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◎開会及び開議の宣告 

                           （午前９時００分） 

〇議長（初瀬翼議員） おはようございます。ただいまの出席議員は１８名です。 

  本日招集されました平成２８年度新座市中学生議会を開会し、直ちに本日の

会議を開きます。 

  本日、中学生議会前半の議長を務めさせていただきます新座中学校の初瀬翼

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（初瀬翼議員） 日程第１、会期の決定を議題とします。 

  平成２８年度新座市中学生議会の会期は、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（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 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） 皆さん、おはようございます。市長の並木傑でございます。 

  本日は、平成２８年度新座市中学生議会と銘打ちまして、市内６校の中学校

の代表の皆さんに議員になっていただきまして、中学校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、各中学校の校長先生を始め、御指導い

ただいた先生方、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、

本日も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を申し上げま

す。ありがとうございます。 

  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、新座中学

校の初瀬翼議員、第二中学校の今村一心議員の２人に議長をお願いしておりま

すので、よろしくお願いいたします。どうか皆さん、限られた時間であります
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が、本当の議員になったつもりで思い切って市長、そして市の幹部の職員に、

皆様のお考え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提案がありましたら、１回に限り再質問をしてい

ただくことができますので、遠慮なく御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まいります。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。中学生の皆さんのフレッシュな視点からの御提案を期待して、

開会の御挨拶とさせていただきます。 

  それでは、一日よろしくお願いします。 

 

◎市職員紹介 

 

〇議長（初瀬翼議員） 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） おはようございます。それでは、本日の平成２８年度

新座市中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、ただいま御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、市長の補佐役を行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） よろしくお願いいたします。 

〇総務部長（遠山泰久） 次に、中学生議員の皆様方に配布をさせていただきま

した座席表を参考にしていただきたいと思いますけれども、まず市政推進に当

たりまして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。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、本日、中学生議会のお手伝いをさせていただきました秘書広聴
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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。 

  それでは、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（初瀬翼議員） 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、一人当たり４分程度でお願いします。 

 

◎第二中学校 磯村ななみ議員 

〇議長（初瀬翼議員） それでは、第二中学校１番、磯村ななみ議員の一般質問

を許可します。 

  １番、磯村ななみ議員。 

  〔１番（磯村ななみ議員）登壇〕 

〇１番（磯村ななみ議員） 第二中学校の磯村ななみです。これから一般質問を

行います。 

  私は、安全・安心なまちづくりをテーマに、日頃気になっている防災新座の

放送について考え、検討していただきたいことを述べたいと思います。 

  市では、防犯推進計画の中であらゆる項目を挙げ取り組んでおられます。そ

の中の地域全体への放送を耳にしながら、数々の迷子や危険人物の放送が頻繁

にあることに驚きと不安を感じます。 

  しかし、不思議に思うのは、例えばその迷子のお年寄りの方は、その後ちゃ

んと家に帰れたのか、通学途中の子どもはちゃんと見つかったのか、不審者が

うろついているその後はどうなったのか気になっています。それは、きっと私

だけではなく、放送を聞いた皆さんが同じ思いをされているのではないでしょ

うか。放送で市民の協力を呼びかけるのであれば、その迷子や不審な人物は、

その後どうなったのか、安心させていただく方法はないものでしょうか。もち

ろんプライバシーの配慮から詳しくなくとも、見つかったとか、確保されたと

かだけでもよいと思います。不安や心配をあおるだけではなく、安心も同時に

行うことにより、さらに個人の意識を高めていくことが大事だと思います。 

  以上のことを提案します。以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第二中学校の磯村ななみ議員からの御質問にお答

えを申し上げます。 

  現在、迷い人などの防災新座、正式名は防災行政無線と申しますが、この放

送は、市で定めた一定のルールに基づいて、新座警察署からの依頼により実施

をしております。また、刃物などの凶器を持った不審者の目撃など重要な犯罪

情報については、市と新座警察署と町内会が結んだ協定に基づいて、こちらも

新座警察署からの依頼により放送をしております。 

  磯村議員から迷い人などのその後の結果を放送してほしいとの御質問を頂き

ました。防災新座の放送につきましては、防災という名前のとおり、地震や火

災、台風等の非常事態に関する放送を第一の目的としております。そのほかの

放送の内容につきましては、先ほど申し上げました市で定めたルールに基づい

て行っております。 

  そこで、迷い人などのその後の結果の放送についてですが、既に無事に保護

等をされ、安全な状態にある場合には、このルールで放送事項として定めてい

る人命に関わる緊急事態には該当しないため、実施をしておりません。ただ、

迷い人などのその後の結果を知りたいという同様の御要望も数多くいただいて

おりますので、新座市のホームページあるいはツイッター、フェイスブック、

メールマガジンなどによりまして掲載をしております。是非こちらを御利用い

ただければと思います。 

  過去には、結果の放送を行っていたことがあるのですが、市民の皆様から、

放送が頻繁にあり過ぎて、うるさいとか、保護されていて安全なのに、放送す

る必要があるのかというような苦情が逆に数多く寄せられたということから、

ルールとも照らし合わせて現在は行っておりませんので、御理解を頂きたいと

思います。 

  ただ、刃物など凶器を持った不審者の目撃情報など重要な犯罪情報のその後

の結果の放送につきましては、市民の人命に関わるものであり、結果放送を流

すことで市民の皆様も安心して生活していただけるものと考えておりますので、

新座警察署とさらに連携を密にとりまして、犯人確保の情報が得られた際には、

結果放送を実施してまいります。この度は貴重な御提案を頂きまして、ありが

とうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 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〕 
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〇議長（初瀬翼議員） 以上で第二中学校１番、磯村ななみ議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第二中学校 今村一心議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第二中学校２番、今村一心議員の一般質問を許

可します。 

  ２番、今村一心議員。 

  〔２番（今村一心議員）登壇〕 

〇２番（今村一心議員） 第二中学校の今村一心です。これから一般質問を行い

ます。 

  私たち中学生の学習環境のことを提案させていただきたいと思います。私た

ちの学校では、７月初旬に期末テストがありました。そこで、友達と一緒に勉

強するためにふるさと新座館へ行きましたが、空いている席がなく、なかなか

勉強に取り組むことができませんでした。やっと席があいて勉強に取りかかろ

うとしても、走り回ったり、大声を出して遊んでいたりする子どもたちが多く、

余り集中できませんでした。 

  このように公民館などで勉強したいが、なかなかできないという声は同級生

からもよく聞きます。また、図書館の自習室や資料室もありますが、各学校が

テスト期間に入ると、開館時間の５分前には着いていないと席がとれない状況

です。 

  そこで、私は、より多くの人が集中して勉強できる場所を増やしてほしいと

考えています。もし公民館などで使われていない部屋があるのであれば、自習

室として開放していただけないでしょうか。また、部屋がない場合には、新た

な学習環境をつくっていただけないでしょうか。より勉強に適した環境をつく

るために以上のことを提案します。御検討をよろしくお願いします。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

〇議長（初瀬翼議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） おはようございます。教育長の金子です。よろしくお願

いいたします。 

  第二中学校、今村一心議員の御質問にお答えを申し上げます。ふるさと新座

館や公民館、コミュニティセンターなどの公共施設を中学生の学習の場として

利用できないかという御提案でございますが、教育委員会では小中学生、高校

生の学習の場を提供するために、今まで増設できるところは増設し、新設でき
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るところは新設をしてまいりました。中央図書館が大規模改修をいたしました

けれども、このとき会議室であったところを学習室として新たに設置をし、現

在、３５名の方の席を用意してございます。 

  また、ふるさと新座館を建設する際におきましては、ロビーを広くとりまし

て、多目的に活用できるように配慮したところでございます。ロビーというの

は、大体がソファーのようなものを設置することが多いのですが、ふるさと新

座館のロビーにおきましては、皆さんが学習もできるような環境をつくろうと

いうことで、テーブルと椅子を配置したところでございます。この場所は、農

産物直売所に買い物に来た方や、ホールの催しを待っている方など、多目的に

使われているロビーでありますから、静寂さが保たれているかどうかというの

は、ちょっと保証の限りではありません。時には騒がしいこともあろうかと思

いますが、しかし皆さんが利用しやすいようにテーブルと椅子を用意し、学習

もできるような環境づくりをしたつもりでございます。 

  また、先日、視察に行きましたら、やはりテーブルや椅子がなくて、立って

いる子どもたちがおりましたので、これはさらに増やしたほうがいいというこ

とで、テーブル２台、それから椅子を１２脚増やしまして設置したところであ

ります。目的が多目的でありますから、静かに勉強するという環境には、若干

不備があるかと思いますが、そうしたところは大いに活用していただきたいと

考えているところでございます。 

  それから、公民館やコミュニティセンターでございますけれども、これは有

料の社会教育施設でありまして、使用に当たっては申込み制になっております。

小中学生だけで無料の貸出しは行うことができないということになっているわ

けでありますが、図書館が併設されている公民館の読書スペースや、あるいは

公民館、コミュニティセンターのロビーについては自由に活用できますので、

そういったところをお使いいただきたいと思います。また、ロビーについても、

テーブル等がなければ勉強ができませんので、そうした配置についても、今後、

検討をさせていただきたいと思います。 

  なお、高校生以上の学習の場が必要というような方については、もし部屋が

使われていなければ開放するというような措置も行っておりますが、小中学生

についてはそうした措置は行っておりませんので、今後はこうしたことも検討

してまいりたいと思います。特に中間テストや期末テストの直前、１週間前な

ど、中学生に学習の場としてどのように公共の場を提供できるかということに

ついては、前向きに検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 
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〇議長（初瀬翼議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  ２番、今村一心議員。 

〇２番（今村一心議員） 再質問を行います。 

  先ほどお話にありましたふるさと新座館のロビーなのですが、そのロビーの

照明が暗くて、書き物をするにも暗いし、また勉強以外の目的で利用するのに

も少し薄暗いと感じます。せめて照明を明るいものに、利用者のためにも替え

ていただけないでしょうか。お願いします。 

  以上です。 

〇議長（初瀬翼議員） ただいまの再質問に対し、答弁をお願いします。 

  市長。 

〇市長（並木傑） 今村議員の今の御指摘でございますが、先日、市民の方から

同じ質問がございまして、特にふるさと新座館のところには、涼しいというこ

とで夏休みとか子どもたちが来たり、高齢者の方が大変多く来られております。

節電という意味で電気を間引いておりましたけれども、高齢者の方にちょっと

意地悪しているのではないかというようなことも言われまして、早速照度を上

げて対応しております。同じように志木駅にあるほっとぷらざの照度も上げる

ため、今対応しております。御指摘ありがとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 以上で第二中学校２番、今村一心議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第二中学校 鈴木雄大議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第二学校３番、鈴木雄大議員の一般質問を許可

します。 

  ３番、鈴木雄大議員。 

  〔３番（鈴木雄大議員）登壇〕 

〇３番（鈴木雄大議員） 第二中学校の鈴木雄大です。僕は、「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、新座市の特産品、にんじんうど

んについて考え、検討していただきたいことを述べたいと思います。 

  市では、にんじんうどんを特産品としてアピールしています。しかし、僕の

親や塾の先生など身近にいる人の中で知っている人、食べたことがあるという

人はほとんどいませんでした。僕は小学生だったころに給食で食べたことがあ

り、あのおいしさは知っています。また、市はイベントを開いていたそうです

が、事前学習資料を読むまでは、そのイベントのことさえ知りませんでした。 

  そこで、もっと大きく宣伝し、スーパーなどでも販売してくれるようお願い
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したり、１年に１度でも市内の全小中学校に給食に出すなど、もっと多くの人

に知ってもらい、そして食べてくれるよう活動したらよいと思います。僕は、

あのおいしいにんじんうどんをもっと多くの人に知ってもらいたいです。そし

て、にんじんうどんが誰からも認められるようになってほしいと思います。 

  以上のことを提案します。以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第二中学校、鈴木雄大議員からの御質問にお答え

いたします。 

  にんじんうどんは、埼玉県内でも生産量がトップクラスである新座市のにん

じんと、昔からお祝い事あるいは仏事でございますけれども、集まる際は、各

家庭で手打ちうどんでお客様をもてなしたという新座市伝統の食文化が融合し、

平成１４年に市内の農家と市内の製麺会社が協力して開発されたものでござい

ます。現在は、“すぐそこ新座”春まつりや市民まつり、産業フェスティバル、

あるいはオープンカフェといった市内イベントでの出店を始め、市内の学校給

食においても献立の一つとして取り入れられており、新座市の食文化を広く 

ＰＲする特産品の一つとなっております。 

  鈴木議員から御提案いただきましたスーパーなどのにんじんうどんの販売に

つきましては、現在、市役所の食堂を始めとした市内６店舗の飲食店において

メニューの一つとして提供されております。また、新座駅周辺の大型店舗を始

めとした市内６店舗において、お土産用のにんじんうどん、乾麺ですけれども、

販売をされております。また、昨年新たに創設した新座ブランドの認定事業に

おいて、お土産になる食分野の商品を対象に募集を行ったところ、にんじんう

どんが認定をされ、志木駅南口にありますイオン新座店でも、今年の８月から

販売していただくようになり、大変好評を博しているということでございます。 

  また、御質問の中にありました学校給食におけるにんじんうどんの提供につ

いてでございますけれども、各小中学校では１年に１回程度、主に夏の時期に

にんじんうどんを献立に取り入れているとのことでございます。今後につきま

しても、引き続き学校給食や新座ブランドの広報活動を通じて市内外の皆様へ

ＰＲをしてまいりたいと思いますので、鈴木議員におかれましても、誰からも

愛される新座のにんじんうどんになるよう応援をよろしくお願いいたします。

この度は、貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 以上で第二中学校３番、鈴木雄大議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第三中学校 本村七海議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第三中学校４番、本村七海議員の一般質問を許

可します。 

  ４番、本村七海議員。 

  〔４番（本村七海議員）登壇〕 

〇４番（本村七海議員） 第三中学校の本村七海です。これから一般質問を行い

ます。 

  私は、新座に今ある良い物をほかの地域の人や次の世代に伝えていくために

「つなぐ」というテーマを新しく考えました。そして、職場体験のような企画

を地域活動の一つとして行うという意見を提案します。 

  新座第三中学校では、２年生になると職場体験学習が行われます。私たちは

先日、その職場体験学習に行ってきました。自分の将来について深く考えさせ

られました。また、職場の雰囲気や仕事内容など、様々な情報を知ることがで

きました。 

  それでは、「つなぐ」をテーマにした職場体験とは、どのようにすればよいの

でしょうか。まず、子どもだけではなく、大人も一緒に体験していただくよう

にすることです。子どもに体験してほしいのは一番ですが、大人も一緒に参加

することで新座を訪れてくれる人も増えると考えられます。また、それぞれの

職場の内容を知ることで、年をとっても仕事に就きたい人が、就きたい仕事を

見つけることができると考えました。さらに、新座の特徴をいかしたにんじん

を使った料理体験やにんじんを売る仕事も活動に取り入れることで、新座なら

ではの職場体験ができると思いました。もちろんほかにも新座ならではの仕事

をたくさん行うことでイベントが盛り上がり、新座をほかの地域にアピールで

きると考えました。 

  最後に私は、このイベントを行うことで、新座をアピールすることはもちろ

ん、今ある新座ならではの仕事をこれからの高齢社会に向け、私たちの世代が

つなげていけると思いました。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第三中学校、本村七海議員からの御質問にお答え

申し上げます。 

  本村議員からは、新座ならではの産業の職場体験やイベントを積極的に行う

ことで、ほかの地域にアピールしたり、次世代の人につなげていってはとの御

提案を頂きました。本村議員の御提案のとおり、新座市には次の世代へつなげ

ていきたい産業や文化といった資源がたくさんあります。そして、これらの資

源を多くの人たちに知っていただくことで、地域の活性化はもとより、そこに

関わる人たちの誇りやモチベーションの向上といった効果も期待できると考え

ております。 

  新座市には、市内の産業経済と観光事業の振興を図り、文化の向上と地域の

活性化を目的として、主に市内の会社・団体等で構成する新座市産業観光協会

という組織がございます。この協会では、職場体験といった視点ではありませ

んが、市民の皆様を対象に、市内の産業や文化をより深く知っていただきたい

といった考えから、「ぶらり新座バスの旅」と銘打って市内の産業や文化を体験

する観光ツアーを実施しております。 

  具体的には、市内には、羽子板にいろいろと飾りをつけている押絵羽子板と

いう伝統工芸がございますが、この羽子板づくりの現場見学、また市内の農家

の皆様に御協力いただいて行う農産物の収穫体験や、先ほど御質問いただきま

した本市に古くから伝わるうどん文化のＰＲと継承を目的とした手打ちうどん

づくり体験を行っております。さらに、関東の古刹として大変有名な平林寺の

皆様に御協力を頂いて実施する座禅体験、これは睡足軒というところでやって

いるのですが、本市ならではの様々な体験事業に子どもたちから大人まで、主

に家族で御参加いただきながら、市内の産業や伝統文化のＰＲ事業を実施して

いるわけでございます。 

  今後も、御提案のように市内にある産業や文化といった資源を様々な事業を

通じてＰＲし、後世に伝え、継承していく取組を進めてまいりたいと思ってお

ります。議員におかれましても、引き続き新座ならではの資源に着目していた

だきまして、これからの継承に御協力いただければと思っております。この度

は貴重な御提言いただき、誠にありがとうございました。 

  なお、職場体験につきましては、教育長からも御答弁を申し上げます。あり

がとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、教育長の答弁をお願いいたします。 

  教育長。 
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〇教育長（金子廣志） 第三中学校、本村七海議員からの御質問にお答え申し上

げます。 

  「住んでよし、訪れてよし」のまちづくりの実現に向けて、職場体験に着想

を得て、新しい企画を提案していただいたことを、教育委員会としても大変う

れしく思います。新座市教育委員会は、今年、アグレッシブイノベーションと

いうことをテーマに、学校の改革を進めているところです。ですから、今まで

あったいろいろな行事等についても、新しい見方で考え直していこう、新たな

発想の下に展開できないかどうかを皆さんで知恵を出して考えていこうという

提案を先生方にしています。 

  本村七海議員は、今までずっとやってきた職場体験をもう一回別の観点から

見直してみようということで御提案いただきました。そういう発想はすばらし

いことだと思います。議員からの御指摘のとおり、職場体験学習は、自分の将

来に対して深く考える貴重な学習の場であります。働くことの大切さや働くこ

との意義、あるいは働くことの楽しさを知ることができるなど、多くの中学生

から成果が上がったというような感想を頂いているところでございます。 

  本村議員から頂きました地域の特色をいかした、あるいは地域の大人たちと

つながるような職場体験学習が企画できないかという御提案については、すば

らしい提案だと思いますが、具体的には前年度、第三中学校の校長でありまし

た学校教育部長からお答えを申し上げたいと存じます。 

〇議長（初瀬翼議員） 学校教育部長。 

〇学校教育部長（菅野潤一） それでは、本村議員の御質問に答弁させていただ

きます。 

  新座市では、生徒一人一人に望ましい勤労観、職業観を育成するキャリア教

育の一環として職場体験学習を行っています。割り当てられている職種は、飲

食業、学校関係、公共施設、サービス業、生産技術関係、農園業、販売業、福

祉関係、幼稚園、保育園など多岐にわたり、昨年度で１９４の事業所の協力を

得て推進しております。 

  成果として、子どもたちが普段学校では味わうことのできない多種多様な体

験型、望ましい勤労観、職業観、社会性、規律性の育成につながっています。

職場体験から帰ってきた皆さんの表情はとてもすばらしく、行く前の表情と全

く変わっていて、本当に成長して帰ってきたなということを実感として受け取

れました。また、自分の将来に向け、今の自分が行わなくてはならないことを

自覚したり実行したりしていこうという態度が、本当に醸成されているなとい

うふうに考えております。 
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  また、職場体験とは違うのですけれども、本村議員の第三中学校では、地域

の人とともに地域の自然を大切にしようということで、ふれあい連絡協議会と

生徒会が中心となり、毎年、黒目川クリーンキャンペーンが実施されています。

また、新座中学校、第二中学校、第六中学校では、やはり野火止用水クリーン

キャンペーンが行われております。これらも新座の良さを次世代につなごうと

いう地域と一体となったすばらしい活動だと思いますので、今後も大切にして

いただきたいなというふうに考えております。 

  教育委員会といたしましては、このような職場体験学習ですとか、地域が一

体となった体験活動を真のキャリア教育の中核に据え、子どもたちの生きる力

の育成に向けて取り組んでまいります。また、子どもたちが新座市内にいる多

くの人々とふれあう社会体験を行うことで、社会性や郷土愛、自立心の育成に

努めてまいります。この度は貴重な御提言を頂き、本当にありがとうございま

す。 

〇議長（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 以上で第三中学校４番、本村七海議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第三中学校 平岩涼子議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第三中学校５番、平岩涼子議員の一般質問を許

可します。 

  ５番、平岩涼子議員。 

  〔５番（平岩涼子議員）登壇〕 

〇５番（平岩涼子議員） 第三中学校の平岩涼子です。これから一般質問を行い

ます。 

  新座市は、緑がたくさんあります。その環境を整える一つとして、私の学校

では黒目川クリーン作戦が行われています。その緑が身近に当たり前のように

あり、深く考える人が余りいないと思います。 

  私が考えたことは、公共施設などを利用してもっと緑とふれあうイベントを

つくればよいと思います。具体的には、川などでささ船をつくり、流すことや、

新座に植えてある花や草の名前を調べてスタンプラリーをする。木材を使って

椅子をつくったりなどすれば、お年寄りから子どもまでが楽しめると思います。

まちにポスターなどを張って、新座の人に新座市の緑を知ってもらえば、ほか

のイベントやボランティアの活動に参加してくれると思います。 
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  もう一つの考えは、季節に合わせて植える花や草、木などを業者に頼むので

はなく、市民の人たちと植えるのがよいと思います。植えることだけではなく、

この花は自分が植えたものなのだとよい思い出にもなり、また春夏秋冬とこの

活動を続けていけば、季節を感じる楽しみにもなります。ほかにも緑とふれあ

うことができますし、新座市の緑が少しでもふえると考えました。市民とのか

かわりを持てる企画であれば、仲よしの新座市にもなれると思います。そして、

更に緑あふれるまちになると思いました。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第三中学校の平岩涼子議員からの御質問にお答え

いたします。 

  平岩議員も第三中学校が行っております黒目川クリーンキャンペーンに御参

加をされているということでございますが、御協力にまずもって感謝申し上げ

ます。黒目川の環境整備には大変有効なイベントであると思っております。 

  今回、平岩議員からは、新座市の貴重な緑を守り育てていくために、緑とふ

れあうイベントを開催してはとの御提案を頂きました。議員が通う第三中学校

のそばには、妙音沢緑地と呼ばれる斜面の雑木林と湧水があります。新座市で

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。昨今、この妙音沢に訪れたいとの声を数多くいただくよ

うになりまして、最寄り駅からのアクセスや目標となる周辺施設や出入り口の

御案内をしておりますが、妙音沢にはトイレや休憩施設がなく、これらの施設

の早期の整備が求められている一方で、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、様々な課題がございます。 

  妙音沢緑地では、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

くことによって、地面の踏み固めが植物の育成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、木でつくった道

を整備したところでございます。 

  また、市内の町内会やボランティアの皆様の御協力を頂きまして、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

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
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に、防犯の面でも御協力を頂いているところでございます。 

  そして、このような妙音沢での活動が評価されまして、平成２０年６月には

環境省が認定する「平成の名水百選」に妙音沢が選ばれました。新座市といた

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

と湧水を守っていきたいと考えており、「広報にいざ」や市のホームページを活

用して参加者を募っております。 

  なお、妙音沢緑地クリーンアップ作戦に御参加してくださった方が楽しめる

ように、お昼として豚汁うどんを振る舞ったり、アトム通貨を配布するなどし

て工夫を凝らしているところでございます。 

  平岩議員も、是非このような清掃活動に参加していただきたいと思っており

ます。そうすれば、皆さんの行動が市民の皆様に大きなＰＲとなりまして、市

民の皆様の緑に対する理解と市民活動への参加が進んでいくと思っております。 

  また、新座市では、これ以外にも緑を守り育てる事業を行っております。例

えば、小学生に協力いただいている取組といたしまして、１年間を通じまして

季節を代表する草花を植えることにより、美しい潤いのある地域環境をつくり

出すとともに、小学生に植物に触れ、育てることを体験していただくフラワー

リメイク事業を実施しております。現在、志木駅南口広場の花壇では、東北小

学校の皆さん、栄緑道の花壇では栄小学校、野寺二丁目第１ポケットパークで

は八石小学校、新堀二丁目第二児童遊園では新堀小学校、また新座駅南口公園

では、大和田小学校の児童の皆さんに御協力を頂きながら、市内５か所で実施

しております。 

  また、石神二丁目の黒目川沿いのお花畑では、新座市グリーンサポーターの

ボランティアの皆さんが畑を耕しまして、種をまき、夏にはヒマワリ、春には

菜の花を咲かせるために、水やりや草取りをしてくださっております。ほかに

も公園パートナーとして花の広場というボランティア制度がございます。これ

は市民の皆様が、近所の公園の花壇に一年を通じて花などの植えかえを行い、

花壇を花いっぱいにしてもらうという制度でございます。現在、９グループ、

８５名の方が、市内９か所の公園で活動してくださっております。 

  このように新座市の緑は、多くの市民の方々の御協力もありまして、身近で、

気軽に触れられる緑地として保たれております。これからも新座市を緑豊かな

まちにするよう努めてまいりますが、平岩議員も機会がありましたら御協力く

ださいますようよろしくお願いしたいと思います。この度は貴重な御提言を頂

き、ありがとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 以上で第三中学校５番、平岩涼子議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第三中学校 鍵山愛夏議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第三中学校６番、鍵山愛夏議員の一般質問を許

可します。 

  ６番、鍵山愛夏議員。 

  〔６番（鍵山愛夏議員）登壇〕 

〇６番（鍵山愛夏議員） 第三中学校の鍵山愛夏です。これから一般質問を行い

ます。 

  私は、犯罪情報の住民提供に関してと、救出保護のための資材に関しての二

つについて提案があります。 

  まず、犯罪情報の住民提供についてです。確かに今まで、先生方から不審者

が出ているので気を付けて帰るようにとお話があったことがあります。服装や

年齢、おおよその特徴のみが伝えられたり、特徴についての情報がなかったり

します。前者の場合は、それに似た服装の人全てが疑わしいですし、もし犯人

が服をかえていたら警戒できず、いきなり襲われてしまいます。 

  後者の場合、何も伝えられず、あの人かもなどと周りを行く人全てが疑わし

く思えてしまいます。もちろん顔などの情報をより正確に伝えることは簡単な

ことではないことは分かります。ですが、それをできなければ安心・安全とは

言えないのではないでしょうか。 

  そこで、新座市のホームページに犯罪用の特設ページをつくるのはどうで 

しょうか。より多くの人が情報を手軽に短時間で知ることができ、なおかつ口

頭での注意より、より詳しく知ることができます。 

  次に、救出保護のための資材についてですが、小中学校合わせて８か所に設

置してあるそうですが、それでは少ないのではないでしょうか。設置してある

場所から離れている人やお年寄りの方、小さいお子様がいる人などは、設置場

所に行くまでが大変です。災害により交通が停止してしまっている可能性もあ

りますし、もっと分散させておいたほうが良いのではないでしょうか。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第三中学校の鍵山愛夏議員からの御質問にお答え

申し上げます。 

  本市における犯罪情報の提供につきましては、埼玉県警察からの情報、これ

は「犯罪情報官ＮＥＷＳ」というメール配信サービスや各小中学校から寄せら

れる情報をもとに、不審者情報として市役所の関係各課や各小中学校、保育園

等に周知をしております。また、市内に８９ある自主防犯パトロール団体に対

しましても、不審者情報を定期的に提供し、日頃の防犯パトロール活動に活用

していただいております。 

  更に、今年２月には、新座市、新座警察署、町内会の３者で新座市犯罪情報

の住民提供等に関する協定という協定を締結し、重要な犯罪が発生した場合に

は、その情報を速やかに市民の皆様に提供するため、防災行政無線を使って放

送することとしております。 

  さて、御質問いただきました市のホームページに犯罪用の特設ページを作成

することについてですが、大変良い考えだと思っております。現在、市のホー

ムページでは、埼玉県警の犯罪情報のメール配信サービスを紹介する記事は掲

載しているものの、発生した犯罪について周知するページはありません。した

がいまして、今後は、これまでの情報提供に加えまして、新座市で収集した不

審者情報等について、ホームページ上で掲載してまいりたいと思います。御提

案ありがとうございました。早速実現していきたいと思います。 

  なお、新座市では、不審者等の事案が発生した場合には、職員が青色の回転

灯を装着した防犯パトロールカーを使用して、発生場所周辺をパトロールし、

不審者の発生防止に努めております。中学生の皆様におきましても、不審者情

報が提供された場合には、不審者の特徴に注意していただくことはもちろんで

ございますが、人通りの少ない道を避け、なるべく友達と一緒に下校するなど

不審者による被害に遭わないよう心がけていただきたいと思います。 

  次に、救出保護のための資材についてでございますが、現在、防災救助資機

材につきましては、市内八つの防災ブロックに分け、各ブロックの拠点となる

８か所の避難所に備蓄倉庫を設置して、救出等の資機材を配置しております。

しかしながら、この８か所の備蓄倉庫は、平成２３年の東日本大震災前に既に

設置されたものでございます。東日本大震災後、順次備蓄倉庫を増設しまして、

現在では３０か所に備蓄倉庫が設置されております。増設した備蓄倉庫につき

ましては、８か所の拠点庫に比べ倉庫の大きさが小さいことから、食料や毛布

など避難所生活で優先度の高いものを優先して備蓄を進めている状況でありま

す。 
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  なお、市の防災救助資機材の備蓄は８か所ですが、現在、６１ある町内会ご

とに設置している各自主防災会は、備蓄倉庫がそれぞれございます。備蓄資機

材の購入につきましては、新座市から補助金制度を設けております。この制度

を利用して、各町内会の自主防災会ごとに必要物資を備蓄していただいており

ます。現在では、９割以上の自主防災会が防災救助資機材も備蓄していただい

ており、防災救助資機材は市内の広範囲に点在している状況でございます。 

  また、新座市が備蓄する防災救助資機材のうち、エンジンカッターやチェー

ンソー等につきましては、使用に際して危険を伴うことから、原則、消防団や

防災協力会などある程度の知識がある方だけに使用していただくことにしてお

りますけれども、使用の際の危険性が低く、誰にでも使えるようなスコップや

ハンマーなどの資機材につきましては、今後、順次備蓄の拡充を図っていきた

いと思っております。この度は、大変貴重な御意見ありがとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 以上で第三中学校６番、鍵山愛夏議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第四中学校 市川侑吾議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第四中学校７番、市川侑吾議員の一般質問を許

可します。 

  ７番、市川侑吾議員。 

  〔７番（市川侑吾議員）登壇〕 

〇７番（市川侑吾議員） 第四中学校の市川侑吾です。これから一般質問を行い

ます。 

  私は、安心・安全なまちづくりについて提案させていただきます。私が提案

するのは、新座市内の危険箇所を記載した地図の作成と、市民が集まり、きず

なを深めることができるイベントの開催についてです。 

  まず、地図についてですが、新座市内の犯罪件数は平成２６年度に比べ平成

２７年度は６４件も増加しています。そこで市民の方に街灯や警察の方のパト

ロールが少ないと感じる場所の意見を頂いたり、警察署と連携して過去に事件

が起こった場所の調査を行ったりします。そして、あらかじめ事件が起こりそ

うな場所を地図にあらわすことで、パトロールを増やす、必要ならば防犯カメ

ラを設置するといった対策が行いやすくなると思います。 

  さらに、災害時の避難経路や避難箇所を記載すれば、災害時の対応もできま
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す。このように作成した地図を各地域ごとに自治体に支給すれば、安心・安全

なまちづくりがつくれると思います。 

  次に、イベントの開催についてですが、地域の方同士のきずなを深めれば、

犯罪も未然に防げると思います。私の住んでいる地域には、「北二フェスタ」と

いう地域の方同士が集まることができるイベントがあります。このようなイベ

ントをもっと増やしていけば、より安心・安全なまちづくりができると思いま

す。是非危険箇所を記載した地図の作成、市民が集まり、きずなを深められる

イベントの開催について検討をよろしくお願いします。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第四中学校、市川侑吾議員からの御質問にお答え

申し上げます。 

  まず、市内の危険箇所を記載した地図の作成の御提案でございますが、本市

では市と市民、事業者などが一体となって、犯罪のない安全で安心して暮らせ

るまちを目指すため、平成１６年から新座市防犯推進協議会という組織を設置

し、市、市民、事業者、それぞれの取組を明記した新座市防犯推進計画を策定

し、市内の防犯対策に取り組んでおります。 

  これらの成果もありまして、平成１６年当時と比較し、犯罪発生件数は半減

している状況でございます。この協議会には、市を始め新座警察署や多くの市

民、団体の皆様が参加していただけることから、新座市では毎年度、協議会の

総会において、市内の刑法犯の認知件数や不審者情報等の犯罪情報についても

情報を提供し、各団体の日頃の防犯活動にいかしていただいております。 

  特に中学校の皆さんに影響のある不審者情報につきましては、新座市で取り

まとめ、発生箇所を落とした地図と一緒に提供しておりますので、市民団体等

の皆さんに対して注意喚起ができているものと考えております。また、市内の

防犯パトロール団体、現在８９団体ございますが、不審者情報を取りまとめた

資料を提供し、小中学校の皆さんの下校時の見守り活動に取り組んでいただい

ているところでございます。 

  さらに、新座市職員も、この不審者情報をもとに、多発している地域を中心

に青色回転灯を装着した防犯パトロールカーによる見守りを行っております。

このように市川議員からいただいた御提案と同様の地図を作成し、多方面で活

用しておりますので、新たに別の地図を作成する必要はないかと考えておりま

す。 
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  また、新座市では、災害時の避難所等を記載した「新座市防災マップ・ハン

ドブック」を発行し、市民の皆様に配布しておりますので、災害時の避難経路

や避難場所につきまして、こちらを確認していただければと思います。これが

「新座市防災マップ・ハンドブック」ということです。細かく地震対策とか火

災対策、風水害対策、地域防災対策、集合住宅防災対策等が記載され、新座市

防災マップ等を全部各地区の地図に落としておりますので、御利用いただけれ

ばと思います。 

  なお、地図を各地域の町内会や自治会に提供してはとの御提案につきまして

は、第三中学校の鍵山議員に対する答弁で、市のホームページに不審者情報等

を掲載し、周知する旨お答えいたしましたので、そのページに不審者事案の発

生箇所を示した地図についてもあわせて掲載しまして、自治会に限らず広く周

知を図ることで、安心安全なまちづくりを進めてまいりたいと思っております。 

  次に、市民が集まり、きずなを深めるイベントの開催についての御提案を頂

きました。第四中学校で、毎年８月に柳瀬川ふれあい祭りが開催されているの

を御存知だと思いますが、このイベントは市主催ではなく、中野、大和田、新

座地区の９町内会が合同で開催をしております。このように地域の夏祭りやも

ちつき大会などのイベントは、地域住民の交流を図るために各地域の町内会が

中心となって開催されております。 

  市内の町内会について説明しますと、町内会への加入率は６７％でございま

す。今年度の１月１日現在の数字でございますけれども、近隣の自治体と比較

いたしましても大変高い水準となっており、各町内会には地域コミュニティの

中核として町会の清掃活動や皆様の登下校を見守る防犯パトロール、災害時等

に備えた防災訓練などの市政全般にわたって、様々な形で御協力を頂いており

ます。大変ありがとうございます。 

  加えて、それぞれの町内会では、ホタル鑑賞会、ラジオ体操、日帰りバス旅

行、芋掘り大会など地域ごとに特色ある様々な活動が行われており、こうした

活動を通じまして地域の住民同士の交流が図られております。きずなが深まっ

ていると思っております。 

  御提案いただきました市民が集まり、きずなを深めるイベントにつきまして

は、既に地域でも幾つか催されておりますが、新座市といたしましても、この

ような地域の催しに一人でも多くの方に参加していただけるように、引き続き

各町内会の活動を支援し、地域住民同士のふれあいの輪を広げていきたいと考

えております。また、中学生の皆さんも、地域の催しにはできるだけ御参加を

頂きまして、地域を盛り立てていただきたいと思っております。この度は、貴
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重な御提言誠にありがとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  ７番、市川侑吾議員。 

〇７番（市川侑吾議員） 今いただきました答弁の中の、市民に支給してという

案ですが、しっかりと１世帯に１部ハンドブックは支給されているのでしょう

か。それについて答弁をお願いします。 

〇議長（初瀬翼議員） ただいまの再質問に対し、答弁をお願いします。 

  市民環境部長。 

〇市民環境部長（大塚力也） 再質問いただきました。 

  ハンドブックでございますけれども、一回つくったときに、全世帯に配布を

いたしました。それから各公民館等公共施設に置いておきまして、今はそれを

自由に持っていっていただけるようにしています。改めて全世帯に配布という

ことになりますと、ちょっと予算の関係もございますので、新たに転入してき

た方ですとか、再度必要な方ですとか、そういった方にお配りしているという

ような状況です。 

  以上です。 

〇議長（初瀬翼議員） 以上で第四中学校７番、市川侑吾議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第四中学校 宮下司樹議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第四中学校８番、宮下司樹議員の一般質問を許

可します。 

  ８番、宮下司樹議員。 

  〔８番（宮下司樹議員）登壇〕 

〇８番（宮下司樹議員） 第四中学校の宮下司樹です。これから一般質問を行い

ます。 

  私は、信号機を増やすことと、警察と連携して中学生が小学生に安全につい

て呼びかけること、ドライバーへの安全教育について提案します。 

  今、新座市には、人身事故が年間約５００件も起きています。そして、新座

市の総事故件数は、年間３，０００件を超えています。その理由の一つとして、

信号機がない横断歩道が多くあることが原因だと思います。例えば、以前に信

号機がない交差点で市民の方が車にはねられ死亡した事故が実際にありました。

信号機があれば防げた事故だと思います。そこで、このような事故を防ぐため

に、市内にもっと信号機を増やすのはどうでしょうか。 
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  私の通学路にも信号機がない交差点が実際にあるので、人通りが多い場所に

設置したらいいと思います。ルールが守れている中学生が、小学生に交通ルー

ルを教えることを警察と連携してできないでしょうか。小学生が安全面につい

て学べば、交通事故が減ると思います。更に、ドライバーへの安全教育の徹底

も必要だと思います。小さな子どもは見えにくいので気を付けることや、シー

トベルをしっかり着用することなどを呼びかけるのはどうでしょうか。渡る人、

ドライバーの両方が注意することで交通事故を削減できると思います。是非信

号機を増やすことと、警察と連携して安全について中学生が呼びかけること、

ドライバーへの安全教育について検討をお願いします。 

〇議長（初瀬翼議員） 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、第四中学校、宮下司樹議員からの御質問にお答え

申し上げます。 

  信号機を設置、管理しているのは、埼玉県公安委員会というところで、警察

でございます。市で設置することはできません。市は要望を行う立場にござい

ます。そこで、市に要望いただいた信号機の新設要望をまとめて、１年に１回、

新座警察署を通じまして埼玉県公安委員会へ要望しております。 

  例えば、平成２８年度分の信号機要望として、新設１３５か所、改良３２か

所の合計１６７か所の交差点について要望を行っております。しかし、新たに

設置となるケースは大変少なく、長年にわたり要望いただいているところでも、

設置に至らないケースも多くあるという状況でございます。新座市としまして

は、信号機の必要性、有効性は十分に理解しておりますので、必要な箇所につ

きましては、今後も粘り強く要望を行ってまいります。 

  続きまして、ドライバーへの安全教育についてでございますが、新座市では

交通安全の取組の一つとして市内の在住、在勤、在学の方を対象とした交通安

全教室の出前講座という取り組みを行っております。この出前講座は、新座警

察署の協力を得て行っており、市内で起きている事故の現状や傾向のほか、御

要望いただいたテーマの内容に沿った講話や映像を通じて、交通安全教育を実

施しているものです。出前講座は、申請時に御要望があればドライバー向けの

内容で構成することも可能となっております。 

  また、新座市では、毎年８月にチャイルドシート、あるいはシートベルトの

着用促進運動という取組を行っております。これは自動車乗車中の交通事故か

ら自身の身体を守るため、軽減効果の高いチャイルドシートやシートベルトの
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着用促進を目的として、啓発品や啓発チラシの配布を行い、ドライバーへの啓

発活動に努めているものでございます。これが、今年の秋の交通安全で使った

チラシで、啓発品はこちらのウェットティッシュを配布いたしました。 

  さらに、市内５５の団体から構成される新座市交通安全推進協議会では、交

通安全運動を１年に４回実施しております。この交通安全運動は、ドライバー

や自転車、乗用車、歩行者などを対象に啓発品や啓発チラシの配布あるいは声

かけ運動を行い、交通安全に対する意識やマナー向上の啓発活動に取り組んで

いるものでございます。 

  なお、ドライバーへ啓発する際には、新座警察署の協力を得ながら、走行中

の車両を一旦停止させ、直接呼びかけをしながら、啓発チラシ等を手渡すなど

積極的な啓発活動を行っております。今後につきましても、引き続き新座警察

署と連携しながら、交通安全教育の出前講座や交通安全運動といった活動の中

で、より一層の啓発活動を推進し、交通事故のない安全なまちづくりを取り組

んでまいります。この度は、貴重な御提言を頂きましてありがとうございまし

た。 

  なお、中学生が小学生に交通ルールを教えることにつきましては、教育長か

ら答弁を申し上げます。 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、教育長の答弁をお願いいたします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 宮下司樹議員から御質問がありましたので、お答え申し

上げます。 

  私からは、小中連携した交通安全の取組についてお答えを申し上げます。議

員からの御指摘のとおり、交通事故の件数は昨年に比べ減少しつつも、小中学

生がけがをする交通事故は、今年も発生をしておりまして、１月から８月３日

までの統計でございますけれども、新座市内の幼児を含めた小中学生の負傷者

は ２３名であります。全体の８月３日までの負傷者が２８４名でございます

から、率としては８．１％が幼児、小学生、中学生の交通事故によるけがとい

うことでございます。昨年は同じ時期の統計で３５名でありますから、減少は

している状況でございますけれども、私どもとしましては限りなくゼロに近付

けていきたいというようなことで、様々な取組をしているところでございます。 

  現在、新座市では、新座警察と連携をしまして、小学校１年生を対象に交通

安全教室を行っています。また、小学校３年生又は４年生を対象とした子ども

自転車運転免許試験を実施し、正しい自転車の乗り方を指導しているところで

ございます。いずれにしましても、警察官の方だけではなくて、交通指導員さ
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んにも御協力いただきながら、交通ルールをしっかりと守ることとともに、積

極的な安全行動を自らとれるように事業の中で学ぶ機会を持っております。 

  こうしたところに中学生が参加をするというのは、これは授業の一環として

行っておりますので、なかなか難しいものがあります。中学生の皆さんも、そ

れぞれの学校で授業を受けているわけでありますから、そうした中に小学校に

出かけてというのはなかなか難しいことがあろうかと思いますが、連携をして

取り組んでいくということは極めて大事なことだというふうに思っています。

並木市長も所信表明の中で小中の連携というのをはっきりと打ち出しておりま

す。ですから、小学校と中学校が手を組んで、いろいろな課題解決に当たって

いくということは極めて大事なことだと思っています。 

  今まで小中学校の連携、どんなものがあったのかということをちょっと調べ

てみますと、例えば夏の補習で中学生が小学校に出かけていって小学生に教え

てあげるとか、あるいは音楽会のときに中学校の学年で、あるいはクラスで  

行って、小学校で合唱を披露するとか、あるいは部活動の指導に一緒になって

当たってもらえるとか、挨拶運動では中学生が小学校に行って一緒に挨拶運動

をしていただけるとか、こうした小中連携が少しずつ広まってきて、連携が深

まってきています。こうした背景がありますので、交通安全についても小学生

と中学生が一緒になって、中学生が手本となって小学校に出向いていく、小学

生を教えていくというような機会も設けられるのではないかというふうに思っ

ております。小学校の校長先生方、あるいは中学校の校長先生方と十分これか

ら協議をし、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（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 以上で第四中学校８番、宮下司樹議員の一般質問を終わ

ります。 

 

◎第四中学校 平野悠議員 

〇議長（初瀬翼議員） 続いて、第四中学校９番、平野悠議員の一般質問を許可

します。 

  ９番、平野悠議員。 

  〔９番（平野悠議員）登壇〕 

〇９番（平野悠議員） 第四中学校の平野悠です。これから一般質問を行います。 

  私は、みどり豊かなまちづくりについて考えました。新座市には、柳瀬川な
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ど緑が多く、空気もきれいで、様々な動物や植物とのふれあいも楽しめます。

しかしながら、近年、新座市では、雑木林の面積が、この３０年間で約   １

００ヘクタールも減っています。森林が減少すると温暖化も進行します。そこ

で、森林減少や温暖化などの環境に配慮した対策や活動を考えていただけない

でしょうか。 

  例えば、新座第四中学校では、夏になるとふれあいまつりの翌日に「ふれあ

いクリーン作戦」という清掃活動があります。これは四中生徒が地域の人たち

と柳瀬川のごみ拾いをする活動です。ほかのところでもごみ拾い活動を行えば

環境によく、空気もよくなります。 

  また、緑は、都市の美しい街並みをつくり出すとともに、そのかたまり、広

がり、連なりから、その地域ごとの特色ある景色をつくり出します。そこで、

平林寺などの観光地の清掃活動を行えば、美しい観光地をつくり出せるのでは

ないでしょうか。是非観光地での清掃活動の検討をよろしくお願いします。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（初瀬翼議員） 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） 第四中学校、平野悠議員からの御質問にお答え申し上げます。 

  第四中学校の皆さん、地域の皆さんにおかれましては、ふれあい祭りの際の

清掃活動による河川の美化、あるいは街並みの美化に御協力いただきまして大

変ありがとうございます。平野議員からは、ごみ拾い活動についての御提案を

頂きました。 

  現在、市内では、平林寺周辺を含むいろいろな場所でボランティア団体によ

る清掃活動が行われており、新座市では、ごみ袋や軍手の支給、ごみを拾う火

ばさみの貸し出し、集められたごみの回収といった支援を行っております。学

校単位で実施するボランティア清掃についても市として支援を行っております

ので、清掃活動を計画される際は、是非御相談ください。 

  特に平林寺など市内にある観光地の清掃活動を行えば、美しい観光地をつく

り出せるのではないかとの御提案でございますが、平林寺は関東でも有名な禅

寺として主に若いお坊さんが修行をされているお寺であり、境内も、その修業

僧の皆様が修行の一環として日々清掃をされておりまして、美しい境内が保た

れております。一般の方々が清掃に行かれることは、なかなか難しい状況でご

ざいます。 

  このほか新座市内では、埼玉県の史跡として文化財に指定された野火止用水
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がございます。この野火止用水沿いには、散策を楽しんでいただくための緑道

を整備しており、雑木林と野火止用水のせせらぎが武蔵野の面影を感じさせる

風景として、地域の皆様を始め秋の行楽・紅葉シーズンには、遠方からも多く

の方々が訪れて大変なにぎわいとなる本市の観光スポットになっております。

そして、この野火止用水の清掃につきましては、新座市民総合大学を修了され

た市民ボランティアの方々が、毎月定期的に清掃活動を行っており、今年で８

年目を迎えております。 

  更に、毎年８月に野火止用水を対象に、地元の中学校等が主体となって市民

ボランティアの皆様を始め町内会、企業の皆様が協力して「野火止用水クリー

ンキャンペーン」と銘打って大規模な清掃活動を平成７年から実施しており、

平成２５年度には、この取組が評価されまして環境大臣賞を受賞しております。 

  このように平野議員の御提案のように、新座市内の清掃活動をみんなで行っ

て、美しい観光地をつくるといった考えは大変重要なことであるとともに、そ

の取組を継承して実施していくことが最も大切であると思います。今年の柳瀬

川ふれあい祭りは、台風の影響で中止となり大変残念でありましたが、新座第

四中学校の生徒の皆様も、ふれあいクリーン作戦に参加し、続けていくことを

伝統として引き継いでいただいておりますので、地域の皆様と一体となって環

境を守るための清掃活動に御協力を今後とも頂きたいと存じます。この度は、

大変貴重な御意見ありがとうございました。 

〇議長（初瀬翼議員） 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（初瀬翼議員） 以上で第四中学校９番、平野悠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了します。 

  ここで１０分間休憩します。 

 

  休憩 午前１０時２８分 

  再開 午前１０時４０分 

 

〇議長（今村一心議員） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  中学生議会後半の議長を務めさせていただきます第二中学校の今村一心です。

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



- 96 - 

すが、一人当たり４分程度でお願いします。 

 

◎新座中学校 初瀬翼議員 

〇議長（今村一心議員） それでは、新座中学校１０番、初瀬翼議員の一般質問

を許可します。 

  １０番、初瀬翼議員。 

  〔１０番（初瀬翼議員）登壇〕 

〇１０番（初瀬翼議員） 新座中学校、初瀬翼です。僕は、安全・安心のまちづ

くりを提案します。 

  僕が、このテーマを提案した理由は、今、僕たちが住んでいる新座市の交通

事故が多発しているからです。この交通事故を防ぐにはどうしたら良いのか僕

は考えました。 

  まず、暗い場所に街灯を増設したほうが良いと思いました。理由は、帰り道

一人で暗い場所を通ると、人が危ないと思ったからです。なので、暗い場所や

人通りが少ない場所に街灯を設置したほうがよいと思いました。 

  次に、車通りが激しく歩行者が見えづらいところに、カーブミラーを設置し

たほうが良いと思いました。理由は、車と歩行者の事故で命を落とした人がい

るというのをよく聞くことがあるからです。だから僕は、車通りが激しく、歩

行者が見づらいところにカーブミラーを設置したほうが良いと思いました。 

  最後に、道路にある車道外側線の幅を広くしたほうがいいと思いました。理

由は、車道外側線の幅が狭いため、歩行者と車がぶつかってしまうときがある

からです。なので、僕は、この接触事故を防ぐため、車道外側線の幅を広げた

ほうがいいなと思いました。 

  市民の交通安全のため、以上の三つを是非御検討ください。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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、新座中学校、初瀬翼議員からの御質問にお答え申

し上げます。 

  交通事故を防ぐために、街灯やカーブミラーを増設してほしいとの御提案で

すが、市では道路交通の安全や防犯を目的として必要に応じてこれらを設置し

ており、市民の皆様が安全・安心に過ごせるまちづくりを進めているところで

ございます。今年の３月末現在、街灯につきましては９，３７３基、カーブミ
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ラーにつきましては２，６９７基を設置し、維持管理を行っております。なお、

市民の皆様などから街灯やカーブミラーの新設の御要望を頂いたときには、そ

の都度、職員が現地を確認し、設置が必要かどうかの判断をしております。 

  しかしながら、全ての御要望にお応えすることは多額の費用を要することか

ら、かかる費用と設置した効果を検証し、必要性の高いところから順次設置を

しているところでございます。中学生議員の皆様も、暗くて不安だなと感じる

道路や見通しが悪くて危険だなと感じる道路がありましたら、市民安全課まで

お申し出いただければと思います。ただし、交差点においては、カーブミラー

を過信せず必ず一時停止し、左右を確認するようお願いいたします。 

  また、街灯やカーブミラーの設置以外に交通事故を防ぐ取組として、新座市

では小学校１年生に交通安全教室、４年生には自転車免許講習を行っておりま

す。また、幼稚園児や保育園児につきましても、要望があった際に同様に安全

教室を開いております。街灯やカーブミラーなど車側に対しての対策も行って

おりますが、歩行者や自転車利用者にも交通安全の意識を高めていただくため、

毎年行っているところでございます。 

  議員の皆様も、夜暗くなってから道を歩くときは、遠回りでも明るい道を歩

いていただくことや、交差点や横断歩道では車が来るかよく左右を確認して通

行していただきたいと思います。 

  次に、道路の外側線の外側、いわゆる路肩の幅についてでございますけれど

も、道路をつくる基準として「道路構造令」というものがあります。この中で

幅５０センチから７５センチまでと定まっておりまして、車道で最も狭くても

２．７５メートルと決まっておりますので、むやみにその幅を広げることはで

きないこととなっております。 

  歩道につきましては、その路肩の外側に設置することが義務付けられており

ますが、狭い道路では歩道の幅員を確保できるところは少なく、車道部分を除

いた路肩部分を歩道として使用していただいている状況でございます。御覧の

とおり、車道と歩道を分離できない道路が多いのですけれども、通学路や歩行

者が多いところには、外側線の外側にいわゆるグリーンベルト、緑に塗った道

路ですけれども、緑のベルトを引きまして、歩行者の通行位置を目立たせて運

転者に注意喚起を促している状況でございます。今後も歩行者が安全に通行で

きるよう道路を整備してまいりますので、御理解いただきたいと思います。こ

の度は、大変貴重な御提言をありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） 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〕 
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〇議長（今村一心議員） 以上で新座中学校１０番、初瀬翼議員の一般質問を終

わります。 

 

◎新座中学校 堀田光香瑠議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、新座中学校１１番、堀田光香瑠議員の一般質

問を許可します。 

  １１番、堀田光香瑠議員。 

  〔１１番（堀田光香瑠議員）登壇〕 

〇１１番（堀田光香瑠議員） 新座中学校の堀田光香瑠です。これから一般質問

を行います。 

  私は、環境にやさしいまちづくりのために「ポイ捨て禁止」という看板や呼

びかけなどを増やしたほうがよいと思います。実際に野火止用水では、人目の

ある通りには、ごみなどが目立ちませんが、人目のない静かな通りはペットボ

トルやお菓子の袋などのごみが目立ちます。ほかにも新座中学校の前の雑木が

たくさん生えている場所にも、ジュースの紙パックやたばこなどが捨てられて

います。どちらも「ポイ捨て禁止」という看板があるにもかかわらず、ごみが

捨ててあります。 

  去年の廃棄物不法投棄数は６０３件で、その重量は４万キロです。おととし

は４万９，９９０キロで、それより減ったものの、ごみは小さいものなどが増

えています。不法投棄をなくすための市の取組に、希望者への不法投棄防止看

板の配布とありますが、希望者だけでは、その他の人への呼びかけが薄れてし

まうと思います。そのため、希望者だけではなく、住宅地や公共団地にも配布

し、掲示板に張ってもらうというのはどうでしょうか。 

  以上のことについて提案します。以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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、新座中学校、堀田光香瑠議員からの御質問にお答

え申し上げます。 

  新座市では、不法投棄やポイ捨て対策として希望者に対し、公民館など市内

１０か所の公共施設で啓発看板を配布しております。このようなものです。平

成２７年度は、ポイ捨て防止の看板を４１枚、それから不法投棄防止の看板を

８５枚、それぞれ配布いたしました。 

  一方、不法投棄されている実態につきましては、堀田議員の御指摘のとおり、
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近年、不法投棄物の回収量は減ってはいるものの、空き缶やペットボトルなど

の細かいごみのポイ捨てはなくなっていないのが現状でございます。そこで、

この啓発看板を住宅地や公共の団地に配布し、掲示板に張ってもらってはどう

かとの御提案でございますが、市で作製している啓発看板は、不法投棄やポイ

捨てをされるおそれのある場所を対象として不法投棄等を未然に防止する目的

で設置をするものでございます。 

  また、景観、要するに見た目でございます。景観等の理由から、看板を掲示

することに抵抗がある方もいらっしゃいますので、住宅地や公共団地の掲示板

に掲示を依頼するのではなく、不法投棄やポイ捨て防止に関する呼びかけにつ

きましては、「広報にいざ」や市のホームページに啓発記事を掲載するなどして、

市民の皆様に周知を図ってまいりたいと思っております。 

  また、堀田議員から看板の配布に関する御質問を頂きましたので、希望者へ

の看板の配布についての記事を早速ホームページに掲載をさせていただきまし

た。この度は貴重な御提言を頂きまして、本当にありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で新座中学校１１番、堀田光香瑠議員の一般質問

を終了します。 

 

◎新座中学校 山﨑風佳議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、新座中学校１２番、山﨑風佳議員の一般質問

を許可します。 

  １２番、山﨑風佳議員。 

  〔１２番（山﨑風佳議員）登壇〕 

〇１２番（山﨑風佳議員） 新座中学校の山﨑風佳です。これから一般質問を行

います。 

  私は、お年寄りと障がい者のためのコンサートを開催することを提案します。

近年、少子高齢社会が進んでいます。また、障がい者の方も年々増加しつつあ

ります。この中で高齢者と障がい者に優しい社会が必要になっていると思いま

す。そのためにお年寄りと障がい者のためのコンサートを開催することはでき

ないでしょうか。 

  私の友達の親戚の方は、障がい者です。その方と一緒にコンサートに出かけ

ました。すると、その方は、歌と演奏を聞くと笑顔になって、体調も良くなり

ました。私は、そのとき、音楽が聞く人に与えるものは大きいと思いました。
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また、その歌や楽器を演奏するのは、私たち中学生や新座市の小学生、地域の

合唱団などにしたらいいと思います。そうすれば新座市民が主体的に参加する

ことも可能になります。歌や楽器の演奏を聞くことで、障がい者の方とお年寄

りの方が癒やされるコンサートを提案させていただきます。 

〇議長（今村一心議員） 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、新座中学校、山﨑風佳議員からの御質問にお答え

申し上げます。 

  山﨑議員がおっしゃるとおり、音楽には人を癒やす効果があると言われてお

り、継続的に音楽を聞くことでストレスの軽減等を行うことができ、それによ

り基本的動作、能力の維持向上や社会的応用能力の回復を図るという音楽療法

というものがあるそうでございます。現在、新座市では、お年寄りや障がい者

の方のコンサートは直接行ってはおりませんが、毎年６月の第１日曜日に、障

がいのある人もない人も、高齢者の方も大人も子どもも、男性も女性も共に楽

しみ、ふれあいと交流の輪を広げる目的とした福祉フェスティバルを開催して

おります。 

  そこでは、お年寄り、障がい者、関係団体や大学生がステージで歌ったり  

踊ったり、また演奏したりするなど自らも参加することができ、音楽を楽しん

でいただいているところでございます。これまでの福祉フェスティバルでは、

中学生や小学生のステージでの参加は実はございませんので、今後、可能であ

れば是非参加していただきたいと思っております。 

  また、新座市内には、お年寄りが集まる場所といたしまして、老人福祉セン

ターという施設が市内３か所ございます。この老人福祉センターでは、お年寄

りの皆さんが集まって、日々、健康づくりのための体操や踊り、囲碁、将棋あ

るいはカラオケなど、たくさんの趣味の活動を行っております。この老人福祉

センターでは、敬老の日の集いやクリスマス会などの季節に応じましたイベン

トがたくさんございます。また、日頃の活動の成果を発表する場を設けたり、

地元の大学生や留学生をお招きして、ハンドベルやコーラス、ブラスバンドな

どの演奏をしていただいております。 

  このほかにも、お年寄りが集まる施設といたしまして、高齢者いきいき広場

という施設が５か所ございます。この高齢者いきいき広場は、小学校や保育園

の中にあるため、子どもたちと交流する機会があり、子どもたちの歌声やプレ

ゼントをするなど、様々な催し物を行っております。お年寄りが集まる施設だ
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けでなく、市内の障がい者施設等におきましても、施設利用者や周辺住民も参

加できるコンサートを実施することは可能ではないかと思っているところでご

ざいます。 

  山﨑議員からの御提案のとおり、音楽が人に与える影響は大きいと考えてお

ります。今後ともこのような機会を積極的につくっていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。この度は、大変貴重な御提言を頂

きましてありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で新座中学校１２番、山﨑風佳議員の一般質問を

終わります。 

 

◎第五中学校 近藤花音議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、第五中学校１３番、近藤花音議員の一般質問

を許可します。 

  １３番、近藤花音議員。 

  〔１３番（近藤花音議員）登壇〕 

〇１３番（近藤花音議員） 第五中学校の近藤花音です。これから一般質問を行

います。 

  私は、みどり豊かなまちづくりについて提案します。私は、ランニングが好

きなので、よく家から近い黒目川や東久留米のほうにある落合川を走ったりし

ます。しかし、黒目川には釣りに来る人が少しと、夏でも川遊びをする人がと

ても少ないです。 

  これは落合川の写真です。落合川のほうへ行くと人がたくさんいて、このよ

うに草木もたくさんあり、周辺の広場の施設もしっかりとしていて、使いやす

いです。私は、以前、黒目川のボランティアに参加していたのですが、川の中

から自転車が出てきたり、周りを掃除していても、お菓子のごみやたばこなど

がたくさん出てきます。ほかにボランティア活動をしているグループは少ない

と思います。そして、黒目川の一部では、このように下水がそのまま流れてい

るところもあり、一番良くないと思います。そして、周りの公園のトイレは、

人が使うのに汚いし、地面もぼこぼこしています。 

  こういった点も含め、落合川よりもきれいで、人があふれるような川にした

いです。まず、川を掃除して、きれいな状態に保つため、学校ごとで掃除をし

てはどうかと思います。五中は、ふだんから掃除に一生懸命なので、すごくや
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る気のある生徒が多いと思います。ほかにもごみを捨てないでほしいという内

容のポスターを作成するなど、私たちにできることもたくさんあるので、やら

せてください。 

  市に修繕をお願いしたいところは、下水がそのまま流れないようにすること

と、周りにある公園のトイレを新しくして、みんなが使いやすいトイレにして

ほしいです。 

  以上四つのことを実現させて、みどり豊かなまちづくりと、更に市民が協力

できる市にしてほしいです。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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、第五中学校、近藤花音議員の御質問にお答え申し

上げます。 

  現在、黒目川沿いにある公園のうち、トイレを設置している公園は３か所ご

ざいます。公園のトイレにつきましては、清掃業者やボランティアの方々にお

願いして、定期的に清掃を実施しておりますが、公園の利用者や黒目川沿いを

散策、散歩する方々の使用頻度も高く、また一部のトイレは設置してから年数

が経過し、老朽化もあり、常にきれいな状態を保つことが、現在、難しい状況

でございます。 

  こうした中、今回、近藤議員からは、学校ごとに川の清掃をしてはどうかと

の御提案を頂きました。大変すばらしい御提案だと思いますので、川に隣接し

た公園やトイレの清掃を含め、実現できるか検討していきたいと思います。あ

りがとうございます。 

  身近な公園を皆さんで協力してきれいにすることによって、皆さんも安心し

て利用できるようになると思いますので、もし実現できたら、是非皆さんにも

御協力をお願いしたいと思います。 

  また、ごみを捨てないでほしいという内容のポスターの作成についても御提

案いただきましたが、ポスターについても皆さんが作成することで、ほかの利

用者もきれいに使うようになり、トイレをきれいな状態に保つことができると

思いますので、こちらにつきましても是非御協力をお願いします。 

  次に、市の修繕の御要望を頂きました。２点につきましてお答え申し上げま

す。 

  まず始めに、公園のトイレ修繕につきましては、限られた予算の中で早急に
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対応することが難しい状況ですので、既存のトイレの改修が必要になった際に

は、きれいで、皆さんが使いやすいトイレになるように検討してまいりたいと

思います。 

  次に、下水道管の整備につきましては、現在、新座市の下水道管は分流式と

いって汚水と雨水を分けて流しております。汚水は、一般家庭の排水、トイレ

の水とか、それからお風呂、それから台所の排水です。それと工場排水などは

和光市にございます下水処理場、これは新河岸川水循環センターに行きまして

処理をしています。荒川右岸流域下水道によって、捨てられて運ばれていくと

いうようなことでございます。 

  また、道路や屋根に降った雨は、各河川に直接放流をしております。黒目川

に直接流れている下水につきましては、現在、公共下水道の汚水管が整備され

ていない地域からのトイレの浄化槽できれいになった処理水、お風呂、台所等

の下水かと思われます。また、汚水管が既に整備されている各地域においては、

まだ汚水管に接続されていない家庭からの下水が流れているものと思われます。

公共下水道の汚水管が市内全域に整備され、その地域の全家庭が汚水管に接続

しますと、黒目川には雨水以外が流れることはなくなります。 

  下水道の整備につきましては、多くの予算と時間が必要となりますが、新座

市では住宅が比較的密集している地域、これは市街化区域といいますけれども、

昭和５０年度から本格的に公共下水道の汚水管の整備を開始しまして、平成  

１１年度までに一部を除き、ほぼ全ての市街化区域に汚水管の整備が完了いた

しました。比較的住宅が密集していない地域、つまり市街化調整区域といいま

すけれども、その中でも住宅が多く存在する地域につきましては、順次、汚水

管の整備を実施し、現在も整備を進めている状況でございます。 

  しかし、既に公共下水道の汚水管を整備した地域内の建物の一部では、様々

な理由から汚水管に接続していただけない箇所が若干ございます。そのような

建物には、毎年、１軒１軒訪問し、公共下水道に接続していただくようお願い

しているところでございます。 

  今後につきましては、汚水管の更なる整備を進めるとともに、未接続の方々

の接続できない理由の分析等を行いながら、黒目川の清流化に努めていきたい

と思っております。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。 

〇議長（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で第五中学校１３番、近藤花音議員の一般質問を
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終わります。 

 

◎第五中学校 坪田陸巧議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、第五中学校１４番、坪田陸巧議員の一般質問

を許可します。 

  １４番、坪田陸巧議員。 

  〔１４番（坪田陸巧議員）登壇〕 

〇１４番（坪田陸巧議員） 第五中学校の坪田陸巧です。これから一般質問を行

います。 

  新座市の観光都市を目指す計画には、とても共感をしています。しかし、こ

の観光政策を妨げるものが多くあると考えます。それは、他の観光地に比べ交

通網が少ないということです。日本の有名な観光地である東京はもちろん、奈

良、大阪、京都には十分な交通網があると言えます。しかし、新座市は、それ

らの地域に比べあまり交通の便が良いとは言えません。そこで以下のことを提

案します。 

  それが「にいバスもっと便利にしよう計画」です。この計画の概要は、現在

の路線を変更して三つの路線に分けます。 

  第一路線は、住民密着型路線です。この路線は、従来の路線に近いです。老

人ホームや住宅地を中心に周回します。 

  第二路線は、通勤通学型路線です。この路線は、ひばりヶ丘、清瀬、新座、

志木の新座市周辺の駅を基準に周回します。一般に大きな収入が見込める路線

です。しかし、それなりに本数も必要になってきます。 

  第三路線は、観光路線です。その名のとおり、観光客をターゲットにした路

線で、平林寺を含めた新座市内の様々な観光名所を巡ります。そして、この路

線の特徴は、観光案内があるところです。その観光案内は、３年前の小学生議

会のときに僕が提案した市内在住の子どもにしてはどうでしょうか。そして、

これらの路線には、機械的な名前ではなく、愛称をつけます。その愛称も、新

生にいバスに注目してもらうために、市民から募集してみてはどうでしょうか。 

  以上のことを市長に提案します。以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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） 第五中学校、坪田陸巧議員からの御質問にお答え申し上げま

す。 
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  「にいバスもっと便利にしよう計画」の御提案を頂きました。まずは、現在

のにいバスの運行につきまして御説明をいたします。 

  始めに、市が運行するバスにつきましては、民間事業者が経営するバス路線

の経営を圧迫してはいけないというルールがあります。そこで、現在のにいバ

スは、それまで運行していた老人福祉センターの無料送迎バスを廃止した上で、

御提案を頂いた第一路線のように、各老人福祉センターを始めとした市内公共

施設へのアクセスを中心に、誰もが乗車できるコミュニティバスとして平成２

１年１０月から運行を開始いたしました。その後、平成２５年９月には、それ

まで市内の北部循環、南部循環の２ルートから北コース、西コース、東コース

の３ルートに変更し、今年の７月には市民の皆様から特に御要望の多かった北

野野火止五丁目地区への乗り入れをするため、北コースのルートを一部変更す

るなどのルート変更を行っておりますが、原則、路線バスが走っていないこと

が基本となっているところでございます。 

  御提案いただきましたように、現在の路線を三つの路線に分けることは、バ

スごとに目的がはっきりとしていて、市民の皆様にも分かりやすいと思われま

すが、新座市の地形や道路網を考えますと、御提案いただいた第二路線のよう

に新座市周辺の駅を全て巡回するとなると、移動距離も長く時間がかかってし

まうため、利便性が良いとは言えないのかもしれません。そのため、しばらく

は現在のエリアごとに分かれた３コースでの体制で運行を継続していきますが、

次回のにいバス改正のときは、坪田議員も含め、これまで頂いた御意見とあわ

せて、改めて市民の皆様からも御意見を頂きながら検討していきたいと考えて

おります。 

  また、「にいバス」という名称も、市民の皆様に募集して決定したものでござ

いますが、今後、にいバスが新しい体制になり、路線の愛称などを変更すると

きには、市民の皆様からも改めて募集をいたしますので、是非御応募いただき

たいと思います。 

  また、御提案いただきましたにいバスの観光路線につきましては、観光都市

づくりを掲げる本市といたしましても、市内の回遊性の向上は必要不可欠であ

ると考えており、市内に点在する観光拠点を結ぶネットワークを形成するため、

にいバスを含めた交通機関の更なる充実を目指してまいりたいと考えておりま

す。各事業者と協力してまいりますので、少しお時間を頂きたいと思っており

ます。 

  また、坪田議員が小学生議会で御提案をされました子どもによる観光案内に

ついてでございますが、今後、皆さんが安全に子どもガイドとして活躍してい



- 106 - 

ただくための安全対策について検討するとともに、ガイドの方法については、

現在、ボランティアガイドとして活躍されている新座市観光ボランティアガイ

ド協会の皆様や学校と協議させていただきたいと思っております。この度は貴

重な御意見を頂きまして、本当にありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で第五中学校１４番、坪田陸巧議員の一般質問を

終わります。 

 

◎第五中学校 岩間新議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、第五中学校１５番、岩間新議員の一般質問を

許可します。 

  １５番、岩間新議員。 

  〔１５番（岩間新議員）登壇〕 

〇１５番（岩間新議員） 僕は、安全・安心なまちづくりについて二つ提案しま

す。 

  一つ目は、防災マップの再配布です。最近、首都直下型地震や南海トラフ地

震などの巨大地震が近年起こると言われています。いつ起こるかわからない地

震なので、市民全員が備える必要があると思います。 

  現在、新座市には防災マップがあり、各家庭に配布されていると聞きました。

しかし、僕の家では、防災マップがどこにあるのか分からず、再確認すること

ができません。おそらくほかの人も、ほとんどの人が存在を忘れてしまってい

ると思います。しかし、僕が防災マップに関心を持ったように、ほかにも関心

を持っている人はいると思います。熊本地震で大地震に関心が高まっていると

きに再配布をするのが良いと思うのですが、どうでしょうか。 

  二つ目は、市民参加の避難訓練です。地域によっては行っているところもあ

りますが、中学生はほとんどが参加していないのが現状です。それは、部活な

どと重なってしまい、できない人もいるのではないかと思います。市長は、地

域防災において中学生はどのような役割を担うべきだとお考えでしょうか。中

学生も参加すべきであるとお考えでしたら、中学生が参加しやすいようにして

いただきたいと思います。部活動ごとでも、大会が少ない時期であればできる

と思います。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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、第五中学校の岩間新議員からの御質問にお答え申

し上げます。 

  「新座市防災マップ・ハンドブック」につきましては、先ほどちょっとお見

せしましたけれども、同じものでございます。平成１５年度に作成した際、市

内全戸に配布をし、その後は、毎年度、修正や追記をしながら、新座市への転

入者や希望者に配布するとともに、市民安全課が実施する防災出前講座等の際

に配布してまいりました。 

  「防災マップ・ハンドブック」は、市内の避難場所等を示した防災マップの

ほか、地震対策、災害対策、風害対策について記載をしており、食料や生活必

需品の備蓄といった平常時からの準備や、災害時に注意していただきたい事項

を啓発しております。御指摘のとおり、近い将来に発生が懸念されている首都

直下型地震のほか、台風や集中豪雨など全国で洪水や土砂災害の被害が発生し

ている状況を考えますと、市民一人一人の防災意識を更に高め、災害に備える

必要があると考えております。 

  「防災マップ・ハンドブック」の全世帯への再配布につきましては、市の厳

しい財政状況から現時点で行う考えはございませんが、市ホームページからの

閲覧や「広報にいざ」で防災特集の記事を掲載するなど、その周知を強化して

いきたいと思います。また、これまでは市役所のみで配布しておりましたが、

今後は市内にあります４か所の出張所、東北出張所、栗原出張所、栄出張所、

西堀・新堀出張所に置いておきますので、お求めになっていただきたいと思い

ます。中学生議員の皆様も、この機会を捉えて御家族と防災について話し合っ

ていただければ幸いでございます。 

  続きまして、中学生の防災訓練への参加及び一朝有事の地域防災の中での役

割についてのお答えを申し上げます。 

  先の熊本地震におきましても、避難所生活の中で中学生が活躍したという記

事もあったようで、中学生は体力もありますので日中、地元に多く残っている

中学生が、地域の担い手となることを期待しております。そこで、これまで実

施した市主催の総合防災訓練には、中学生にも参加をしていただき、平成２６

年度には地域住民の方と一緒に消火訓練や地震体験、マンホールトイレの設置

訓練等を行いました。また、平成２７年度には、車椅子体験やアイマスク体験

を通じて、高齢者や障がいのある方に対する支援方法を学んでいただいたり、

救助、応援、応急処置訓練や土のうづくりを行っていただきました。 
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  新座市では、今年度と来年度につきましては、参集訓練というのですけれど

も、避難所の運営体制の構築を目的とした訓練を実施することとしているため、

中学生が参加することは想定しておりませんでしたので、当面は、お住まいの

地域の自主防災会が実施いたします防災訓練に積極的に参加をしていただき、

地域の防災力向上に御協力を頂ければと思っております。今後の市主催の訓練

につきましては、中学生を含め多くの地域の皆様が参加していただけるような

内容とすることも含め検討してまいりたいと思います。この度は、貴重な御提

言ありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で第五中学校１５番、岩間新議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第六中学校 鈴木誉司也議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、第六中学校１６番、鈴木誉司也議員の一般質

問を許可します。 

  １６番、鈴木誉司也議員。 

  〔１６番（鈴木誉司也議員）登壇〕 

〇１６番（鈴木誉司也議員） 第六中学校の鈴木誉司也です。これから一般質問

を行います。 

  私たちの新座第六中学校では、環境にやさしい活動を余り行っていませんが、

近年、六中近くの草むらの整備を少し行ったり、グリーンカーテンの設置も視

野に入れています。新座市全体でもグリーンカーテンの設置やエアコンの設定

温度を２８度にしてもらう呼び掛けをしています。しかし、本当に市民の方々

が行っているか分かりません。そこで、月に２、３度、広告を配ってはどうで

しょうか。そこには、環境にやさしいまちづくりに関する具体例を示すのです。

そうすることで、市民の方々も新座のまちをどうすれば環境にやさしいまちに

できるか理解することができ、市民全員で行動することができると思います。 

  ほかにも各小中学校などを通じて、グリーンカーテンを市民の方々に広めて

みてはどうでしょうか。広告や市内の放送で流すようにして通知をし、ゴーヤ

やヘチマを配り、グリーンカーテンを市内の各店舗や公民館、公園などに設置

します。そうすることで、その場に訪れた市民の方々がグリーンカーテンのよ

さを知り、広めることができ、より良いまちになると思いましたので、以上の

ことを提案します。 
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  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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、第六中学校、鈴木誉司也議員からの御質問にお答

え申し上げます。 

  鈴木議員の御指摘のとおり、環境にやさしいまちづくりは、市民一人一人が

省エネやエコの取組を行うことが大切であり、そのためには多くの方に取組を

知ってもらうことが大変重要でございます。このため新座市では、毎年、「広報

にいざ」７月号で、家庭でできる節電方法を紹介して、節電を呼びかける記事

を掲載しているほか、学校などの公共施設に緑のカーテンを設置するとともに、

８月にはエアコンに頼り過ぎない涼のとり方として「打ち水大作戦」を、そし

て１２月には省エネ活動のチェックシートを各御家庭に配布し、日頃の生活を

見直すきっかけとなるエコライフデーをそれぞれ実施するなど、様々な取組を

「広報にいざ」や市のホームページ、また各種イベントを通じまして市民の皆

様に知ってもらえるように努力しているところでございます。 

  このうち御質問のございました緑のカーテンについて詳しく申し上げますと、

平成１９年度から地球温暖化対策の取組の一つとして公共施設への設置を推進

しており、最初は市役所の庁舎だけでしたが、その後、徐々に設置場所を増や

し、今年は第六中学校を含む１７校の小中学校のほか、公民館など全部で２４

の公共施設で緑のカーテンを設置いたしました。 

  鈴木議員におかれましては、緑のカーテンの整備も視野に入れているとのこ

とでございますので、是非来年度も第六中学校で緑のカーテンの設置を進めて

いただきたいと考えております。 

  また、５月にはゴーヤの種植え時期に合わせて、市役所の１階渡り廊下の展

示スペースにおいて緑のカーテンの育成方法の展示とゴーヤの種の無料配布を

行うとともに、９月には市民の皆様から募集した緑のカーテンの写真を展示す

る「緑のカーテン写真展」を開催するなど、広く市民の皆様の普及啓発に努め

ているところでございます。 

  鈴木議員が御提案されているとおり、広告を多くの皆様に配ることができれ

ば、それだけ多くの人に知ってもらえる機会が増えるのですが、一方で市は予

算に限りがあり、福祉あるいは道路工事、教育などの分野にバランスよくお金

を使う必要がありますので、市から市民の皆様に伝えたい様々な情報の周知の

方法といたしましては、現在では「広報にいざ」のほかに広告を出すことは、
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なかなか難しいというふうに思っております。 

  そこで、広告という形ではありませんが、より多くの市民の皆様に取り組ん

でもらえるよう、例えば緑のカーテンの育て方などは、まだ市のホームページ

や「広報にいざ」に掲載しておりませんので、今年については、ちょっとタイ

ミングが遅れてしまいましたが、御提案を頂きましたので、早速ホームページ

に掲載をさせていただきました。今後につきましても、引き続き周知の方法に

つきましては工夫、検討してまいりたいと思います。この度は、大変貴重な御

提言を頂きましてありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  １６番、鈴木誉司也議員。 

〇１６番（鈴木誉司也議員） ７月や１２月、冷房や暖房などが使われる時期に、

環境にやさしいまちづくりに関する広告を出すのは分かりますが、１年中でも

環境にやさしいまちづくりに関する情報を出し続けても良いのではないでしょ

うか。市長の御意見お願いいたします。 

〇議長（今村一心議員） ただいまの再質問に対し、答弁をお願いします。 

  市民環境部長。 

〇市民環境部長（大塚力也） ただいまの鈴木議員の御質問にお答えいたします。 

  ただいま７月の暑い時期、それから１２月の寒い時期だけでの周知というこ

とではなくて、１年中でもいいのではないかというような御質問でございます

ので、時期に限らず、こういったことを周知できるように、広報やホームペー

ジ等を使って市民の皆さんにお知らせをしていきたいと考えております。 

  以上です。 

〇議長（今村一心議員） 市長。 

〇市長（並木傑） ただいまの鈴木議員からの再質問に答弁申し上げます。 

  今、部長が申し上げましたとおりでございますけれども、やはり環境という

ものは、これからますます重要になってくるというふうに思います。日本国全

体で環境への対策を図っていく必要があります。そしてまたＣＯ２の削減も先

進的な日本が最も得意とする分野の一つでございます。日本人全体が環境に対

する意識を強く持つというのは、教育の分野からまずスタートするわけでござ

いますけれども、義務教育を経まして、また教育を基に市民生活、国民生活が

しっかり環境対策に基づいた考え方を持つということが大切だと思います。 

  今後も、新座市としましても、他市に負けないように環境にやさしいまちづ

くりを進めていきたいというふうに思いますので、あらゆる機会を通じまして

ＰＲをしてまいりたいと思います。ありがとうございました。 
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〇議長（今村一心議員） 以上で第六中学校１６番、鈴木誉司也議員の一般質問

を終わります。 

 

◎第六中学校 百瀬彩香議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、第六中学校１７番、百瀬彩香議員の一般質問

を許可します。 

  １７番、百瀬彩香議員。 

  〔１７番（百瀬彩香議員）登壇〕 

〇１７番（百瀬彩香議員） 第六中学校の百瀬彩香です。これから一般質問を行

います。 

  近年、空き地だったところに家を建設している様子がよく見受けられます。

その一方で、緑が少なくなったと私は感じます。資料を見ると、年々緑が減少

していることが明確になりました。 

  そこで提案するのは、新座市の緑を豊かにしていくために募金活動を行うこ

とです。募金活動なら、学校や市役所などで手軽に行うことができます。また、

どうして緑を豊かにする必要があるのかを小中学生に教えるためのいい機会に

なるのではないかと考えます。募金によって集まったお金の使い道は、次の二

つを提案します。 

  一つ目は、空き地や使用していない土地に家を建ててしまうのではなく、木

や花をたくさん植え、公園をつくることです。また、小規模な土地には花壇を

つくるようにすればいいと思います。 

  二つ目は、公民館やコミュニティセンターに庭を設けることです。この二つ

の活動は、ボランティアとして取り入れたらいいと思います。そうすれば、小

中学生が緑を豊かにすることに興味を持ってくれるのではないかと考えます。

公共施設の緑がとても少ないのが現状です。そこでこのような活動をすれば、

緑は増えていくのではないでしょうか。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（今村一心議員） 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、第六中学校、百瀬彩香議員からの御質問にお答え

申し上げます。 

  市内に残っている雑木林は、もともとかまどで食事をつくったり、お風呂を

沸かすための薪として利用されていましたけれども、人々のライフスタイルが
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大きく変化することによりまして、今ではガスや電気が主流となり、雑木林が

持つ資源、まきや炭としての価値が薄れてしまいました。そして、所有者の相

続発生に伴う売却などから、雑木林は年々減少しているのが実情でございます。

また、現在残っている雑木林につきましても、所有者の方の高齢化などで管理

をされず、荒れ放題の雑木林も多く見られます。 

  新座市では、現在ある緑地に対しては、新座市みどりのまちづくり条例とい

う条例に基づく様々な事業を通して緑地保全に努めております。具体的に申し

上げますと、雑木林を保存樹木として指定し、所有者に保全を呼びかけたり、

雑木林を所有者からお借りして整備をしながら、皆さんが利用できる憩いの森

として開放しております。この憩いの森では、敷地内に散策路やベンチを設け

て緑地内を散歩していただいたり、夏場は緑地内で涼んでいただいたりしてお

ります。 

  百瀬議員の通う第六中学校に隣接いたします堀ノ内三丁目憩いの森が代表例

でございます。この憩いの森の維持管理では、先人が築いてきました木漏れ日

が差す美しい雑木林を守り育てるという目的で平成１４年に立ち上げられまし

た「新座市グリーンサポーター」というボランティアの皆様が、その雑木林内

の下草刈りや倒木の処理など維持管理活動に携わっていただいております。こ

のほか新座の栄地区には、約３．３ヘクタールの妙音沢特別緑地保全地区があ

り、「緑の保全巡視員」というボランティアの皆様に御協力いただいて、緑地内

の貴重な動植物の持ち出しやごみの不法投棄を監視していただくとともに、植

物の生態調査などにも活躍をしていただいております。 

  さらに新座市では、将来にわたり緑地を残していくために、市民の皆様や企

業の方々から頂いた寄附金をみどりのまちづくり基金として積み立て、その寄

附金で、先ほど申し上げました妙音沢の特別緑地保全地区や、ほかの雑木林の

買い取りを行っておりますが、土地を買い取るには膨大な費用がかかることか

ら、なかなか思うように進まないのが現状でございます。 

  百瀬議員から御提案いただきました空き地や使用していない土地に木や花を

たくさん植えて公園にしてはどうかということにつきましては、土地はあくま

でも個人の財産でございまして、新座市がむやみに公有地として利用すること

はできません。また、新座市が借りるとしても、無償というわけにもいきませ

んので、市の財政上にも大変厳しい難しい問題がございます。 

  現在、市内の駅前広場や公園の花壇で、新座市の５校の小学生の皆様による

草花の植栽を行っていただいております。これらの活動を市では「フラワーリ

メイク事業」と呼んでおります。具体的に申し上げますと、東北小学校６年生
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が志木駅南口広場の埼玉りそな銀行の前の花壇で行っており、大和田小学校の

全校児童が新座駅南口公園ふれあい花壇で行っております。また、八石小学校

２年生が野寺二丁目第１ポケットパークで行っており、栄小学校３年生が栄緑

道の花壇で行っております。また、新堀小学校の３年生が、新堀二丁目ふれあ

い公園で一年を通じて植栽をしていただいているところでございます。 

  また、公園のパートナー「花の広場」というボランティア制度があります。

これは市民の皆様が住んでいる近所の公園の花壇に一年を通じて植え替えを行

い、花壇を花いっぱいにしてもらう制度であります。現在、九つの公園で、９

グループによります総勢８５名の方が活動をしていただいているところでござ

います。 

  さらに、市内における宅地の造成等の開発事業では、５００平米以上の事業

区域を開発する場合の緑化に関する指導は、住宅や店舗などが建築されること

によって緑地が減らないように、その敷地面積の５％以上に緑を植えてもらう

ようにお願いをしております。また、公共施設を新築する場合にも、緑地面積

の１０％以上の緑地を設けるようにしております。新座市では、このように様々

な活動をしながら、市民の皆様と一緒に自然を大切にする意識を持って、昔の

ような美しい雑木林を再生して、豊かな緑を取り戻し、環境にやさしいまちに

なるよう努力してまいりたいと考えております。是非とも引き続き皆様に緑を

大切にする気持ちを、自然を大切にする気持ちを持っていただきたいと思いま

す。この度は、大変貴重な御意見、御提言を頂きましてありがとうございまし

た。 

  なお、公民館やコミュニティセンターに庭を設けることについての御提案に

つきましては、教育長から答弁を申し上げます。ありがとうございました。 

〇議長（今村一心議員） 続いて、教育長の答弁をお願いいたします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 第六中学校、百瀬彩香議員の御質問にお答え申し上げま

す。 

  百瀬議員の御提案のように、新座市の緑豊かな環境を維持していくことは極

めて大切なことであると私どもも認識をしているところでございます。先日、

第六中学校区内にあります西堀小学校を訪問しましたところ、校舎の裏手にあ

りました雑木林が全て伐採をされ、住宅が建ち並んでおりました。こうした状

況に危機感を感じ、様々な提案を考えられたこと、そして持続可能な社会を実

現するための方策をいろいろとお考えになって提案されていることを、大変す

ばらしいことだと思います。 
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  さて、公民館、コミュニティセンターに庭を設けるという御提案でございま

すけれども、現在、公民館、コミュニティセンターは敷地を最大限に活用いた

しまして、また駐車場も設けなければならないということから、庭を新たに設

けることは大変難しい状況にございます。 

  しかし、花壇を設けたり緑のカーテンを推進したりすることは可能ですので、

少しでも緑を増やす努力をしてまいりたいと存じます。なお、緑化事業におき

ましては、栄小学校の校庭の一部を芝生化し、緑化を図っているところであり

ますけれども、今年度は東野小学校と、それから新座小学校の校庭の一部を芝

生化して、緑化事業の推進を更に図っていきたいと考えているところでござい

ます。今後も教育委員会所管の施設については、少しでも緑豊かな環境になる

よう努め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（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で第六中学校１７番、百瀬彩香議員の一般質問を

終わります。 

 

◎第六中学校 永井裕次郎議員 

〇議長（今村一心議員） 続いて、第六中学校１８番、永井裕次郎議員の一般質

問を許可します。 

  １８番、永井裕次郎議員。 

  〔１８番（永井裕次郎議員）登壇〕 

〇１８番（永井裕次郎議員） 第六中学校の永井裕次郎です。これから一般質問

を行います。 

  僕は、交通事故ゼロを目指したまちづくりについて考えました。近年、埼玉

県の交通事故数は減少しています。しかし、新座市は、平成２６年度の総交通

事故数と平成２７年度の総交通事故数を比べると７６件も増加しています。こ

のような現状で交通事故ゼロという目標は達成できるでしょうか。このままで

は、ほぼ不可能だと思います。 

  この目標を達成するには、具体的な改善案と、その改善案を行動に移す実行

力が必要です。僕が考えた改善案は二つあります。 

  一つ目は、道路整備です。僕たち六中の生徒は、徒歩通学と自転車通学に分

かれています。僕は徒歩通学です。雨の日などに困ることが一つあります。そ

れは道路の水たまりです。たくさんの水たまりがある中、六中の生徒は登下校

しています。そのときには、水たまりを避けようとして車道に広がってしまう、
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歩行者に当たりそうになるなど非常に危険です。至急道を広げる、歩道をつく

るなどの整備をしてほしいです。 

  そして二つ目は、信号の整備です。僕の自転車登校している友達は、信号が

すごく怖いと言っています。最近の信号は古くなっており、ランプが見えづら

くなっています。これもまた危険です。至急整備をしてほしいです。そして、

先ほども言いましたが、その改善案を実行していただきたいです。僕たち市民

も目標に向け努力し続けていくので、市長を始め市議会の方々も御支援をお願

いします。 

〇議長（今村一心議員） 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、第六中学校、永井裕次郎議員の御質問にお答え申

し上げます。 

  交通事故ゼロという目標を達成するためには、具体的な改善策と、その改善

策を行動に移す行動力が必要でございます。正に、そのとおりでございます。 

  そこで、改善策の一つとしまして道路整備という御提案を頂きました。確か

に市内の全ての道路が、道幅が広く、歩道が整備されていれば、交通事故は少

なくなると思います。新座市でも道路改良１０か年基本計画という計画をつ 

くって、平成５年度から道幅の狭い危険な道路を計画的に拡幅しております。

現在は、パートⅢということで進めているところでございます。 

  今回、具体的な箇所としまして、永井議員が利用されている通学路につきま

して、拡幅、歩道の整備の御要望を頂きました。永井議員が利用されている通

学路は、西堀氷川神社南の一方通行の道路と伺っております。この道路は、道

路改良１０か年計画パートⅢの中に位置付けられており、道路に面した土地に

家を建てるときなどのタイミングを見て、道路を広げるお願いをしているとこ

ろでございます。なかなか時間のかかる計画ではありますが、道路の拡幅は、

道路に面した土地を所有している方の御協力がなければ進めることはできませ

ん。これからも粘り強く進めてまいりたいと思います。交渉してまいりたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

  また、通学路に水たまりができて困ってしまうというような御指摘も頂きま

した。この点につきましては、点検をさせていただき、雨の日に歩行者が車道

に広がらなくても歩けるように整備させていただきます。御指摘ありがとうご

ざいます。 

  次に、改善策の二つ目として、信号の整備という御提案でございますが、信
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号機の設置や管理をしているのは埼玉県公安委員会、警察でございます。市は

設置をすることはできません。要望を行う立場にございます。埼玉県警察本部

交通規制課に確認したところ、古くなった信号機から明るい照明であるＬＥＤ

に順次変更しているとのことでございます。具体的に見えづらい箇所につきま

しては、御要望いただきましたら、新座警察署に要望を行ってまいりたいと思

いますので、御指摘を頂きたいと思います。 

  最後に、市議会における取組についてですが、市議会におきましても交通事

故ゼロを目指したまちづくりに向けて道路環境の整備など毎回のように市議会

の本会議や文教環境常任委員会の中で取り上げ、目標達成を目指して努力して

おります。今後も交通事故を１件でも減らすために、市民の皆様の声を聞き、

市にしっかりと伝え、議会におきましても引き続き取り上げていくことが市議

会との連携、責務であると考えております。そして、悲惨な交通事故を減らす

ためには、交通マナーの実践と交通安全意識を高める運動に更に取り組んでい

く必要があると思っております。中学生の皆さんもどうか御協力を頂きたいと

思います。この度は大変貴重な御提言を頂きまして、本当にありがとうござい

ました。 

〇議長（今村一心議員） 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（今村一心議員） 以上で第六中学校１８番、永井裕次郎議員の一般質問

を終わります。 

  以上で一般質問は全て終了しました。 

 

◎市長閉会の挨拶 

 

〇議長（今村一心議員） 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） それでは、平成２８年度新座市中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たいと存じます。 

  本日は、土曜日のお忙しいところ、またお休みのところ、早朝から各中学校

を代表して１８名の議員の皆様に御出席を頂きました。また、新座中学校の初

瀬翼議員、第二中学校の今村一心議員に議長をお務めいただきまして、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
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した。 

  各議員の皆様には、大変熱心に御質問を頂きました。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、御指導いただいた先生方に

おかれましても、長時間にわたり御熱心に傍聴していただきました。また、市

議会からは川上議員、鈴木議員、野中議員も始めからずっと傍聴いただきまし

て、ありがとうございました。御礼を申し上げる次第でございます。 

  中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、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、必ず生かしてま

いりたいと思っております。 

  皆様も学校へ帰られましたら、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皆様に御報告をしていただきまし

て、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

背負っていただくすばらしい青少年に成長していただきたいと思います。皆様

の御活躍を心からお祈りをいたしまして、御礼の御挨拶とさせていただきます。 

  本日は、大変ありがとうございました。 

 

◎閉会の宣告 

 

〇議長（今村一心議員） 中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年度新座市中学生議会を閉会します。 

 

  閉会 正  午 


