

くっていただけると、もっともっとにぎやかなまちになると思います。例えば、

無料で座ってお茶を飲めたり、何かをみんなでつくったりするようなイベント

をしてはどうでしょうか。 

  私たちの提案は以上です。このことについて、よろしくお願いします。 

  これで１回目の質問を終了します。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、片山小学校の柴田萌里議員、堀野乃花議員の御質

問にお答えを申し上げます。 

  お年寄りにやさしいまちづくりというテーマで御質問を頂きました。まず、

新座市の自然を感じてもらいながら歩ける、お散歩コースをつくっていただけ

ませんかという御提案について答弁をいたします。 

  新座市では、お年寄りが集まって散歩する、にいざ元気アップウォーキング

というものを年１４回行っております。これは、黒目川沿いを歩くコースや栄

緑道を歩くコースなど、全部で六つのコースを用意しております。両議員から

は、平林寺コースや黒目川コースという御提案を頂きました。新座市では、現

在平林寺周辺につきまして、平林寺の御協力を頂き、散策道の整備を進めてい

る状況でございます。このように、現在、平林寺と協定を結びまして、古い木

の伐採をしておりまして、散策路整備をしているというような状況でございま

す。平成２７年度は、平林寺半僧門付近から南門付近まで整備が完了し、平成

３０年度及び３１年度に平林寺黒門付近から伊豆殿橋まで整備を行う予定とし

ております。 

  黒目川につきましては、平成２４年度から平成２７年度にかけて、黒目川ま

るごと再生プロジェクト事業、埼玉県が行っている事業でございますが、遊歩

道が整備され、遊歩道沿いには休憩施設などが設置されており、お散歩コース

だけでなく、水辺に親しめる空間が創出をされました。これらの散策路や遊歩
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道を利用し、新座市の自然を感じてもらいながらお散歩していただければ、お

年寄りが元気に過ごしてもらえるまちになると考えております。 

  また、参加者への景品につきましては、現在健康マイレージ事業として、 

 ウォーキングなど市の介護予防事業に参加された方にゾウキリンのポイント 

シールを差し上げ、ポイントシールが８枚以上集まった方には、お野菜券や洗

剤セットなどといった景品をプレゼントしております。これが新座市健康マイ

レージポイントカードというふうになっておりまして、こういうものをお配り

しまして、ここにゾウキリンのシールを張ってもらい、全部たまると景品が頂

けるというような仕組みでございます。 

  次に、お年寄りや新座市に住んでいる地域の人たちが楽しめる場所をつ 

くってはという御提案について御答弁申し上げます。新座市には、老人福祉セ

ンターという施設が市内に３か所ございます。大和田地区に１か所、そして馬

場、堀ノ内地区に１か所、そして栄に１か所ございますけれども、囲碁や将棋、

踊りやカラオケなどを通じて、趣味などで仲間をつくり、楽しい毎日を過ごし

ていただいております。 

  また、新座市には高齢者いきいき広場という施設もございます。お年寄りが

集まって、健康づくりのための体操や手芸、パソコン、囲碁、将棋などの趣味

活動を行っているほか、お茶を飲んだりお話をしたり、笑ったり談笑したりし

て楽しんでいただいております。現在、池田小学校、東野小学校、西堀小学校、

八石小学校の中に１か所ずつと、新堀保育園の横に１か所、合計５か所ござい

ます。小学校内に設置されておりますいきいき広場では、小学校と連携して、

お年寄りが指導者となって、囲碁、将棋、手芸などのクラブ活動や昔の遊びを

教えたり、児童の皆様から合唱の発表や手紙をもらったり、お年寄りと児童の

皆様が一緒に給食を食べたりするなどの交流も行われております。 

  お年寄りと交流する目的での利用は、どなたでもできますので、是非お友達

を誘って遊びに行っていただきたいと思います。この度は、貴重な御提言を頂

き、誠にありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で片山小学校１３番柴田萌里議員、１４番堀野乃

花議員の一般質問を終わります。 

 

◎第四小学校 澤田唯杏議員、川上翼議員 
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〇議長（松本拓希議員） 続いて、第四小学校１５番澤田唯杏議員、１６番川上

翼議員の一般質問を許可します。 

  １５番澤田唯杏議員、１６番川上翼議員。 

  〔１５番（澤田唯杏議員）、１６番（川上翼議員）登壇〕 

〇１６番（川上翼議員） 第四小学校の川上翼です。 

〇１５番（澤田唯杏議員） 澤田唯杏です。 

〇１６番（川上翼議員） これから一般質問を行います。 

  僕は、観光都市にいざづくりで、マラソンを活用して観光客を増やせるので

はないかと考えました。 

  新座のマラソンに応募するためには、市民体育館まで応募用紙とお金を 

持っていかなければならないということを聞きました。そこで、インターネット

でマラソンの応募受付をしたら良いと思いました。そして、参加人数を増やし、

通る道に出店を出したら景気が良くなると思います。出店には、にんじんうど

んや野菜など、新座の特産物を売ったら好評だと思います。 

  参加賞として、にんじんうどんを配ったり、新鮮なお野菜などを渡したりし

たら、また来たいと思うかもしれません。新座ということで、ゾウキリンが走

るという演出もしたらいいなと思いました。 

〇１５番（澤田唯杏議員） 走り終わったランナーや、ランナーの家族は疲れて

いると思うので、日帰りの新座の温泉のチケットを２枚ほど渡したら、また来

たい、また頑張りたいと思い、観光しに来てくれる人も増えると思います。新

座クォーターマラソンの会場近くに日帰り温泉もあるので、都合もいいです。

そのために、日帰り温泉の施設を少しでも多く増やしたらいいと思います。 

  白バイが先導してくれる大会は少ないと学校の先生が話していたので、それ

も売りになると思います。 

  インターネットは、どこでも配信できるので、是非使ってみて、この新座市

をマラソン観光都市にしていけたらいいと思いました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、第四小学校、澤田唯杏議員、川上翼議員の御質問

にお答えを申し上げます。 

  私から、本市の観光都市づくりにおける現在の取組について答弁をさせてい

ただきます。新座市では、首都近郊でありながら緑が豊かで、野火止用水や平
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林寺などの歴史的文化遺産も多く残されているという特性をいかし、平成１８

年度から「住んでよし、訪れてよし」といった考えのもと、観光都市にいざづ

くりを進めております。そして、この観光都市づくりも１０年が経過しており、

これまでの取組を継承するとともに、新たな視点を取り入れて、今まで以上に

市民の皆様にはずっと住み続けたいと言っていただき、思っていただける、新

座市に訪れる方々にはこのまちに住んでみたいと思っていただけるような、魅

力ある快適なまちを目指していきたいと考えております。 

  このような中で、本市では市民の皆様を始め、本市に訪れた方々に、新座の

自然や歴史的な建物などをゆっくりと散策しながら、安全に楽しんでいただく

ようウォーキングによるまちづくりを進めております。具体的には、野火止用

水沿いの緑道の整備や案内看板の設置を始め、鉄道会社等と連携したウォーキ

ングイベントでは、市内の飲食店等に参加していただいて、ゴール地点でおも

てなしイベントを開催するなど、市内外から多くの皆様に親しんで楽しんでい

ただく事業を展開しております。引き続き、このウォーキングによるまちづく

りを推進していくため、鉄道会社等といった民間企業との連携や遊歩道の整備、

更には新たなコース設定等といった環境の整備を進めてまいります。 

  第四小学校の両議員からは、マラソンを活用した観光の可能性についての御

提案を頂きました。例えばハーフマラソンでございますけれども、４２．１９５

キロがフルマラソンでございますので、ハーフマラソンということになります

と、約２１キロでございます。その２１キロをどうコース設定をするかという

ふうに考えますと、平林寺周辺あるいは総合運動公園等々の施設を利用するた

めに７キロのコースを設定すれば、３周回ればちょうど２１キロになります。

道路等は警察と協議をしながら設定をする必要がありますので、かなり時間は

かかると思いますが、大変素晴らしい御提案だと思います。 

  新座の魅力、あるいは新座をＰＲするためにはハーフマラソン、おそらくこ

ういう大会を東京近郊で行えば、４，０００人から５，０００人は新座市を訪

れてくれるのではないかなというふうに思っておりますので、今後の検討課題

とさせていただきたいと思います。御提言誠にありがとうございました。 

  また、マラソンを活用した観光の取組についても、教育長から御答弁を申し

上げたいと思います。 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 第四小学校の澤田唯杏議員、そして川上翼議員の御質問
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にお答えします。 

  両議員から御質問がありましたマラソンを活用した観光都市づくりを行うと

いう考え方、これはとても良い提案だと思います。現在、新座市のマラソン大

会は、新座市民ロードレース大会として、新座市体育協会の主催によって毎年

１月頃実施しておりますけれども、昨年の参加者が約１，１００名程度でござ

いました。このロードレース大会は、小中学生の種目があったり、あるいは親

子で走る種目を用意してありまして、広く呼び掛けることよりも、市民の皆さ

んを対象にして実施をしているということでございまして、そのためにイン 

ターネットによる申込みは行っておりません。直接代金を添えて申し込むとい

うことになっています。 

  両議員が御提案のインターネットによる受付を導入してはどうかということ

でありますけれども、これはマラソンを広い範囲で募集をかけていく上におい

ては大変有効な方法であろうというふうに思っております。ですから、東京マ

ラソンやその他いろいろな都市で行われている大きな大会については、イン 

ターネットによる受付を導入しているわけでありますけれども、新座市のロー

ドレース大会については市民の皆さんの健康づくりという観点で行っているこ

ともありまして、インターネットによるエントリーシステムを導入するという

ことは、今は考えていない状況でございます。 

  今後、クォーターマラソンをハーフマラソンに拡大したりして広く啓発をし

ていく、募集をかけていくということになれば、このシステムは十分活用でき

るシステムではないかと考えているところでございます。今後、検討してまい

りたいと存じます。 

  次に、出店についてでございますけれども、安全上の観点から困難な状況に

あるところは随分ございます。というのは、道路上を走るということがありま

すから、そうしたところに出店を設けるというのはなかなか難しいところがご

ざいますけれども、場所によっては、そうした出店等があってもいいかなとい

うふうに思っているところでございます。 

  皆さんは、東京マラソンを御覧になったことはありますでしょうか。３万人

以上の方が参加をし、大きな大会になっています。２００７年から実施して、

私も１度応援に行ったことがありますけれども、たくさんの人が銀座通りとか

を駆け抜けていくわけですけれども、多くのお店が出たりしているところもあ

りますので、もしクォーターマラソンからハーフマラソンに切り替えることが

できたら、そうした工夫も今後必要になってくるかなというふうに考えている
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ところでございます。 

  また、御提案を頂きました、にんじんうどんや野菜を参加賞とした場合、こ

れは膨大な数、量となるために、入賞者の景品としては、参加者の人数にもよ

るかなというふうにも思います。現在、市民ロードレース大会の記念品として、

ゾウキリンの手袋をお渡ししています。ちょうど寒い時期でもありますから、

この手袋をして競技に参加する方も多くいらっしゃいます。なかなか好評であ

りまして、これ以外にも今後、参加賞については検討していきたいと考えてお

ります。 

  次に、ゾウキリンが走るといった演出でございますけれども、毎年ゾウキリ

ンは選手を応援するために会場内におりますが、現状としては歩くのが精一杯

という状況であります。まず３歩ぐらい走りますと転んでしまうのではないか

なと思いますので、ちょっと難しいかな。応援に徹していきたいと考えている

ところでございます。 

  近隣の温泉施設の活用につきましては、現在総合運動公園の近隣にあります

新座温泉は、ナンバーカードスポンサーとして大会実施に御協力を頂いている

ところでございます。今後どのような協力を頂けるかどうか、新座温泉とも調

整し、協議をしてまいりたいと思います。 

  なお、白バイの先導につきましては、競技場をスタート・ゴールとして公道

を走る「中学生の部」及び「一般・壮年の部」においては、既に白バイに先導

していただいているところでございます。今後も警察には、白バイの先導の御

協力をお願いしていこうと考えております。 

  いずれにしましても、マラソンを活用した観光都市づくりについては、大変

貴重な提言だと思っています。日本各地でマラソンを観光づくりに使っている

ところはたくさんございます。例えば、東京マラソンは先ほど申し上げました

けれども、嬬恋高原キャベツマラソンとか、いろんなところで観光とつなげて

マラソン大会が実施されていますので、今後体育協会ともよく協議をして、魅

力あるロードレース大会にしていきたいと考えております。貴重な御提言あり

がとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問はありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で第四小学校１５番澤田唯杏議員、１６番川上翼

議員の一般質問を終わります。 

 



34 

 

◎八石小学校 番場美琴議員、吉田千紘議員 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、八石小学校１７番番場美琴議員、１８番吉田

千紘議員の一般質問を許可します。 

  １７番番場美琴議員、１８番吉田千紘議員。 

  〔１７番（番場美琴議員）、１８番（吉田千紘議員）登壇〕 

〇１７番（番場美琴議員） 八石小学校の番場美琴です。 

〇１８番（吉田千紘議員） 吉田千紘です。 

  これから一般質問を始めます。 

〇１７番（番場美琴議員） 一つ目は、「新座市ゴミ拾い大会」について提案しま

す。 

  新座市にある小中学校で掃除をする日を決めて、ごみ拾いをします。キログ

ラム単位でポイント制にして、最終的に一番ポイントが多い学校に景品を出し

ます。景品は、新座市のマスコットキャラクターであるゾウキリンの雑巾です。

「景品がもらえる」、「対決」と聞くと、１年生や２年生もやる気になります。

すると、学校周辺に落ちているごみも減り、景品を配ることでゾウキリンのア

ピールにもなります。正に一石二鳥です。さらに、対決ではないときでも、自

分からごみを拾うようになるかもしれません。この取組が、小中学生の手で新

座市をより住みよいまちにするものになると考えます。 

〇１８番（吉田千紘議員） 二つ目は、「みどり豊かなまちづくり」について提案

します。 

  新座市は公園が２４６か所ありますが、子どもからお年寄りまでが楽しめた

り、自然がいかされているものは余りありません。そこで、自然をいかした誰

でも楽しめる公園をつくったらいいと思います。まず、自然をいかしたアスレ 

チックをつくるといいと思います。 

  例えば、その場所に生えている木や平林寺などで伐採された木を使ってブラ

ンコなどをつくり、ゾウキリンの滑り台やお年寄りの健康器具などをつくりま

す。また、その公園の中には特産品のにんじんうどんを販売する出店や、竹馬

や縄跳びなどをレンタルできる出店をしてみてはどうでしょうか。こうするこ

とで、誰もが共に楽しめる公園ができると思います。 

〇１７番（番場美琴議員） 以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 
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〇市長（並木傑） それでは、八石小学校の番場美琴議員、吉田千紘議員の御質

問にお答えを申し上げます。 

  一つ目の小中学校の「ゴミ拾い大会」につきましては、教育長から御答弁を

申し上げます。 

  二つ目に御提案を頂きました「みどり豊かなまちづくり｣についてでございま

すが、新座市では雑木林とせせらぎのあるまちづくりのテーマの下、市民の皆

様と一緒に自然をいかしたまちづくりを進めております。今回御提案いただき

ました、公園に生えている木や平林寺で伐採された木を使った遊具などの設置

につきましては、楽しみながら自然と触れ合える素晴らしい御提案であると思

います。しかしながら、常設での設置になりますと、木が木材であるため、耐

久性や安全性の面の確保が必要であります。現在、木製遊具として製造されて

いるものは、外国産の硬く、腐りにくい材質のものでできております。 

  なお、野寺一丁目にあります東裏公園というところがございますが、遊びの

広場というイベントが毎月１回開催をされております。これは、地元町内会と

地域福祉推進協議会の合同で開催しているもので、自然の中での様々な体験、

例えば木登りですとかブランコ、ロープウエイ、木工などを使いながらいろい

ろな遊びを行うというような事業でございます。是非参加をしていただければ

と思います。また、八石小学校の近くには野寺緑地や野寺親水公園という大き

な緑地公園があります。自然が豊かですので、皆さんでも自然をいかした遊び

方を考えてみてください。 

  にんじんうどんの販売や竹馬等のレンタルをする出店についても御提案を頂

きました。公園における遊具のレンタルや食べ物の販売につきましては、“すぐ

そこ新座”春まつりや夏に行われます大江戸新座まつりのイベント以外では、

安全面あるいは衛生面を考えますと、多少難しさもございます。御提案いただ

いた考えを参考に、今後も子どもたちお年寄りまで楽しめる公園づくりを進め

てまいりたいと思います。この度は、貴重な御提言誠にありがとうございます。 

  それでは、「ゴミ拾い大会」につきましては、教育長から御答弁をさせていた

だきます。 

〇議長（松本拓希議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 八石小学校の番場美琴議員、吉田千紘議員の御質問にお

答えします。 

  新座市を、小中学生の手でもっと住みよいまちにしたいという気持ちが伝わ
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るすばらしい御提言を頂きました。ありがとうございます。教育委員会からは、

一つ目の提案についてお答えをさせていただきます。 

  議員からは、「新座市ゴミ拾い大会」を御提案いただきましたが、現在新座市

では、毎年夏休みに野火止用水クリーンキャンペーンを実施をしています。こ

の活動は、平成７年から始まりました。最初は、生徒会を中心とした小さな活

動でありました。新座の文化財である野火止用水をみんなの手できれいにしよ

う、ごみを拾っていこうという活動で、少人数の活動から始まりました。それ

が、現在では大変大きな活動になって、上流では第六中学校の生徒の皆さんや

小学校の皆さん、そして野火止用水の下流では第二中学校の生徒さんも参加を

し、そして町内会の皆さんとか、あるいは企業の方々も参加をして、大勢の手

で野火止用水をきれいにする運動が展開されています。 

  こうして始めは小さな活動にすぎなかったものが、継続することによって少

しずつ大きくなっていったという、そういう運動が実はもっとあります。例え

ば、池田小学校の近くに妙音沢という沢がありますね。あの沢は、今はきれい

になっていますけれども、昔はタイヤが落ちていたり冷蔵庫が落ちていたり、

それからいろんな大きなごみが捨てられていて、大変すさんだ状態にありまし

た。池田小学校の生徒さんやＰＴＡの皆さんや地域の皆さんが新座市の市役所

の人と一緒になって、少しずつ片づけて、ごみを全て撤去した結果、今はこん

こんと湧き水が湧いていますね。そうしたきれいな妙音沢になっているわけで

す。 

  それから、野火止小学校の前の通りは、いつも渋滞をしていました。渋滞を

していると運転手さんがたばこをポイポイ道路に投げ捨ててしまい、野火止小

学校の近くの歩道はたばこの吸い殻でいっぱいでした。野火止小学校の児童の

皆さんが、ほうきを持ってその吸い殻を集めて、毎日毎日掃除に当たってくれ

ました。そして、花を植えて、今もコスモスの花が咲いていますね。今日見ま

したけれども、コスモスの花がきれいに咲いていました。しかし、平成７年の

ころは雑草に覆われていました。花を植えて、そしてＰＴＡの皆さんが植木鉢

に花を添えて、あの交差点をきれいな花で覆われるようにしました。すると、

ポイ捨てが本当に少なくなりました。小学生の皆さんが掃除をしている姿を見

て、運転手さんはポイと捨てようと思ったけれども、いや、待てよ、と思いと

どまってくれるようになったのですね。こうした活動がどんどん広がっていく

ということは、とても良いまちになっていくのだろうというふうに思います。 

  議員から提案のありました「ゴミ拾い大会」のような小さな活動を続けてい
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くことによって、小学生の手で本当にすばらしいまちに、もっと住みよいまち

にという、この思いが実現するのではないかなというふうに思っています。是

非こうした活動を展開していただきたい。教育委員会としましても、多くの子

どもたちが新座を好きになり、大切に思う気持ちが更に芽生えるよう、このよ

うな取組を応援してまいりたいと思います。 

  もう一つ、斎藤隆介さんという作家が「花さき山」という本を書いています。

皆さんがいいことをすると、山合いに１つ花がぽっと咲く。たくさんの花が咲

いているのは、村の人たちがたくさんいいことをしたあかしなのだよという、

そういう本があります。是非読んでみてください。 

  皆さんのこうした活動が、きっと明るくて住みよい、いいまちになっていく

に違いありません。教育委員会としても、大いに応援をしてまいりたいと存じ

ます。貴重な御提言を頂き、ありがとうございました。 

〇議長（松本拓希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（松本拓希議員） 以上で八石小学校１７番番場美琴議員、１８番吉田千

紘議員の一般質問を終わります。 

  以上で前半の一般質問を終わります。 

  ここで１０分間休憩します。 

 

  休憩 午後 ３時２０分 

  再開 午後 ３時３０分 

 

〇議長（荒牧きらり議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  小学生議会後半の議長を務めさせていただきます石神小学校の荒牧きらりで

す。よろしくお願いします。 

  後半の一般質問を行います。 

  質問は、通告書に記載してある順に行います。質問内容は、はっきりと、ま

た答弁も明確にお願いします。 

  なお、質問時間ですが、１校当たり４分程度でお願いします。 

 

◎東北小学校 村井結季議員、松本拓希議員 

〇議長（荒牧きらり議員） それでは、東北小学校１９番村井結季議員、２０番

松本拓希議員の一般質問を許可します。 
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  １９番村井結季議員、２０番松本拓希議員。 

  〔１９番（村井結季議員）、２０番（松本拓希議員）登壇〕 

〇２０番（松本拓希議員） 東北小学校の松本拓希です。 

〇１９番（村井結季議員） 村井結季です。 

〇２０番（松本拓希議員） これから一般質問を行います。 

〇１９番（村井結季議員） 私たちの通う東北小学校には、「シルバーパトロール

隊」という組織があります。２００１年６月２１日、地域の方々が隊員と 

なって児童を守る「東北シルバーパトロール隊」が結成されました。 

  結成当時は、朝の登校指導や挨拶運動、校舎内の巡回・校庭の巡回・下校の

安全指導等を行ってくださっただけではなく、新座のことや野火止用水、米づ

くり、道徳などの学習においても私たちを支えてくださっていました。 

  学校応援団として伝統ある東北小の「シルバーパトロール隊」ですが、ここ

数年、隊員の高齢化が進み、残念ながら隊員数が減っています。パトロールは

責任が重いと考え、参加をためらうお年寄りの方もいるはずです。 

  そこで、パトロールだけでなく、クラブ活動や放課後体験教室（昔遊びや伝

統行事）など、お年寄りの方にとっても仲間と集える場所があること、誰かの

ために生きることは、大きな励みになると思います。私たちにとっても、人生

の大先輩から話を聞いたり触れ合ったりすることは貴重な体験となるはずです。 

〇２０番（松本拓希議員） 近隣の東野小学校などには、「いきいき広場」という

場所が設けられているそうです。このような活動が新座市に広がるといいと思

います。 

  加えて、市内外の方にも声掛けを広げるために、新座市内にある「志木駅」

を「志木・新座駅」と改名してはどうでしょうか。是非御検討をお願いいたし

ます。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、東北小学校の村井結季議員、松本拓希議員の御質

問にお答えを申し上げます。 

  始めに、クラブ活動や放課後体験教室など、お年寄りが仲間と集える場所を

つくるという御提案でございますが、新座市には村井議員、松本議員も御承知

のとおり、東野高齢者いきいき広場を含め、市内に５か所の高齢者いきいき広
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場がございます。 

  いきいき広場では、お年寄りの方々が集まって、健康づくりのための体操や

手芸、パソコン、将棋、囲碁など趣味活動を行っております。現在、東野小学

校のほかには池田小学校、西堀小学校、八石小学校の中に１か所ずつと、新堀

保育園の隣に１か所の合計５か所が設置されております。小学校内に設置され

ているいきいき広場では、小学校と連携して囲碁、将棋や手芸などのクラブ活

動でお年寄りに指導をいただいており、昔の遊びを教えてもらったり、児童の

皆さんからは合唱の発表をしてもらったり、お年寄りと児童の皆さんが一緒に

給食を食べたりするなどの交流も盛んに行われております。お年寄りと交流す

る目的でしたら、どなたでも利用できますので、是非ともお友達と遊びに 

行ってほしいと思います。 

  また、新座市内にはお年寄りが集まる場所として、老人福祉センターという

施設が３か所ございます。この老人福祉センターでも、お年寄りの皆さんが集

まって、囲碁、将棋やカラオケ等を楽しんでいるところでございます。新座市

にはこのような施設がありますので、お年寄りの皆さんが毎日楽しく元気に暮

らしてもらえたらよいと思います。現在のところは３か所でございますが、今

後はいろいろと検討してまいりたいと思います。 

  次に、東武東上線の志木駅の改名でございますけれども、新座市内にござい

ます駅にもかかわらず、志木の名称が使われていることから、過去に東武鉄道

に対しまして、例えば志木新座駅、あるいは新座志木駅と改名できないかとい

う要望を行ったことがございます。また、新座の市議会議員の方々からは、志

木駅南口を新座市口と改名してはどうかという御提案も頂いたことがございま

した。しかし、いずれも既に広く皆様に知れわたっており、改名された場合は

バス停や信号の名前を始め、様々な案内看板や地図も改める必要があるなど、

ほかへの影響が非常に大きいことなどから、改名は実現いたしませんでした。 

  現在は、東武鉄道において、志木駅南口が新座市方面である旨の案内看板を

設置するなど、新座市を連想できる工夫をしていただいております。また、今

後志木駅南口の大規模な整備を予定しておりますので、その中で新座市をＰＲ

できるような工夫をしていきたいと思います。 

  来年度から、志木駅南口に１，５００台の地下駐輪場の整備をいたしまして、

駅の広場には電柱を埋設して、大屋根も設置することになっております。総事

業費１０億円弱でございますけれども、予定をしております。そのときにも案

内看板等はしっかり整備させていただきたいと思います。この度は、貴重な御
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提言を頂きましてありがとうございました。 

  なお、お年寄りの方が仲間と触れ合える場所の御提案につきましては、教育

長からも御答弁を申し上げます。 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、東北小学校の村井結季議員、そして松本拓希

議員の御質問にお答えします。 

  両議員から、高齢者の活動の場を確保してほしいという御質問を頂きました。

東北小学校におきましては、児童の皆さんの安全を守っていただくために、長

い間にわたってシルバーパトロール隊が組織され、登下校の際や、休み時間の

安全パトロールを行っていただいております。大変有り難いことだと思ってい

ます。駅が近くにあり、また通りの激しい場所にある学校でありますから、不

審者の対策はしっかりとらなければいけない。そうした中、地域の高齢者の皆

様が集まって、一つの場所に待機していただいて、皆さんの登校、下校を見守

り、また授業時間中、そして休み時間も見守り活動をしていただいているとい

うことは、大変有り難いことだというふうに思っております。こうした方々が、

なかなか参加が難しくなってきているという現状について、議員からお話があ

りました。私ども教育委員会としましても、こうした活動が継続できるように

いろいろな形で支援をしていきたいと考えております。 

  さて、高齢者の方々の活動の場所を学校の中に確保するということでござい

ますけれども、一つは教育委員会がぱわーあっぷくらぶという事業を実施して

います。児童の皆さんは、御存知だと思います。隔週の土曜日に、学校や公民

館等で行っているぱわーあっぷくらぶには、多くの御高齢の方々が講師として

参加を頂いています。大変活動することを楽しみにしている方々も大勢いらっ

しゃいます。 

  また、全ての学校ではございませんが、放課後居場所づくり事業として、授

業が終わった後、主に低学年の児童の皆さんが家に帰らずに学校にとど 

まって勉強したり、みんなで遊んだりするココフレンドというのを組織してい

て、東北小学校にも設置されています。こうした活動の場所の中で、地域の高

齢の方が御活躍を頂ける、あるいは児童の皆さんと交流をしていただくという

ようなことは可能だと思いますので、今後、教育委員会が学校とも協議して、

そうした高齢者の方が皆さんと一緒になって活動できる場所をどのように確保

していくかということを検討してまいりたいと思います。 
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  過去に大きな１本の菊を地域の高齢の方と一緒になって児童の皆さんが育て

たというケースがありました。そういう活動は、皆さんのアイデアで様々に考

えられると思いますので、アイデアを校長先生に出していただいて、いろいろ

なアイデアの中で地域の方々と一緒になって活動できるような場を確保しても

らえれば有り難いと思います。教育委員会としても、そうした活動には積極的

に支援をしてまいりたいと存じます。貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で東北小学校１９番村井結季議員、２０番松本

拓希議員の一般質問を終わります。 

 

◎野火止小学校 牧野由茉議員、山本珠優議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、野火止小学校２１番牧野由茉議員、２２番

山本珠優議員の一般質問を許可します。 

  ２１番牧野由茉議員、２２番山本珠優議員。 

  〔２１番（牧野由茉議員）、２２番（山本珠優議員）登壇〕 

〇２２番（山本珠優議員） 野火止小学校の山本珠優です。 

〇２１番（牧野由茉議員） 牧野由茉です。 

〇２２番（山本珠優議員） これから一般質問を行います。 

  新座は田舎でもなく、都会のように派手でおしゃれというわけではありませ

ん。そこが新座の住みやすいところでもあります。 

  東京からも近く、２０２０年のオリンピックのときには、外国人や他県から

の観光客が足を延ばしてくる可能性もあります。この新座を「住みやすいイ 

コール過ごしやすい」と視点を変えて「ふれあいのまち新座」とする提案をし

ます。 

  現在、新座市ではオープンカフェを開催しているそうですが、天気に左右さ

れ、いつでも利用できるわけではありません。 

〇２１番（牧野由茉議員） そこで、平林寺近くのこもれび通りに「林カフェ」

をつくり、憩いの場にするのはどうでしょう。 

  期間限定で新座地区の小学校の給食メニューや特産物のメニューを出したり、

地産地消フェアを行ったりします。 

  また、そのカフェでワークショップを開き、地域のお年寄りから子どもたち

へ知恵や伝統を受け継ぐ場、紙芝居を開ける場としてもよいと思います。 
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  また、今行われているロードレース大会を新座市マラソンツアーのようにす

るとよいと思います。走りながら新座の名所を回ります。応援の方も新座の名

所に集まることになり、新座を知るきっかけになります。ゴールを「林カフェ」

にし、そこでゴールした人たちにおもてなしをします。 

  こもれび通りにカフェができれば、平林寺沿いの道路も明るくなります。 

「林カフェ」と「新座市マラソンツアー」で、この新座も更に過ごしやすいふ

れあいのまちになると思います。 

  以上で１回目の一般質問を終わります。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、野火止小学校の牧野由茉議員、山本珠優の御質問

にお答えを申し上げます。 

  始めに、御提案いただきました「林カフェ」についてお答えをいたします。

平林寺近くのこもれび通りには、野鳥の森と呼ばれ、親しまれている雑木林が

ございます。数多くの野鳥が見られるこの森は、落ちついた雰囲気の中で散策

などをお楽しみいただける場所となっております。今後も野鳥の森は、今ある

風景を守りながら、市民の皆様の憩いの場としていきたいと考えております。

新しくカフェをつくることは、若干厳しい状況だというふうに思います。 

  こもれび通り沿いではありませんが、平林寺近くには平林寺大門通りに新座

市睡足軒の森と呼ばれる雑木林を中心とした広い場所があります。現在は、市

が平林寺からお借りして、公共施設として様々な活動を図っていて、訪れる方々

にとっての憩いの場所となっております。睡足軒の森は、園内に睡足軒という

古民家を構え、茶道を始めとする日本の伝統文化を体験できたり、１年を通じ

て様々なイベントを行っております。昔話の読み聞かせを行うのもその一つで、

お子さんからお年寄りまで多くの方々に集まっていただいている場所でござい

ます。 

  また、紅葉亭という建物もございまして、ここでは座禅を行ったりしており

ます。 

  睡足軒の森の敷地全体は、平林寺とともに文化財保護法という法律で国の天

然記念物に指定され、守られている大変貴重な場所でございますので、簡単に

現状を変えることはできません。持ち主である平林寺様のお考えを伺いながら、

訪れる方々にとって更に使いやすく、親しまれるよう今後の活用方法を検討し
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ていかなければならないと考えております。 

  そのような中で、今回御提案いただいたカフェの設置といった新たな視点を

盛り込むことも検討していきたいと思います。なお、カフェの御提案の中には、

給食メニューや特産物のメニューの提供、地産地消フェアについてですが、現

在、地元野菜のＰＲの一つとして、新座市の公式ホームページにおいて新座の

野菜を使ったおいしい給食レシピ、季節の野菜レシピ、スイーツレシピなどを

紹介しておりますので、御案内申し上げます。 

  今後、牧野議員、山本議員から御提案いただきました、ふれあいのまち新座

という視点も大切にしながら、市民の皆様はもちろんのこと、市外、他県、そ

して外国人観光客の方々にとって過ごしやすいまちとなりますよう、更にまち

づくりを進めてまいります。 

  実は、皆さんも御存知と思いますけれども、今新座市の新庁舎を建設をして

おります。総工事費４５億円を投じまして、建設をしており、震度７の地震で

も揺れを吸収できる構造になっておりまして、最新技術を使った庁舎になって

おります。この庁舎、来年の１０月に完成するわけでございまして、その後こ

の庁舎を壊しまして、平林寺側に向けて駐車場をつくるのです。そこの横に、

第２期工事といたしまして、イベントホールとかレストラン、あるいはコンビ

ニというような構想もあります。まだ決まっておりませんけれども、そういう

ところにオープンスペースを含めながら、平林寺の紅葉の時期は約１０万人の

方が訪れるわけでございますので、そういう方々の休憩の場所ですとか、ある

いは食事の場所も提供する必要があるのかなというふうに思っております。 

  第２期工事に合わせて、今「林カフェ」というようなお話もいただきました。

「林カフェ」でやるのはちょっと難しいかもしれませんけれども、平林寺の前

の新庁舎の第２期工事で、それと類似したものができればという構想を今、  

思っているわけでございます。大変貴重な御提言ありがとうございました。 

  また、マラソンツアーの開催につきましては、教育長から御答弁を申し上げ

ます。 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、野火止小学校の牧野由茉議員、山本珠優の御

質問にお答えします。 

  新座市は、大変緑豊かなまちであります。東京の近郊にあって、これほど自

然豊かなまちはないと私も思っております。野火止あるいは武蔵野の雑木林を
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いかしたマラソンコースができれば、観光の面でも大変有効だと思います。 

ロードレース大会の実施につきましては、第四小学校の澤田議員、川上議員に

もお答えを申し上げましたけれども、現在公道を走るコースが多いため、安全

面や交通規制の関係で様々な条件をクリアしなければなりません。こうした条

件をクリアした上で、更にコースについて検討を加えて、新座市の名所を回る

コースが設定できないかどうか検討をしてまいりたいと存じます。 

  先ほども申し上げましたけれども、マラソンがクォーターマラソンから、  

ハーフマラソンになれば、いろいろなコースが設定できるというふうに思いま

す。ハーフマラソンにできるようにするのが、まず一番大事なことだと思いま

す。そして、ある程度の距離を走りながら、そこに新座の名所旧跡を入れてい

くというようなコース設定を考えていきたいというふうに思います。 

  クォーターマラソンからハーフマラソンにするためには、警察と十分な協議

を必要としますし、また安全面でも交通規制の面でもクリアをしなければなら

ない様々な条件がございます。こうしたことをじっくりと検討しながら、走る

人が安全に走れて、なおかつ新座の名所旧跡が把握できるようなコース設定が

できないかどうか、教育委員会としても全力を傾注して考えていきたいと思っ

ております。貴重な提言ありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で野火止小学校２１番牧野由茉議員、２２番山

本珠優議員の一般質問を終わります。 

 

◎野寺小学校 青山然之丞議員、金谷賢柊議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、野寺小学校２３番青山然之丞議員、２４番

金谷賢柊議員の一般質問を許可します。 

  ２３番青山然之丞議員、２４番金谷賢柊議員。 

  〔２３番（青山然之丞議員）、２４番（金谷賢柊議員）登壇〕 

〇２４番（金谷賢柊議員） 野寺小学校、金谷賢柊です。 

〇２３番（青山然之丞議員） 青山然之丞です。 

  これから一般質問を始めます。 

〇２４番（金谷賢柊議員） 僕たちは、野寺小の６年生にアンケートをとりまし

た。好き３５％、嫌い６％、どちらでもない５９％、この数字は何だと思いま

すか。実は、新座市が好きかどうかの割合です。どちらでもないという人が半
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分以上いることに驚きました。そこで、僕たちは新座好きの子どもたちを更に

増やし、大人になっても住みたいまち新座であり続けるために、子どもサ 

ミットの開催を提案します。 

  次の質問で、新座市の良いところを聞いてみると、「平林寺」、「野火止用水」、

「黒目川」、「ニンジン」、「新座温泉」、そしてゆるキャラのゾウキリンも地名度

が上がっていました。更に、リオオリンピックで銅メダルをとった三宅選手を

誇りに思う人もいました。 

  その反面、嫌いと答えた人の中には、放課後、ボールを使って遊べる広い公

園やスポーツ施設がないことを挙げています。確かに、放課後、他市のス 

ポーツセンターやバスケットができる都内の公園に行っている人が多く見られ

ました。 

  この結果から、もっとみんなに自分たちのまち、新座市を好きになってほし

いという気持ちが更に強くなりました。その第一歩が、先ほど提案した子ども

サミットの開催です。具体的には、新座市の小学校全１７校の代表と地域の方、

市長さんが集まって、新座市の良さの意見交換を行います。 

〇２３番（青山然之丞議員） そのサミットでは、毎年テーマを決めます。例え

ば、「ニンジンを使ったレシピ」であれば、ニンジンを使った料理を考えます。

にんじんうどんは、学校や市内のスーパーで味わう機会が増えました。また、

にんじんジュースや、それをつくったときに出る絞りかすも無駄にせずに、に

んじんクッキーなどをつくるのもいいでしょう。ほかにも「緑豊かなまちづく

り」や「子どもたちが安心して遊べる公園」などをテーマに話し合うことも考

えられます。新座市で行っていることをもっと新座市に広めるための『観光カ

レンダー』などをつくるのもいいでしょう。子どもサミットを通して新座市の

よさを発信したり、皆の要望が強いものについては市長さんに考えていただく

場になればうれしいです。 

  新座市をより良くする提案をし、交流をしていくことで、新座市の良いとこ

ろも直すべきところも少しずつ見えてきます。新座市を身近に感じ、愛着を持

つ人も増えるはずです。 

  「いつまでもみんなが住んでいたいと思える新座市」になるように話し合い、

広め、実行していくための子どもサミットを提案します。 

〇２４番（金谷賢柊議員） 以上で１回目の質問を終わります。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 
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  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、野寺小学校の青山然之丞議員、金谷賢柊議員の御

質問にお答えを申し上げます。 

  いつまでも皆さんに住んでいたいと思っていただける新座づくりのため、子

どもサミットの開催を御提案をしていただきました。大変すばらしい御提案で

あると思います。新座市のアンケートをとったら、住みたいという、大好きだ

というのが３５％、嫌いというのが６％で、わからないというのが５０数％と

いうようなアンケートをとっていただきました。 

  これは、びっくりしてしまうのは、市長選の投票率によく似ているのですね。

新座の市長選の投票率は３５％ぐらいなのです。衆議院あるいは参議院の国政

選挙が入りますと投票率が５５％とか６０％ぐらいに跳ね上がるのですけれど

も、３５％というのは、非常にびっくりした数字だと私は認識をいたしました。

好きという人が、１００％になるように頑張りたいと思います。 

  子どもサミットの開催につきましては検討させていただきたいと思いますけ

れども、今現在、今日のような小学生議会も大変有意義な重要な取り組みだと

思っております。また、この小学生議会というのは、平成１３年から１６年間

続いておりまして、未来を担う子どもたちのユニークな意見を市政に反映して

いくというようなことから、あるいは子どもたちの市政に対する理解や関心を、

やはり小学校の時代から政治や行政に関心を向けるという意味で、１６年前か

ら進めてきたわけでございます。 

  また、新座市では市長への手紙、あるいは市長へのファックス、市長への 

メールというようなことで、このようなはがきが公民館を含めた公共施設に置

いてあります。いろいろな提案が、小学生の方からも多く来ております。もち

ろん大人の方も当然なのですが、この広聴業務につきましてはどんどん活用し

ていただいて、御提言を頂ければと思いますので、今後ともよろしくお願いし

たいと思います。 

  そして、次の点でございますけれども、道路の安全対策として注意看板を付

けたり、公園に時計を設置するなど、皆さんのたくさんの御意見をまちづくり

に取り入れてきました。今後も市長としましては、大人に思いつかないフ 

レッシュな考え方やアイデアを期待するとともに、是非小学生議員の皆様にお

かれましては、本日の小学生議会後も市のまちづくりについて興味を持ってい

ただいて、いろいろとアイデア、御提言を頂きたいというふうに思っておりま

す。そして、新座が好きと思ってもらえる割合が本当に１００％になるように
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頑張ってまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。御提言誠にあり

がとうございました。 

  教育長からも御答弁を申し上げます。 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 野寺小学校の青山然之丞議員、金谷賢柊議員の御質問に

お答えします。 

  お二人の議員が、地域の人々が生き生きと過ごせる場所づくりの実現に向け

た子どもサミットの開催を考えて、そして御提案くださったことを、新座市教

育委員会としましても、大変頼もしく、そしてうれしく思います。児童の皆さ

んが、いいまちをどうつくっていくかということを具体的に提言してくださる、

そういう意欲に、本当に頼もしく感じる次第です。 

  日本でも、今年の５月２６、２７日に伊勢志摩サミットというのが行われま

したね。世界主要７カ国の国々の首脳が集まって、平和のこととか経済のこと

とかを協議しました。児童の皆さんがまちのことについて、学校のことについ

て、お互いの意見を交わすということはとても大事なことだと思います。市長

からもお話がありましたとおり、小学生議会というのも、この一つの機会であ

ります。皆さんがまちについてどのような考えを持ち、またどのような提言を

持っているかということを私どもが知って、それを少しでも実現をしていくた

めの場が設定されています。 

  もう一つ教育委員会は、弁論大会を去年から開催をしています。小学校では、

高学年の皆さんから弁論の部を設置し、暗唱大会の後に弁論大会を開催をして

います。低学年、中学年の皆さんは暗唱大会、そして高学年から中学生の皆さ

んには弁論大会を開催しています。その弁論大会で皆さんの考えを大いに発表

していただいて、まちづくりあるいは学校づくり、地域づくりに関する意見を

どんどん出していただけると有り難いなと思います。そして、大人も子どもも

一緒になって住み良いまちをつくっていく、こういう方向になればいいなと考

えております。 

  教育委員会としましては、こうした子ども議会や、あるいは弁論大会、それ

から教育シンポジウムという機会も２月に設けておりますので、こうした機会

を通じて、皆さんと一緒になっていいまちをつくっていくことに力を注いでい

きたいと考えているところであります。貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 
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  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で野寺小学校２３番青山然之丞議員、２４番金

谷賢柊議員の一般質問を終わります。 

 

◎池田小学校 水田耀太議員、澤邊千弥議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、池田小学校２５番水田耀太議員、２６番澤

邊千弥議員の一般質問を許可します。 

  ２５番水田耀太議員、２６番澤邊千弥議員。 

  〔２５番（水田耀太議員）、２６番（澤邊千弥議員）登壇〕 

〇２６番（澤邊千弥議員） 池田小学校の澤邊千弥です。 

〇２５番（水田耀太議員） 水田耀太です。 

〇２６番（澤邊千弥議員） これから一般質問を行います。 

  私たちの学校の近くに油面坂という急な坂道があります。カーブが多く見通

しが悪いため、自転車は降りて歩く約束になっています。先日そこを通ってい

たら、車がクラクションを鳴らし、スピードを落とさずに通っていき、怖いと

感じました。また、ほかにも見通しの悪い道は多く、下校途中に細い道で急に

飛び出してきた自転車とぶつかりそうになり、冷やっとした経験があります。

このような体験から、私たちは「交通事故ゼロを目指したまちづくり｣について、

二つの提案をします。 

〇２５番（水田耀太議員） まず、一つ目は、イメージハンプという「だまし絵」

で、横断歩道などを立体に見せる路面標示の普及です。以前テレビで紹介され

ていたので、調べてみました。すると、速度を抑える効果があり、特にバイク

への効果が高いという調査結果が載っていました。また、僕たちの先生が、実

際に平林寺周辺の「だまし絵」のある道で、スピードを落としたという話も聴

き、効果があると実感しました。油面坂にもあると、車やバイクが速度を落と

して通るのではないかと思います。振動や騒音という心配もあるようですが、

道路の状況によっては、道の脇に表示するなど工夫すればよいのではないで 

しょうか。 

〇２６番（澤邊千弥議員） 二つ目は、交通安全教室の改善です。交通事故の原

因には、自転車や歩行者の飛び出しなども挙げられます。そこで、実際にスタ

ントマンの人に交通事故のシーンを演じてもらい、それを間近に見ることで、

より事故の怖さを感じれば、安全を意識した行動がとれるようになるのではな

いかと思います。 
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〇２５番（水田耀太議員） 交通事故ゼロの安全な新座市になることを願って、

この二つを提案します。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、池田小学校の水田耀太議員、澤邊千弥議員の御質

問にお答えを申し上げます。 

  まず始めに、「交通事故ゼロを目指したまちづくり」の油面坂での路面標示に

ついて答弁させていただきます。御意見を頂きましたイメージハンプの効果的

な標示箇所としましては、運転者が遠くから見て確認しやすく、イメージハン

プを正面に目視できる直線道路が最適と言われており、平坦な道路上に立体的

なものが置いてあるように見せて、車のスピードを抑制させるものでございま

す。 

  今回御要望のありました油面坂は、曲線部が連続する急坂であり、市といた

しましても車等がスピードを出すなど危険箇所として十分認識をしております。

現状、路面標示としましては、徐行、飛び出し注意、スピード落とせ、対向車

両注意、Ｖ字の減速マーク等を既に標示しているところでございます。その中

で、イメージハンプの標示場所を検討したところ、先に述べましたとおり、油

面坂はカーブがあり、運転者が遠方かつ正面から確認できる箇所はなく、イ  

メージハンプを設置した場合、運転者がカーブの通行途中に気がつく形となり、

逆にハンドルを急に切り返すなど、かえって危険となりかねないため、御要望

の箇所へのイメージハンプの設置につきましては、今後の検討課題とさせてい

ただきたいと思います。 

  新座市では、油面坂のいろいろな安全対策を行っております。今後も交通事

故ゼロを目指したまちづくりを行えるよう、様々な手法を検討してまいります。

大変危険な箇所で、過去にも死亡事故も起きているわけでございまして、対策

にはこれからも万全を期していきたいと思います。 

  次に、二つ目の御提案として、交通安全教室の改善についてお答えを申し上

げます。現在、本市では交通安全教育の一環として、新座警察署と連携して市

内全小学校の新入学児童に対し、交差点の安全な渡り方、危険な行為等につい

て講義、講習を行う交通安全教室や、小学校４年生児童を対象に自転車の安全

な乗り方について講習する自転車運転免許試験を実施し、交通マナー等に関す
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る啓発活動を行っております。 

  今回御提案を頂きました、スタントマンを使って実際に交通事故のシーンを

再現する、通称スケアード・ストレイトといいますが、これは交通事故を目の

前で見て、冷やっとする体験を通して交通安全意識を向上させるものでござい

ます。小学生児童に対しては刺激が強く、不要な恐怖心、恐怖感を募らせてし

まう可能性がございますので、実施していない状況でございます。 

  ただし、中学校及び高等学校におきましては、埼玉県教育委員会が交通事故

の防止を推進し、交通安全意識の向上を図るため、埼玉県警察本部と連携して、

スケアード・ストレイト教育技法による自転車交通安全教育を実施していると

ころでございます。実施方法といたしましては、埼玉県教育委員会による各市

町村への実施希望の募集に対し、各市町村の教育委員会が希望を出して、決定

されれば実施するという形をとっております。 

  なお、新座市といたしましても、スケアード・ストレイトの実施及びその効

果につきましては、調査研究に努めてまいりたいと存じます。また、教育委員

会や新座警察署、その他の関係機関と連携して、交通安全に対する意識向上の

ため積極的に啓発活動を行い、引き続き交通事故防止に努めてまいりたいと思

います。この度は、貴重な御意見を頂き、誠にありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で池田小学校２５番水田耀太議員、２６番澤邊

千弥議員の一般質問を終わります。 

 

◎新堀小学校 松田穂乃花議員、瀬戸涼雅議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、新堀小学校２７番松田穂乃花議員、２８番

瀬戸涼雅議員の一般質問を許可します。 

  ２７番松田穂乃花議員、２８番瀬戸涼雅議員。 

  〔２７番（松田穂乃花議員）、２８番（瀬戸涼雅議員）登壇〕 

〇２７番（松田穂乃花議員） 新堀小学校の松田穂乃花です。 

〇２８番（瀬戸涼雅議員） 瀬戸涼雅です。 

  これから一般質問を行います。 

  僕たちは、全ての市民が心地よく安らげる場所を守るため、二つの提案をさ

せていただきます。 

  まず、こちらの写真を御覧ください。これは、私たちが住んでいる新堀にあ
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る教育林の様子です。ここは、虫とりやかくれんぼ、秘密基地づくりなど、僕

たちの憩いの場でもあります。学校では、この教育林を利用して演奏会や本の

読み聞かせなど、学年ごとに工夫を凝らした活動を行ってきています。しかし、

もう一枚の写真を御覧ください。御覧のとおり、かなり汚れています。 

  そこで、まず第１の提案は、市民清掃の日をもっと増やして、心地よく安ら

げるような場所にしていきたいと考えます。自分たちも委員会を中心に清掃活

動の計画を立てていきますが、自分たちの地域の財産である教育林を地域の皆

さんとともに清掃することで、もっと愛着が湧いてきて、きれいにしなくては

いけないという気持ちになるようにしていきたいです。 

〇２７番（松田穂乃花議員） 第２の提案です。こちらの写真を御覧ください。

これは、野火止用水沿いの道路の様子です。新堀は、とても自然豊かで、その

中でも野火止用水沿いは市民の憩いの場となっています。しかし、御覧のとお

り、歩行者用と自転車用の道が共有しているため、自転車トラブルが増加して

います。実際に私も危ない思いをしました。そこで、提案です。自転車が通れ

るように道を広くしてください。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、新堀小学校の松田穂乃花議員、瀬戸涼雅議員の御

質問にお答えを申し上げます。 

  新座市では、きれいなまちづくりを推進するため、様々な環境美化の政策を

行っております。市内全域の町内会を単位とした清掃活動として、春と秋の年

２回実施しております新座市民清掃の日がございます。これは、市内全６１町

内会で構成されております新座市民清掃の日推進協議会の主催により、町内会

を単位とした各地域で、住宅の周辺、公園、道路などの公共の場所の清掃をし

ていただいているものでございます。 

  この事業の成果でございますけれども、平成２７年度は延べ４万６，０１０

人の市民の皆様に御参加いただき、５万１，９００キロものごみを回収するこ

とができました。今年度につきましては、春は５月２２日と２９日に実施し、

秋は１１月６日と２７日の日曜日に実施を予定しておりますので、皆さんも是

非とも地域で清掃活動に御参加いただければと思います。 

  そこで、まず第１点目として、市民清掃の日を増やしてはどうかという御提
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案でございますが、市民清掃の日は広く市民の参加を得るため、市民の皆様が

多忙な季節、年末年始、夏休みのときに市が主催するイベント、例えば、産業 

フェスティバルとか収穫祭などと重複しないように年２回で設定をしており、

このほかにそれぞれの町内会でも様々なイベントを行っておりますので、これ

以上実施回数を増やすことは難しいものと考えております。 

  そこで、学校単位や地域の皆様が教育林や道路等の公共の場所の清掃活動を

実施される場合には、是非市の環境対策課に御相談を頂きたいと思います。新

座市では、ごみ袋、軍手等の提供を行い、清掃活動で集めたごみの回収も 

行っております。また、清掃美化活動を行うボランティアの制度がありますの

で、こちらへの参加につきましても、是非とも御検討を頂きたいと思います。 

  次に、松田議員、瀬戸議員から野火止用水沿いの歩道を自転車が通れるよう

に広くしてほしいとの御質問にお答えを申し上げます。野火止用水につきまし

ては、人々の生活を支える飲み水等の生活用水として、今から３６０年前につ

くられた水路でございます。その後、昭和１９年には埼玉県の指定史跡として

登録され、貴重な文化遺産となっております。現在では、生活用水としての利

用はされておりませんが、潤いを感じることができる憩いの場所として、市民

の皆様に親しまれております。 

  この野火止用水沿いの歩道につきましては、蓋がかかって水の流れが見えな

い場所と、水の流れが見える箇所とあり、蓋がかかっている場所については十

分な道幅があり、人とのすれ違いもしやすいですが、蓋がかかっていない場所

については、御指摘のとおり道幅が狭く、すれ違いがしづらい状況にございま

す。一体型の整備が整っていないというのが現状でございます。 

  通る人の安全を考えますと、歩道を広くとったほうがよいと思いますけれど

も、そのためには用水に蓋をかけるか、道路を広げるため新たに土地を購入す

る必要があります。蓋をかけてしまいますと水辺が見えなくなってしまい、  

せっかくのせせらぎを感じ取ることができなくなってしまいます。また、道路

を広げるためには、新たに土地を購入しなくてはなりませんが、野火止用水沿

いには残念ながらたくさんの建物が建っているため、お住まいの方々に違う場

所へ引っ越してもらったり、家を取り壊したりしなくてはならず、多くのお金

が必要となってまいります。直ちに道路を広げるには、大変難しいと思います

が、貴重な文化遺産である野火止用水を守りながら安全な道路とすることは非

常に大切なことと考えておりますので、今回松田議員、瀬戸議員からいただき

ました御提案は、今後整備を行う際の参考とさせていただきたいと思います。
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大変貴重な御提案ありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で新堀小学校２７番松田穂乃花議員、２８番瀬

戸涼雅議員の一般質問を終わります。 

 

◎西堀小学校 大竹遼真議員、石原八雲議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、西堀小学校２９番大竹遼真議員、３０番石

原八雲議員の一般質問を許可します。 

  ２９番大竹遼真議員、３０番石原八雲議員。 

  〔２９番（大竹遼真議員）、３０番（石原八雲議員）登壇〕 

〇２９番（大竹遼真議員） 西堀小学校の大竹遼真です。 

〇３０番（石原八雲議員） 石原八雲です。 

  今から一般質問を行います。 

  最近、テレビで交通事故のニュースをよく耳にします。実際に僕たちの学校

でも、今年に入ってから２件交通事故がありました。幸い命に別状はありませ

んでしたが、けがを負ったことにより、学習面や運動面でかなり大変な思いを

していました。そこで、僕たちは交通事故を減らすために、「交通事故ス 

トップ大作戦」を提案します。 

〇２９番（大竹遼真議員） 一つ目は、毎年各小学校で作成し、確認していただ

いている「地域・安全マップと通学路図」の効果的な活用方法です。 

  各学区の危険なところに、このゾウキリンステッカーを張っていただき、新

座市に住む人たちが、一目で危険な場所だと分かるようにしていただきたいの

です。 

〇３０番（石原八雲議員） 二つ目は、毎日行っていただいている「夕方の放送」

での呼びかけです。 

  現在、昨年から放送の声が市内の小学生の声に変わりました。同じ小学生が

放送していることにより、以前よりも耳を傾けるようになりました。 

  今の、「地域の皆さん、いつも見守っていただき、ありがとうございます。僕

たち私たちが自宅に戻るまで、見守りに御協力をお願いします」という言葉の

後に、「今から帰る皆さんも交通ルールを守り、安全に気をつけて帰りましょう」

という言葉をつけ加え、帰宅する人たちへの交通事故に対する意識を高めてい

ただきたいのです。 
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〇２９番（大竹遼真議員） 三つ目は、ごみの収集場所の見直しです。 

  僕は、毎朝、登校班の班長として、班の下級生たちと一緒に登校しています。

その際、収集してあるごみが登校の妨げとなり、道路の真ん中を歩かなければ

ならないことがあります。それにより、何度も危険な思いをしたことがありま

す。そこで、もう一度ごみの収集場所を見直していただき、子どもたちが安全

に登校できるようにしていただきたいのです。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、西堀小学校の大竹遼真議員、石原八雲議員の御質

問にお答えを申し上げます。 

  今回、大竹議員、石原議員から御提案を頂きました「地域・安全マップと通

学路図」の効果的な活用ということで、各学区の危険なところにゾウキリンス

テッカーを張ってはどうかとの御提案ですが、市といたしましても危険箇所を

認識していただくことは、とても有効なことと考えております。 

  現在、本市では危険であるとお声を頂いた場所につきましては、その都度現

場を確認し、必要に応じて啓発看板の設置等を行い、危険であることを周知し

ております。また、平成２３年度に行われました子ども議会では、ゾウキリン

のイラストを使用した交通安全の啓発看板について御質問を頂きましたので、

啓発看板を設置する際に、啓発に有効であると考えられる場所につきましては

ゾウキリンシールを看板に貼付し、親しみやすいものにして安全対策を行って

おります。このように、既にゾウキリンを貼って実現をいたしました。 

  次に、夕方の放送の呼びかけについての御提案ですが、帰宅する方への交通

安全に対する意識を高めるために有効な施策と考えますので、平成２９年２月

１日からの時間変更に合わせまして、御提案のございました内容を加味し、実

施するよう準備を進めてまいります。 

  次に、ごみ収集場所についてですが、新座市には、現在約６，０００か所の

ごみ集積所がありまして、家庭から出る生ごみや、缶、瓶等のリサイクル資源

など５種１５分別に分けて、ごみ収集車が市内全域を回収をしております。児

童の皆さんの安全と安心、そして交通事故防止という面から考えますと、家庭

から出るごみが皆さんの通学路に支障を来しているということは、大変残念で

あると考えております。 
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  ごみ集積所は、住宅建設や人口の増加とともに増えており、毎年１００か所

以上の集積所が新たにつくられている状況でございます。また、集積所の設置

は地域利用者の皆様の合意により選定され、原則としてブロック等で囲われた

専用のごみ集積所ですが、地域の事情から道路上がごみ集積所となる場合がご

ざいます。御指摘のとおり、道路上にごみ集積所があることは望ましいもので

はありませんが、様々な地域事情があることから、残念ながら集積場所を見直

すことは大変難しいと思っておりますが、引き続き検討させていただきたいと

思っております。 

  しかし、ごみ出しは市民の皆様一人一人がしっかりと分別し、周りに配慮し

ながら、決められた日と時間に出すというルールとマナーを守ることがとても

大切でございます。新座市では、ごみ出しのルールやマナーを守っていただく

ため、皆さんの通学のことも考えてごみを出すよう、広報紙やホームページ、

また今年の４月から配信を開始しました新座市ごみ分別アプリを通じて、改め

て市民の皆様への協力をお願いしてまいります。この度は貴重な御提言を頂き、

誠にありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で西堀小学校２９番大竹遼真議員、３０番石原

八雲議員の一般質問を終わります。 

 

◎東野小学校 鈴木寛議員、萩元彩寧議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、東野小学校３１番鈴木寛議員、３２番萩元

彩寧議員の一般質問を許可します。 

  ３１番鈴木寛議員、３２番萩元彩寧議員。 

  〔３１番（鈴木寛議員）、３２番（萩元彩寧議員）登壇〕 

〇３１番（鈴木寛議員） 東野小学校の鈴木寛です。 

〇３２番（萩元彩寧議員） 萩元彩寧です。 

〇３１番（鈴木寛議員） これから一般質問を行います。 

  新座では、毎年ロードレースや駅伝大会が開かれていますが、僕たちが提案

したいのは、順位を競うマラソン大会ではなく、新座の有名なところを走った

り、各ポイントで特産物を食べたりしながら、新座市内を広く走る新座市を楽

しむためのマラソン大会です。 

  今までのマラソン大会だと、参加者は主に新座市民だと思いますが、これか
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らの新座のためには、市外からたくさんの人に来てもらうことが必要です。 

  例えば、平林寺、睡足軒、だちょう牧場、野火止用水沿い、立教大学や十文

字学園女子大学のキャンパス内を走り抜けるのもいいと思います。それから、

新座には花のきれいなところがたくさんあります。黒目川の桜や新種の桜が咲

く妙音沢、菜の花畑やヒマワリ畑、野火止用水沿いではアジサイやショウブも

咲いています。ゴイザキや鯉、蛍も見ることができるかもしれません。睡足軒

や平林寺は、秋の紅葉もきれいです。 

〇３２番（萩元彩寧議員） 各ポイントで食べるものは、新座特産のニンジンで

つくったにんじんうどんやにんじんケーキ、にんじんジュース、だちょう 

クッキーやのびのびロール、秋は小泉ぶどう園のブドウなど、新座の自然の恵

みを思う存分味わってもらいます。 

  また、新座を象徴する「ゾウキリンの銅像」をつくり、マラソン大会のポイ

ントとしてもよいでしょう。最後は、新座温泉に入ってもらいます。 

  コースは、子どもから大人まで走れるように、いろいろな長さを設定します。 

  ２１３（ニイザ）の順位の人には、ピタリ賞を贈呈します。ゲストにゾウキ

リンの縫いぐるみを着た並木市長さんに来てもらい、授賞式を行います。 

  マラソン大会は、ポスターやホームページ、看板などで広く宣伝します。 

  新座の自然を走りながら感じて、新座でとれたおいしい野菜を味わってもら

う『ふれあい新座マラソン』。是非御検討ください。 

  以上で１回目の質問を終わりにします。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、東野小学校の鈴木寛議員、萩元彩寧議員からの御

質問にお答えをいたします。 

  新座市では、首都近郊でありながら緑豊かで、野火止用水や平林寺など歴史

的文化遺産が数多く残されているという特徴をいかし、平成１８年度から「住

んでよし、訪れてよし」といった考え方の下、観光都市にいざづくりを進めて

おります。そして、この観光都市づくりもスタートから１０年が経過しており、

これまでの取組を継承するとともに、新たな視点を取り入れて、今まで以上に

市民の皆様にずっと住み続けたいと思っていただき、新座市に訪れた方々には、

このまちに住んでみたいと思っていただけるような魅力ある快適なまちを目指

していきたいと考えております。 
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  このような中、新座市では市民の皆様を始め、本市に訪れた方々に新座の自

然や歴史的な建物などをゆっくりと散策しながら安全に楽しんでいただくよう

ウォーキングによるまちづくりを進めております。具体的には、平林寺や野火

止用水沿いを散策するコースや、桜の開花に合わせて黒目川沿いや柳瀬川沿い

を散策するコースなど、様々なコースを設定したウォーキングイベントを開催

しております。そして、ゴール地点では、にんじんうどんや新座の野菜を使用

したスイーツなどの販売を行うおもてなしイベントも実施しております。また、

イベント開催時の宣伝方法につきましては、市のホームページへの掲載及びチ

ラシの配布、案内看板の設置等を行っております。 

  鈴木議員、萩元議員の御提案のように、新座の魅力をＰＲし、市内外問わず、

たくさんの方にお越しいただける観光都市づくりは大変重要であると思います。

現在実施しているウォーキングイベントに、御提案を頂きました観光地点や食

をコース等の参考にして、今後のマラソン大会にいかしていけるよう調査研究

してまいりたいと思います。 

  ゾウキリンの中に入りまして、優勝者には私から贈呈するように、ゾウキリ

ンに入れるように、しっかり痩せていきたいと思っておりますので、よろしく

お願い申し上げます。御提案ありがとうございました。 

  なお、マラソン大会につきましては、教育長から御答弁を申し上げます。 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、東野小学校の鈴木寛議員、萩元彩寧議員の御

質問にお答えします。 

  既に第四小学校、野火止小学校の各議員さんの質問にお答えしてきたところ

でございますけれども、マラソンを活用した新座市の観光振興についてでござ

いますが、スポーツを活用し、市内の名所や自然のほか特産物を楽しんでいた

だけるという新座の魅力を伝えるイベントの開催は、本市の観光産業の振興に

とって極めて重要であると考えているところであります。 

  現在、本市におきましては体育協会の主催により、１月に新座市民ロード 

レース大会を実施しているところであります。新座市民ロードレース大会は、

様々な制約があるわけであります。議員の御提案のように、新座の観光名所を

結んでいくということになりますと、様々な制約が出てまいります。観光名所

というのは点であります。点と点を結ぶ線、この線は、果たしてマラソンの  

コースとして活用ができるかどうかということを検討しなければなりません。
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例えば、交通規制をしたときに、車両の妨げにならないで、ほかのルートで行

くことができるような、そういうルートに当たっているかどうか。それから、

例えば新座市を南北に走っている国道２５４の、この交差点を渡るときにはど

うすればいいかというようなことも、様々な検討をしていかなければならない

わけであります。 

  総合運動公園をスタートとした場合に、平林寺や十文字学園女子大学までの

コースは何とか確保できると思いますけれども、２５４を越えてコース設定を

するとなると、極めて困難な条件が出てまいりまして、難しい部分もございま

す。ただ、これはよく検討を加えて、マラソンコースとしてふさわしい、そし

てなおかつ新座の名所旧跡が数多くめぐれるように、そういうコース設定も今

後検討してまいりたいと思います。 

  東野小学校の議員さんの御提案というのは、実は世界的にマラソン大会が行

われているコースにおいて、いわゆる４２．１９５キロのフルマラソンの 

コースではタイムを競い合うのと同時にコースを楽しむという方向に 

なってきています。新座市も親子でマラソンをするというようなこととか、あ

るいは小学生のコース、中学生のコースといったそれぞれの種目によってコース

をそろえています。さらに新座の魅力を味わってもらえるようなコース設定が

できないかどうか。 

  また、走り方ですね。例えば、ハワイのホノルルマラソンというのがありま

すが、ここではフルマラソンのコースとレースデーウォークという種目があり

ます。レースデーウォークは、１０キロのコースを、ワイキキの海岸をゆっく

りと、少し走りながら、時には歩きながら、楽しみながら、そしてエイドス 

テーションといういろいろなハワイの産物が置いてあるところを通りながら、

ハワイを味わってコースを走るというようなマラソンの設定をされています。 

  ですから、タイムを競い合うというコースと、そのまちを楽しむコースと、

二つの視点を持ったマラソン大会が行われれば、更に魅力あるロードレース大

会になっていくかなというふうに思っているところであります。御提言を頂き

ましたので、早速体育協会と協議をしまして、もっと魅力ある 

コース設定ができないか、あるいは魅力のある種目が設定できないか検討して

まいりたいと存じます。貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で東野小学校３１番鈴木寛議員、３２番萩元彩
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寧議員の一般質問を終わります。 

 

◎栄小学校 荒木陽介議員、逸見康太議員 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、栄小学校３３番荒木陽介議員、３４番逸見

康太議員の一般質問を許可します。 

  ３３番荒木陽介議員、３４番逸見康太議員。 

  〔３３番（荒木陽介議員）、３４番（逸見康太議員）登壇〕 

〇３３番（荒木陽介議員） 栄小学校の荒木陽介です。 

〇３４番（逸見康太議員） 逸見康太です。 

〇３３番（荒木陽介議員） これから一般質問を行います。 

  僕たちは、学年で「『住んでよし、訪れてよし』の観光都市づくり」について

話し合いました。今後、少子高齢化社会が進んでいく中で、どうすれば新座に

人が集まり、誰もが生活がしやすいまちになるかを考えました。 

  そのうち一つに、誰もが集まり使いやすい公園にすること、中でも公園のト

イレの整備をすることが必要だという意見が出ました。僕たちも放課後に公園

で様々な遊びをします。しかし、公園のトイレがないと使いづらいし、遊びの

途中で帰る原因になってしまいます。そこで、公園のトイレを整備することに

よる利点と、そのためにどのようなトイレがいいかを考えました。 

〇３４番（逸見康太議員） まず、利点についてですが、トイレが設置されると、

子どももお年寄りも公園を使う機会が増えます。 

  僕たちも公園を使っていて、トイレがないと遊ぶのを途中でやめたり、公園

以外の場所で遊んだりすることがあります。でも、公園にトイレがあれば、時

間も気にせず、楽しく外で遊ぶことができます。また、大人やお年寄りの方も

小さな子どもを連れて遊びに来やすくなり、交流の場になると思います。 

  近所の公園には、ほとんどトイレがありません。では、どんなトイレがよい

か、二つ考えました。一つ目は、洋式トイレを増やし、誰もが使いやすくする

ことです。これから日本に訪れる外国の方も増えますし、子どももお年寄りも

使いやすいです。 

  二つ目は、トイレの壁を絵やゾウキリンなどの柄の壁紙にしたり、照明を明

るくしたりすることです。無地の壁だと汚れが目立ってしまいます。また、暗

い雰囲気では、どうしてもみんながきれいに使うという意識が薄れてしまいま

す。きれいで明るければ利用者も増え、より人の目が届くので、きれいさを維

持でき、安全なトイレにできると思います。 
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〇３３番（荒木陽介議員）  

  以上のことから、子どももお年寄りも元気で仲よく、みんなが訪れたくなる

新座市のために、公園のトイレ整備を提案します。御検討よろしくお願いしま

す。 

  これで１回目の質問を終了します。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） それでは、栄小学校、荒木陽介議員、逸見康太議員の御質問

にお答えを申し上げます。 

  今回、荒木議員、逸見議員には、みんなが集まり誰もが使いやすい公園とな

るため、公園のトイレ整備について御提案を頂きました。 

  始めに、誰もが使いやすい洋式トイレを増やしてはどうかとの御提案でござ

いますけれども、現在市内には、公園、児童遊園、ポケットパークなど合わせ

て２２６か所あり、トイレを設置する際には、公園の大きさや地域性、利用状

況、公共下水道整備の有無などを考慮して、これらのうち３１か所にトイレを

設置しております。この３１か所のうち、和式トイレとなっている場所につい

ては、今後大きな修理が必要になった際に、地域の方々の意見を聞きながら、

洋式トイレに変更していければと思っております。 

  次に、トイレの壁を絵やゾウキリン柄にしたり、照明を明るくしたりしては

どうかとの御提案でございますが、確かにお二人が公園を利用する明るい時間

帯でも、トイレが暗い雰囲気ですと利用を控えてしまうことがあるかもしれま

せん。市内の公園には管理人がいないため、スプレーによるいたずらでトイレ

の壁に文字を書かれたりすることも少なくありません。また、公園の近くに住

んでいる方々からは、いたずらや、夜などたまり場になるので、トイレを設置

しないでほしいという意見もあります。市では、いたずらや、近隣に迷惑とな

るような使用等があるたびに注意看板を設置しております。 

  そこで、今度是非その注意看板へ絵つきポスターをクラスの皆さんで作成し

てもらい、設置してはいかがでしょうか。そうすることにより、トイレも明る

くなり、身近な公園をみんなで協力してきれいにしていく考えになっていくと

思います。そして、トイレがきれいになることで地域の皆様の目が行き届き、

皆さんも安心して利用できるようになると思います。 

  なお、新座市ではボランティアの一つとして、新座市公園トイレクリーン 
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キーパーという制度があります。この制度は、公園は近くに住んでいる皆様の

財産という考えのもと、近所の方々で公園施設をより清潔に、より安全安心に

利用できるように、トイレの清掃やごみの処理などをしてもらうというもので

ございます。小学生だけでの参加はできませんが、お父さんやお母さんと一緒

になってトイレクリーンキーパー制度に御参加いただければと思います。 

  これからも、子どもからお年寄りまで全ての方々が安心して利用できる公園

づくりを目指していきたいと思っております。この度は、大変貴重な御提言を

誠にありがとうございました。 

〇議長（荒牧きらり議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  〔「ありません」という発言あり〕 

〇議長（荒牧きらり議員） 以上で栄小学校３３番荒木陽介議員、３４番逸見康

太議員の一般質問を終わります。 

  これをもちまして、一般質問は全て終了しました。 

 

◎市長閉会挨拶 

 

〇議長（荒牧きらり議員） 続いて、市長から挨拶のため、発言の申し出があり

ましたので、許可します。 

  市長。 

  〔市長（並木傑）登壇〕 

〇市長（並木傑） 議長から発言の許可をいただきましたので、平成２８年度小

学生議会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

  本日は、土曜日のお休みのところ、各小学校を代表して３４名の議員の皆様

に御出席を頂きました。また、東北小学校の松本拓希議員、石神小学校の荒牧

きらり議員に議長をお務めいただきました。 

  一般質問という形で、それぞれの学校でお考えいただいた意見を発表してい

ただきました。各議員の皆様には、大変熱心に御質問をいただき、誠にありが

とうございました。 

  また、保護者の皆様、各学校の校長先生、御指導いただきました先生方にお

かれましても、長時間にわたりまして熱心に傍聴していただきました。御礼を

申し上げます。ありがとうございました。 

  小学生議員の皆様の新鮮な目で見た新座市政に対する御意見、御要望は、こ

れからの市政運営に大変参考になるところが多く、今後、「住んでみたい・ 
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ずっと住み続けたい 魅力ある快適みらい都市」の実現に向けて、必ずいかし

てまいりたいと存じます。 

  皆様も学校へ帰られたら、本日経験したことや学んだこと、各学校代表の議

員から出た様々な意見などを、是非学校のみんなに報告していただき、新座市

のまちづくりについて話し合っていただければと思います。 

  これからも、どうか学校での勉強、スポーツに大いに頑張っていただき、新

座の将来を背負っていただく素晴らしい青少年に成長していただきたいと思い

ます。皆さんの御活躍を心からお祈り申し上げ、御礼の挨拶とさせていただき

ます。本日は、本当にありがとうございました。 

 

◎閉会の宣告 

 

〇議長（荒牧きらり議員） 小学生議員並びに執行部の皆様には、長時間にわた

り大変熱心に御質問、御答弁いただき、ありがとうございました。 

  以上をもちまして、平成２８年度新座市小学生議会を閉会します。 

  ありがとうございました。 

 

  閉会 午後５時０５分 

 


