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平成２８年度 小学生議会 一般質問通告書 

平成２８年１０月１日実施 

質 問 者 テーマ  

１石神小学校 

 荒牧 きらり 

茂木 巡 

｢ 住んでよ

し、訪れて

よし｣の観光

都市にいざ 

づくり 

 ぼく達は「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。その新種の桜や貴重な植物・生物をライ

トアップし、観光の目玉にしてはどうでしょう。 

 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

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良いでしょう。 

二つ目は野菜パティシエールによるスウィーツ作りと

販売です。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、生かしながら、この新座の魅力を知ってもらうため

に人参やほうれん草を生かしたスウィーツをいくつか開

発する必要があると思います。スウィーツはいつの時代

も人の心を捉え多くの人を引きよ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」を作って販売するとさらに

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。私達の明るい未来と新座のために夢を叶えて下さ

い。 

２新開小学校 

 遠藤 琴羽 

 佐藤 光希 

みどり豊か

なまちづく

り 

現在、地球の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そうです。

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つけ、実行していくことが大

切であると考えます。 

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％とあまり高く

ないそうです。私たちの新開小学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、緑のカーテン作りにも取
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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。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。 

もう一つ提案したいのは、各家庭での緑のカーテン設

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作り

方、ゴーヤ料理のレシピなどをの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そうですが、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。  

３栗原小学校 

 山田 菜月 

 篠原 明然 

｢ 住んでよ

し、訪れて

よし｣のまち

づくり 

 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」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

の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。 

 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、ゾウキリンぞうきんや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活動に、ぜひ、新座市のゆるキャラであるゾウ
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キリンの活用をお願いします。 

４陣屋小学校 

 金内 春寧 

 山木 凜花 

｢ 住んでよ

し、訪れて

よし｣のまち

づくり 

 私たちは、道の駅「にいざ」の整備計画に地元の小学

生の意見も反映され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

興味をもち、「ずっと住み続けたい」と思うことがで

き、さらに道の駅で新座の魅力をアピールできれば、

「また訪れたい」と観光客の方々に思ってもらえて、新

座がよりよ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カ

所ありますが、周辺の市町村にはありません。新座の魅

力をアピールするよい場になると思います。 

 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作

る、ふるさと新座館と連携して野菜の直売を行う、にん

じん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

ンと写真がとれたり、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など

の意見も反映させれば、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。 

５新座小学校 

長谷川 綾 

 石﨑 響太 

市民参加の

まちづくり 

 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触れあ

うことで、市民同士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、他の市や県の人達にも

新座市のＰＲをするよい機会になると考えます。 

 ギネスの種目は、新座市の特産品であるにんじんを使

ったものがよいと思います。例えば、にんじん速むき競

争、にんじんの皮の長さ比べ、巨大にんじんを育てよ

う、にんじん料理を時間内に何品作れるかなど、誰でも

参加できて、見ている人も楽しめるものがよいと考えて

います。また、当日参加だけでなく年間を通じてエント
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リーできたら、より活動の輪が広がると思います。さら

に、ギネス大会が終わった後、記録やそのときの写真を

広報誌やパンフレットだけでなく、インターネットなど

で紹介すると、遠くに住んでいる人も新座市のことを調

べたり、参加するために来てくれる人が増えたりすると

思います。 

 私達は、新座市の誰もが楽しめて、さらに市外の人達

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。 

６大和田小学校 

 池上 晃太朗 

 本田 愛実 

「住んでよ

し、訪れて

よし」の観

光都市にい

ざづくり 

 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。 

 一つ目は新座市の良いところをＰＲする動画を作るこ

とです。私たちは５年生の時、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）」という番組作りをしました。この学習を

活かし、市内の１７校で協力して新座市を宣伝する動画

を作りたいと考えました。市役所やふるさと新座館など

の公共施設で映像を流せば訪れてよしの新座が創れま

す。また、各校が地域の良いところを報告しあえば、私

たちももっと新座市のことを知ることができます。 

 二つ目の提案は全小学校向けの「おもいやり教室」を

行うことです。私達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

かを学ぶことはとても大切です。そこで新座市のすべて

の小学生が、お年寄りや障がい者と関わる機会の多い人

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

が創れると考えます。 

 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。御

検討よろしくお願いします。 

７片山小学校 

 柴田 萌里 

堀 野乃花 

お年寄りに

やさしいま

ちづくり 

 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。そこで二つの提案があります。新座市内に

は、人口１６万人中、６５才以上のお年寄りが、約４万

人います。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

作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、元気になると思います。そして、色々な所を歩
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けるように、平林寺コースや黒目川コースなどを 

作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、その道は、自転車は通ってはいけないように

したり、所々に休けい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１０回参加すると、生活に役

立つ物を、景品として、あげられるようにすれば、お年

寄りにやさしいまちになると思います。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

さんの人が参加してくれると思います。足腰が、不自由

な方は、車いすでも参加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、ゆったりとすごしたり、笑顔になれる

ような、施設やイベントなど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、楽しめる場所を作っていただけると、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、なにかをみんなで、作った

りるす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。 

８第四小学校 

 澤田 唯杏 

 川上 翼 

｢ 住んでよ

し、訪れて

よし｣の観光

都市にいざ

づくり 

 私は、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行かなければいけないとい

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よいと思いました。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、にんじんうどんやお野菜な

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

野菜を渡したら、また来たいという気持ちになるかもし

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す。 

 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
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ラソンの会場近くに温泉があるので都合も良いです。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マラソン大会は少ない、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からぜひ 

使ってみて、この新座市をマラソン観光都市にしていけ

たら良いと思いました。 

９八石小学校 

 番場 美琴 

 吉田 千紘 

環境にやさ

しいまちづ

くり・みど

り豊かなま

ちづくり 

 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、

ゴミ拾いをします。Ｋｇ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、

一年生や二年生もやる気になります。すると、学校周辺

に落ちているゴミも減り、景品を配ることで、ゾウキリ

ンのアピールにもなります。まさに、一石二鳥です。さ

らに、対決でない時でも、自分からゴミを拾うようにな

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。 

 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ヶ所ありますが、子ども

からお年寄りまでが楽しめたり、自然が生かされていた

りするものはあまりありません。そこで自然を生かした

誰もが楽しめる公園をつくったらよいと思います。例え

ば、その場所に生えている木や平林寺で伐採された木を

使ってブランコなどを造り、ゾウキリンのすべり台や、

お年寄りの健康器具などを作ります。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

なわとびをレンタルできる出店をつくってみてはどうで

しょうか。こうする事で誰もが共に楽しめる公園ができ

ると思います。 

10東北小学校 

 村井 結季 

 松本 拓希 

お年寄りと

障がい者に

やさしいま

ちづくり 

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（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

だけでなく、新座のことや野火止用水、米作り、道徳な

ど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 
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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。 

 近隣の東野小学校には、「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

広がると良いと思います。 

 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。 

11野火止小学校 

牧野 由茉 

 山本 珠優 

ふれあいの

まち新座へ 

新座は田舎でもなく、都会のように派手でオシャレと

いうわけでもありません。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年のオリンピック時には、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=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。 

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良いと思います。 

また、今行われているロードレース大会を新座マラソ

ンツアーのようにすると良いと思います。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もなります。ゴールを

「林カフェ」にし、そこでゴールした人達におもてなし

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「マラソンツアー」
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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。 

12野寺小学校 

 青山 然之丞 

 金谷 賢柊  

地域の人々

が生き生き

すごせる場

所へ<子ども

サミット> 

ぼくたちは野寺小の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分以上いる

ことに驚きました。そこで、ぼくたちは「新座好きの子

どもたちをさらに増やし、大人になっても住みたい町、

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」「にんじん」「新

座温泉」そして、ゆるキャラのゾウキリンも知名度が上

がっていました。また、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っている人もいました。自然

や緑が多く、にんじんなどの特産物があることが新座市

の良さであることがわかりました。 

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あまりないこ

とをあげています。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

が多くいることが分かりました。 

この結果から、もっとみんなに自分たちの町、新座市

を好きになってほしいという気持ちがさらに強くなりま

した。その第一歩がさき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。 

そのサミットでは、毎年テーマを決めます。例えば 

「にんじんを使ったレシピ」であれば、新座市の特産物

であるにんじんを使った料理を考えます。にんじんうど

んは学校給食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、それを作った時に出る

絞り粕も無駄にしないでにんじんクッキーなどを作って

いくのも良いでしょう。その他にも「緑豊かな町」や 

「子供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』を作る

のも良いと思います。このように、子どもサミットを通

して新座の良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いたりする場になれば嬉し

いです。 
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新座市をよりよくする提案をし、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、新座市に愛着を持つ人

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」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。 

13池田小学校 

 水田 耀太 

 澤邊 千弥  

「交通事故

ゼロを目指

した」まち

づくり 

ぼく達の学校の近くに油面坂という急な坂道がありま

す。カーブが多いため、見通しも悪く自転車は降りて歩

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、他にも見通しの悪い道が

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、ヒヤッとした経験があります。こ

のような体験から、ぼく達は「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。 

まず一つ目は、イメージハンプという「だまし絵」

で、横断歩道等を立体に見せる路面表示の普及です。以

前テレビで紹介されていたので、調べてみました。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

調査結果がのっていました。また、ぼく達の先生が、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聞き、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。 

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。 

交通事故ゼロの安全な新座市になることを願って、以

上の二点を提案したいと思います。  

14新堀小学校 

 松田 穂乃花 

 瀬戸 涼雅 

｢市民が心地

よく安らげ

る｣まちづく

り 

 ぼくたちは、すべての市民が心地良く安らげる場所を

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る教育林の様子です。ここは、虫

取りやかくれんぼ、秘密基地づくりなど、ぼくたちの憩

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、学年ごとに工夫をこらし
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た活動を行ってきています。しかし、御覧のとおり、か

なり汚れています。そこで、まず第一の提案は、市民清

掃の日をもっと増やして、心地良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共に清掃をする

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みんながなるようにしていきた

いです。 

 第二の提案です。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

になっています。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。 

15西堀小学校 

 大竹 遼真 

石原 八雲 

交通事故ス

トップ大作

戦 

 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、ぼく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、怪我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、ぼくたちは、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。 

 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。 

 各学区の危険な所に、このゾウキリンステッカーを 

はっていただき、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です。 

二つ目は、毎日行っていただいている「夕方の放送」

での呼び掛けです。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。 

現在の「地域のみなさん、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もどるま

で、見守りに御協力をお願いします。」という言葉の後

に、「今から帰るみなさんも交通ルールを守り、安全に

気をつけて家へ帰るようにしましょう。」という言葉を

付け加え、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です。 

三つ目は、ゴミの収集場所の見直しです。 
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ぼくは、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、収集してあるゴミが

登校のさまたげになり、道路の真ん中を歩かなければい

け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、もう一度ゴミの収集場

所を見直していただき、子供たちが安全に登校できるよ

うにしていただきたいです。 

16東野小学校 

 鈴木 寛 

 萩元 彩寧  

｢ 住んでよ

し、訪れて

よし｣の観光

都市にいざ

づくり 

 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、ぼく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。 

 今までのような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

走り抜けるのもよいと思います。それから、新座には、

花のきれいな所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、菜の花畑やひまわり畑、野火止用水

沿いでは、あじさいや菖蒲も咲いています。ゴイザキや

鯉、蛍も観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。 

 各ポイントで食べるものは、新座特産のにんじんで 

作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

泉ぶどう園のぶどうなど、新座の自然のめぐみを思う存

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」を作り、

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）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、新座で採れたおいし

い食べ方を味わってもらう『ふれあい新座マラソン』。

ぜひ御検討ください。 

17栄小学校 ｢ 住んでよ  私たちは学年で「『住んでよし、訪れてよし』の観光
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 荒木 陽介 

 逸見 康太 

し、訪れて

よし｣のまち

づくり 

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、誰もが生活しやすい街になるかを考えました。 

これが出た意見です。 

 そのうちの一つに、みんなが集まり誰もが使いやすい

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。僕たちも放課後や休み

の日に公園で様々な遊びをします。しかし、公園のトイ

レが汚いと使いづらいし、楽しい気分が台無しになって

しまいます。そこで、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よいかを考えまし

た。 

 まず、利点についてですが、トイレが設置されると、

子供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、時間を気にせ

ず、楽しく外で遊ぶことができます。また大人やお年寄

りの方も小さい子供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。 

 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、子供

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

いに使う意識が薄れてしまいます。きれいで明るければ

利用者が増え、より人の目が届くので、きれいな状態を

維持でき、安全なトイレにできると思います。 

 以上のことから、子供もお年寄りも元気で仲良く、み

んなが訪れたくなる新座市のため、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。 

 


