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平成２８年度 中学生議会 一般質問通告書 

平成２８年１０月１５日実施 

質 問 者 テーマ 質 問 内 容 

１第二中学校 

 磯村 ななみ 

安全・安心

なまちづく

り 

 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あげ取り組

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、放送を聞かれた皆さん

が同じ思いをされているのではないでしょうか。放送で

市民の協力を呼び掛けるのであれば、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

でも良いと思います。 

 不安や心配をあおるだけではなく安心も同時に行うこ

とにより更に個人の意識を高めていくことが大事だと思

います。 

 以上の事を提案します。 

２第二中学校 

 今村 一心 

市民参加の

まちづくり 

 私たち中学生の学習環境のことを提案させていただき

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

空いて、勉強にと取り掛かろうとしても、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、

あまり集中できませんでした。このように、公民館など

で勉強をしたいが、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取れない状況です。 

 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。 



134 

質 問 者 テーマ 質 問 内 容 

 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。 

 御検討よろしくお願いします。 

３第二中学校 

 鈴木 雄大 

「住んでよ

し、訪れて

よし」の観

光都市にい

ざづくり 

 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、食べたことのある人というのは、ほと

んどいませんでした。僕は小学生だった頃に給食で食べ

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、もっと大きく宣伝をし、スーパーなどでも販売

してくれるよう、お願いしたり、１年に１度でも市内の

全小中学校で、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、新座のにんじんうどん

が誰からも認められるものになってほしいと思います。 

 以上のことを提案します。 

４第三中学校 

 本村 七海 

「住んでよ

し、訪れて

よし」の観

光都市にい

ざづくり 

 私は、新座に今ある良い物を他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。私達は先日、その職場体験学習に行って来

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さまざまな情報を知

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、どのようにすれば良いのでしょうか。 

 まず、子供だけではなく、大人も一緒に体験していた

だくようにすることです。子供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、新座の特徴を生かした人参を使った料理体験や人

参を売る仕事も活動に取り入れることで、新座ならでは
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の職業体験ができると思いました。もちろん他にも新座

ならではの仕事を沢山行うことで、イベントが盛り上が

り、新座を他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、私達の世代がつなげていける

と思いました。 

５第三中学校 

 平岩 涼子 

みどり豊か

なまちづく

り 

 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

考える人があま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作ればよいと思います。具体的に

は、川などでささ船を作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

ってイスを作ったりなどすればお年寄りから子供まで楽

しめると思います。街にポスターなどを貼って新座の人

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。 

 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、市民の人達と植えるとい

う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ん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増えると考えました。市

民との関わりも持てる企画であれば仲良しの新座市にな

れると思います。そして、さらに緑あふれるまちになる

と思いました。 

６第三中学校 

 鍵山 愛夏 

安全・安心

な街づくり 

 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。たしかに今

まで先生方から、不審者が出ているので、気を付けて帰

えるようにとお話があったことがあります。服装や、年

齢や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

服装の人すべてが疑わしいですし、もし犯人が服を替え

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、なにも伝えられず、「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
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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

作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、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

学校合せて８ヶ所に設置してあるそうですが、それだと

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

分散させて置いたほうがよいのではないでしょうか。 

７第四中学校 

 市川 侑吾 

安心・安全

なまちづく

り 

 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、市民が集まり絆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などの意見をいただいたり、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、予め犯罪が起こりそうな場所を地図に

表すことで、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。更に災害時の避難経路や避難場所を記載すれば、災

害時の対応もできます。このように作成した地図を各地

域ごとに自治会に支給すれば、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

の絆を深めれば、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

同士が集まることの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。 

 ぜひ危険箇所を記載した地図の作成、市民が集まり絆

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。 

８第四中学校 

 宮下 司樹 

交通事故ゼ

ロを目指し

たまちづく

り 

 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掛けること、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
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事故件数は年間３０００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。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。ルールを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。さらにドライバーへの安全教育の徹底も必

要だと思います。小さな子供は見えにくいので気をつけ

ることや、シートベルトをしっかり着用することなどを

呼び掛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。 

 ぜひ、信号機を増やすことと警察と連携して安全につ

いて中学生が呼び掛けること、ドライバーへの安全教育

について検討をお願いします。 

９第四中学校 

 平野 悠 

みどり豊か

なまちづく

り 

 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、柳瀬川など緑が多く、空気もキレイでさ

まざま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年で約

１００ha 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祭の翌日にふ

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ゴミ拾いをする活動

です。他のところでもゴミ拾い活動を行えば、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

をつくりだすとともに、そのかたまり、広がり、連なり

からその地域ごとの特色のある景観をつくりだします。

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

光地を作りだせるのではないでしょうか。 

 ぜひ観光地での清掃活動の検討をよろしくお願いしま

す。 

10新座中学校 

 初瀬 翼 

安全・安心

のまちづく

り 

 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よいのか僕は考えました。 
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 まず、暗い場所に街灯を増設した方がよいと思いまし

た。理由は、帰り道１人で暗い場所を通る人が危ないと

思ったからです。なので暗い場所や人通りが少ない場所

に街灯を設置した方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所にカーブ

ミラーを設置した方がよいと思いました。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、車通りが激しくて

歩行者が見づらい所にカーブミラーを設置した方がよい

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方がい

いなと思いました。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時があるからです。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

た方がいいなと思いました。市民の交通安全のため以上

の三つをぜひ御検討ください。 

11新座中学校 

 堀田 光香瑠 

環境にやさ

しいまちづ

くり 

 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掛けなどを増やした方がよいと思

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

ルやおかしの袋などのごみが目立ちます。他にも新座中

学校の前の、草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関わらずご

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４０，０００ｋｇです。一昨年は

４９，９９０ｋｇで、それより減ったものの、ごみは小

さい物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掛けがうすれ

てしまうと思います。なので希望者だけではなく、住宅

地や公共団地にも配布し、掲示板に貼ってもらうという

のはどうでしょうか。 

 以上のことについて提案します。 

12新座中学校 

 山﨑 風佳 

高齢者と障

がい者にや

さしいまち

づくり 

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

い者にやさ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。 
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 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

聴くと笑顔になって体調も良くなりました。私はその

時、音楽が聴く人に与えるものは大きいと思いました。 

 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よいと思いま

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。 

 歌や楽器の演奏を聴くことで障がい者の方とお年寄り

の方がいやされるコンサートを提案させていただきま

す。 

13第五中学校 

 近藤 花音 

みどり豊か

なまちづく

り 

 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

川や東久留米の方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。それに比べて落合川の方へ行

くと人がたくさんいて、草木もたくさんあり、周辺の広

場の設備もしっかり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そうじしてもお菓子の

ゴミやタバコなどがたくさん出てきます。他にボラン 

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下水がそのまま流れているところ

もあり、いちばん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、地面もボコボコして

います。こういった点も含め、落合川よりきれいで人が

あふれるような川にしたいと思います。まず川をそうじ

してきれいな状態に保つため学校ごとでそうじをしては

どうかと思います。五中は普段からそうじに一生懸命な

のですごくやる気のある生徒が多くいます。 

 他にもゴミを捨てないでほしいという内容のポスター

作成などは私たちにもできるのでぜひやらせてくださ

い。市に修繕をお願いしたい所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

とさらに市民が協力できる市にしたいです。 

14第五中学校 

 坪田 陸巧 

に い バ ス 

もっと便利

にしよう計

画 

 新座市の観光都市を目指す計画には、とても共感して

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。東京はもちろん奈良・大阪・京都は十

分な交通網があると言えます。しかし、新座市はそれら
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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。 

 「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、

従来の路線に近く老人ホームや住宅街を周回します。 

 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・志木を基準に周回します。成

功すれば大きな収入を見込めます。 

 第三路線は、「観光路線」です。その名の通り観光客

をターゲットにした路線で、平林寺や様々な観光名所を

中心に周回します。この路線の特徴は、観光案内がある

ことです。その観光案内は、小学生議会時の六年生の僕

の提案にもあった「市内在住の子供」にしてはどうでし

ょうか。 

 そしてこれらの路線には愛称をつけます。その愛称

も、新生にいバスを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。 

15第五中学校 

 岩間 新 

安心・安全

なまちづく

り 

 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。いつ起こるか分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。恐らく他の人もほ

とんどの人が存在を忘れていると思います。僕が防災 

マップに関心をもったように他にも関心をもっている人

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こと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、中学生はどんな役割を担うべき

だとお考えですか。中学生も参加するべきであるとお考

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があれ

ばできると思います。 
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 以上二つのことを提案します。 

16第六中学校 

 鈴木 誉司也 

環境にやさ

しいまちづ

くり 

 私たちの新座第六中学校では、環境にやさしい活動を

あま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整備も視野に入れ

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は

分かりません。 

 そこで、月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。他に

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

など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新座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良さを知り、広めるこ

とができ、よりよ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。 

17第六中学校 

 百瀬 彩香 

みどり豊か

なまちづく

り 

 近年、空き地だった所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

めの良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、木や花を沢山植え、公園を造ること

です。また、小規模な土地には、花壇を造るようにすれ

ばいいと思います。 

 二つ目は、公民館やコミュニティーセンターに庭を設

けることです。この二つの活動はボランティアとして取

り入れたら良いと思います。そうすれば、小中学生が緑

を豊かにすることに興味をも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
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はないでしょうか。以上のことを提案します。 

18第六中学校 

 永井 裕次郎 

交通事故ゼ

ロを目指し

たまちづく

り 

 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

の日などには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。その時には水たまりを避けようと

して、車道に広がってしまう、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、歩道を作る

などの整備をして欲しいです。 

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、市長はじめ市議会の方々も、御支援お願い

します。 

 


