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市内３大学学生と市長との懇談会概要

日 時：平成３０年１１月１６日（金） 午後４時３０分から午後６時１５分まで

会 場：新座市役所 本庁舎４階 庁議室

参加学生

No. 学校名・学部・学科・学年 氏 名 テーマ

1
十文字学園女子大学

人間生活学部 文芸文化学科３年
飯塚 桜

新座市の知名

度・イメージを

上げるために

は

2
十文字学園女子大学

人間生活学部 文芸文化学科３年
後藤 詩乃

3
十文字学園女子大学

人間生活学部 生活情報学科３年
古屋 志帆

4
跡見学園女子大学

観光コミュニティ学部 観光デザイン学科２年
松井 実季

5
跡見学園女子大学

観光コミュニティ学部 観光デザイン学科２年
石井 杏奈

6
跡見学園女子大学

観光コミュニティ学部 観光デザイン学科２年
齋藤 由香里

7
立教大学

コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科２年
隈 明子

8
立教大学

コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科３年
小川 響香

9
立教大学

コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科３年
小澤 久美子
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大学関係者

市出席者

No. 大学及び所属、役職 氏 名

1
十文字学園女子大学

文芸文化学科 准教授
星野 祐子

２
十文字学園女子大学

地域連携推進機構室 副機構長
名塚 清

３
跡見学園女子大学

観光コミュニティ学部 観光デザイン学科 准教授
村上 雅巳

４
立教大学

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 教授
外山 公美

５
立教大学

新座キャンパス事務部総務課長補佐
小瀬 典明

No. 役 職 氏 名

1 市 長 並木 傑

2 教育長 金子 廣志

3 総合政策部長 永尾 郁夫

4 総合政策部秘書広聴課長 浅島 忠睦

5 総合政策部秘書広聴課係長 高山 裕一

6 総合政策部秘書広聴課主事 菅原 みなみ

7 総合政策部秘書広聴課主事 西岡 由希子
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懇談の概要

(◇提言者発言要旨 □他大学発言要旨 ◆市長発言要旨 ■教育長発言要旨)

No.１ 十文字学園女子大学 人間生活学部

文芸文化学科３年 飯塚 桜、後藤 詩乃

生活情報学科３年 古屋 志帆

◇ 市民と共に文化を創る街をコンセプトに図書館の活用及び新座市ならではの文化事

業の実施並びに情報サービスの強化について提案したい。

１ 図書館の活用について

図書館の活用について、恒常的な施策と非日常的な施策に分けて提案する。

まず、恒常的な取組として、感想共有ノートの設置、資料紹介サービスの実施、

電子書籍・図書館が挙げられる。

感想共有ノートとは、本を読んだ人がその感想を書き込めるノートのことである。

ノートは資料紹介サービスや電子書籍・図書館でも閲覧できるようにし、利用者同

士の間接的な交流を行えるようにする。

また、資料紹介サービスとは、利用者がテーマに沿った資料の推薦を行うもので、

特集コーナーを設置し、利用者同士が本を借りる際の参考とすることができる。

さらに、こうした取組を市内の８つの図書館で競うことや３大学の図書館司書課

程の学生が応援サポーターとなることも考えられる。資料紹介から感想共有までで

きる場を提供することで、利用者同士の交流や図書館の利用率の向上、開かれた図

書館というイメージづくりにつながると思う。

また、電子書籍・図書館における電子書籍の閲覧・貸出サービスについては、埼

玉県では現在６つの自治体が電子書籍のサービスを導入している。システム構築に

は時間と費用がかかるという課題があるが、館内のスペースを縮小でき、その分コ

レクションをより充実させることができると考えられる。図書館に行かなくても資

料の閲覧、貸出ができることで利用率の向上にもつながるだろう。

次に、非日常的なイベントとして、夜の図書館イベントや出張図書館、郷土学習

などが挙げられる。夜の図書館イベントはゲーム性があり、普段、図書館に興味や

関心がない人にも図書館に親しみを持ってもらうことができる。

出張図書館では、市内の伐採木を使って昔の紙芝居屋のような三輪車図書館を実

施してはどうか。運営は行政と市民が連携し、市民主体で行う。自転車で地域を巡

ることで防犯や健康増進にも役立つと考える。

また、郷土学習では積極的に図書館を活用したい。郷土資料を充実させ、図書館

を学習の場として利用してはどうか。郷土資料に古いものしかないのであれば、将

来教員を目指す学生や今の子ども達が興味や関心を持てるような郷土資料を作成し

てはどうか。十文字学園女子大学の幼児教育学科や児童教育学科において資料作成
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の協力をすることも可能と考える。

さらに、まちあるきイベントの立ち寄りスポットに図書館を入れることで、楽し

みながら郷土を学ぶことができる。そうしたイベントに大学生も参加することで、

小中学生との交流も生まれるだろう。

２ 雑木林の活用について

新座市ならではの文化事業として、雑木林の伐採木を活用したしいたけ栽培で、

新たな産官学民連携事業を行うことを提案する。しいたけ栽培は、学校教育におけ

る活用や郷土自然への関心、エコ活動にもつながる。

具体的な例として、しいたけフェスタが挙げられる。まず、地域の飲食店にしい

たけを活用したメニューを開発してもらい、行政がしいたけグルメマップや特産品

祭りを開催、十文字学園女子大学の食物栄養学科の学生が栄養バランスのとれたメ

ニューの開発に協力し、市民の方には栽培や収穫、イベントのサポートに協力して

もらう。また、ワークショップとして、しいたけ料理教室やしいたけ栽培、収穫体

験、しいたけレシピコンテスト、伐採木を利用した工作教室が考えられる。

３ 市ホームページ、スマートフォンアプリによる情報発信について

アプリ開発には初期費用がかかるが、若い世代の利用には最も効果的である。

スマートフォンアプリを充実させる一つの方法として、「にいざあぷり（愛称にい

ぷり）」を提案する。「にいぷり」を活用することで、地図情報や文化財の情報はも

ちろんのこと、市内の商店に協力してもらい、地産地消につながるお得クーポンな

どを得ることができる。市内イベントにも活用できるよう拡張性の高いものとし、

ＱＲコードを活用した宝探しゲームなどを行うことで、ファミリー層の利用にもつ

ながる。

また、災害、施設、天気予報などの情報更新については、十文字学園女子大学の

メディアコミュニケーション学科が学びの一環として情報の更新を行うことで、市

の負担軽減にもつながる。

最後に、新座の良さを知ってもらい、新座市の知名度向上につなげていくためには、

市内在住者の郷土愛を醸成し、市外在住者の定住促進に向けた魅力を発信する取組が

必要である。そのためには行政、市民、商工会、企業、学校など様々な組織に属する

人たちが、文化を通してそれぞれのよさを発揮することが大切である。その活動に私

たち大学生も関われることを願っている。

◆ 産官学民の連携や日常を工夫して本市の取組を発信していくという、とても良い視

点での御提案だった。
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電子図書館については、ＳＮＳやＩＴの進化により、御指摘のとおり県内６市町（さ

いたま市・桶川市・春日部市・熊谷市・三郷市・宮代町）が導入している。本市にお

いては、来年以降、図書館運営を一部指定管理とするため、事業者と連携や財政状況

を勘案し、今後の検討課題とさせていただきたい。

また、感想共有ノートや資料紹介サービスは、利用者が“本は人によって見る視点

が違う”ということを感じることができ、さらに本が好きになることが期待できる。

今後の参考とさせていただく。

夜の図書館イベントとして、本市では、今年の８月に「夏のちょっとこわーいおは

なし会」として少し遅い時間帯におはなし会を開催した。５４名（大人２６名、子ど

も２８名）の参加があり大変好評だった。また、以前にも「お月見の会」や「納涼映

画会」など、夜のイベントを行った経緯もある。学生の皆様からアイデアを頂ければ

取り上げて検討していきたい。

次に、雑木林の活用について、ぜひ、しいたけの収穫を学生の皆様に手伝っていた

だけるとありがたい。その際には、販売用の袋に十文字のロゴやプラスちゃんを入れ

たり、しいたけを使った料理のアイデアを出していただくなど、大学と協議していき

たい。

市ホームページについては、県外在住の人は本市を知らない人も多いため、市外へ

の魅力発信が必要であると考えている。市のブランドイメージ向上により新座市を世

界に発信していくため、今年の１月にシティプロモーション課を設置したところであ

る。今後も学生の皆様から御意見を頂いていきたい。

アプリについては、戸田市が平成２６年１２月からコミュニティアプリ（toco ぷり）

を配信・運用しているが、戸田市の人口約１４万人に対して９月３０日現在までの登

録者数（投稿用）が１，６８１件、また、開発費用に約８１０万円、保守に月額約

１４万円の費用を要していると伺っている。このように多額の費用が掛かることから、

今後の検討課題とさせていただきたい。学生の皆様からまた良い提案があれば市のシ

ティプロモーション課に御連絡いただきたい。

■ 図書館の活用についての御提案は、図書館は本を借りて読み、調べる場という固定

概念を一回壊す新たな図書館としての発想だと感じた。

近年、書店と飲食店のコラボレーションやアメリカでは２４時間図書館を解放して

いる事例もある。どうしたら図書館に人が集まるのか、御提案いただいたような新し

い発想を大事にし、図書館という堅苦しいイメージを払拭していくことが必要である

と気付かされた。

市図書館及び３大学の図書館それぞれの専門性をいかすなど、ネットワークを形成

し、市民のニーズに対応していくことが図書館の活用に有効だと考えられる。

また、図書館の夜間の開館については、労働条件を考えると市職員が運営すること
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は難しい。２４時間の図書館は指定管理で民間事業者が運営しているところが多い状

況である。

雑木林について、本市にはこれだけ豊かな自然があるので、活用していきたい。学

生の皆様にしいたけのレシピの考案や、地産地消の食材を使ったレストランの開設な

どを行っていただき、そうした活動をメディアに取り上げてもらえれば市の知名度向

上につながっていくと考える。

□ 小さい頃に比べて、本を読む機会が少なくなり、最近はレポートを書く時や雑誌を

読む程度である。市内３大学で本を使ったイベント等を開催して本を読む機会を作っ

てはどうか。

◆ 本に関するイベントとしては、昨年、立教大学の主催でトラベルライティングアワー

ドを開催したが、今年度は、主催を産業観光協会に移し３大学を対象として開催する

こととなっている。とても良い取組である。

No.２ 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科２年

松井 実季、石井 杏奈、齋藤 由香里

◇ 学生をターゲットにしたバスツアーの実施について

インターン前の新座市の印象として、静かで落ち着いている、遊ぶ場所がなさそう、

若者が行く場所ではなさそうという３つの印象が挙げられた。実際、インターンで新

座市役所を訪れるまでは新座駅と学校への登下校以外でしか新座市を訪れたことがな

かったため、このようなマイナスな印象ばかりになってしまった。

跡見学園女子大学に通う学生５０名に「大学に通う目的以外に新座市を観光したこ

とはあるか」というアンケート調査を実施したところ、８５％の学生が大学に通うだ

けで新座市を観光したことがないとの回答だった。

インターンを通して知った市の魅力として、睡足軒、妙音沢、新座ブランドのにん

じんうどんなど、新座市に馴染み深い場所や物、そして新しい現代風の魅力として、

近所のファミリーから徐々に人気が高まっている近藤珈琲スタンドさんも市の魅力と

して挙げたい。私たち学生が大好きなおしゃれなカフェが新たな新座市の魅力になる

ことを期待している。

そこで、私たちは新座市の魅力を感じてもらえるように学生をターゲットにしたバ

スツアーを提案する。このバスツアーを実施することで若者が行く場所ではなさそう

と感じた新座市のイメージアップにもつながるのではないかと考えた。

学生５０名にバスツアーに参加したいですか？というアンケートを実施したところ、

６５％の学生がバスツアーに参加したいとの回答だった。しかし、バスツアーは一般

的に参加費が高い場合が多いため、新座市のバスツアーでは格安のバスツアーを提案



7

したい。

私たちのインターンシップ中に開催されたぶらり新座バスの旅では２，０００円で

パラリンピック競技のボッチャの体験、茶道体験、新座ブランド体験、ピザづくり体

験と沢山の体験をした。

バスツアーでは、普段行かない場所へ行けること、様々な体験ができること、安い

料金で楽しめることが必要と考える。

ツアープランとして、市内３大学の校舎を借り実施するツアーを提案したい。跡見

学園女子大学の茶道室を使用して行う茶道体験、十文字学園女子大学の調理室を使用

して行う手作り料理体験、立教大学の体育館を使用して行うオリンピック競技体験と

いった第１回ぶらり新座バスの旅同様に、体験型ツアーを考えている。

バスツアーを行うことで、市内３大学の交流が深まるとともに、市の新たな魅力を

発見し、市の知名度向上につながるだろう。

最後に、バスツアーの情報を市内３大学のホームページや新座市のＳＮＳ、広報に

いざに掲載し、拡散していきたいと考えている。様々な媒体を利用し新座市について

もっと知ってもらうことが大切である。

◆ 学生をターゲットにしたバスツアーの実施ということで、とても良い企画だと感

じた。ぶらり新座バスの旅については、平成２３年度に新座市産業観光協会が創立

３０周年を記念して開始したものである。対象は、市内在住、在勤、在学の方（小

学生以上で小学生は保護者同伴）、目的は、名所・旧跡巡り事業の一環として、市内

をバスで巡り、様々な体験を通して、地域の魅力を市民の皆様に知っていただくこ

とである。

ツアー内容としては、里芋収穫体験、だちょう牧場見学、西堀浄水場見学、平林

寺見学、ブドウ狩り、手打ちうどん体験、座禅体験などがある。本年９月１日に行

われたツアーでは、パラリンピック競技体験も行われた。

こうしたツアーを３大学が中心となって実施することは良いことだと思う。学生

に限定したバスツアーの開催、四季ごとのツアーの実施、市内のまだ知られていな

い名店を巡るツアーなども面白い。御提案の中にあった近藤珈琲スタンドなどのイ

ンスタ映えスポットは私も知らなかった。トランポリンやボルダリングを行える施

設もあり、市外から来る人も多いと思うので、訪れた時に新座が良い場所だと思っ

てもらいたい。学生のうちに市内の魅力を知り、体験してもらうことで、３０代、

４０代になり新座市に住みたいと思って戻ってきてもらえるようなまちづくりをし

ていきたいと考えている。

■ 市内３大学には立教大学が約６，０００人、十文字学園女子大学が約３，４００

人、跡見学園女子大学が約４，０００人と多くの学生の皆さんが本市に通ってきて
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いる。こうした学生の皆さんが、新座に好印象を持ってくれれば、それが家族にも

伝わっていくだろう。そうした面からも学生をターゲットにしたバスツアーはとて

も良い企画だと感じた。埋もれている新座の良いところを見つけ、ツアーを組み、

参加者の皆様に本市の魅力を知ってもらいたい。

先日、立教大学に行った際に、ほとんどの学生は１８時すぎには帰っている状況

であった。バスツアーという１つのきっかけによって、学生の皆様にも新座に愛着

を持ってもらえたら良いだろう。

□ 学生をターゲットにしていて興味深かった。バスツアーの例として市内３大学を

巡るツアーがあったが、各大学のキャンパスのみで市の魅力的な場所は巡らないと

いうことか。

◇ 市内３大学のキャンパス以外にも、しいたけの収穫体験を行い、そのしいたけを

使った料理をするツアーや平林寺でもみじ狩りを行い、もみじの葉を使ったランタ

ン作りをするツアーなども考えられる。

□ 発表の中で挙げていたコーヒーショップはどのように発見したのか。

◇ 市役所でのインターンシップで市内を回った際に見つけた。立教大学が発行して

いるぶらって新座まちあるきＭＡＰにも掲載されている。

また、石神地区にある平野という店の最中もとても美味しかった。店員に話を聞

いたが、他で出店することはせず、ここだけで売りたいということだったため、新

座市を訪れないと食べられない特別感があるものだと思う。

◆ そうした地域の店を学生の皆様の間でもぜひ広めていっていただきたい。

No.３ 立教大学 コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科

２年 隈 明子、３年 小川 響香、小澤 久美子

◇ 観光客に向けた外への発信（レンタサイクル）と市民に向けた内への発信（ホスト

ファミリー制度）の２本の柱を立て、シティプロモーションについて考えた。

１ レンタサイクルによる観光促進について

この夏、岐阜県岐阜市へ行った際、「ギフスタ！」フォトアワードというＳＮＳ

で市内の写真を投稿してもらい、フォトコンテストをするという取組を知った。

市民や観光客目線で魅力的な写真を撮ってもらうことで、市のイメージアップに

つながる取組だと感じた。

そこで、レンタサイクルでのフォトスポット巡りについて提案したい。新座市は
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豊かな自然を魅力の一つとしていることから、バスや車よりも自転車で市内を巡る

ほうが魅力が伝わりやすいのではないかと考えた。また、自転車は乗り降りがしや

すいことから、目的地までの途中の店で買い物をすることが増えるなどの効果もあ

ると考えられる。このように、自転車の利用を促進することにより、観光を活性化

することが出来るのではないか。

埼玉県が設定しているサイクリングコースを実際に回ってみたところ、道幅が狭

いところや坂道が急なところ、閑静な道でサイクリングコースとしては少し物足り

ないと感じる場所があった。これは他市とルートをつなぐため、そうしたルートを

通らざるをえないのだろう。

そこで、市内のサイクリングコースとして、新座駅を出発地として飲食店やふる

さと新座館、平林寺などを巡るコースを提案したい。平林寺は数年前にインターネッ

トの紅葉ランキングで１位になったことがあった。実際に訪れてみるとインスタ映

えスポットになると感じた。

レンタサイクルの導入にむけて市に実施してほしいこととして、ぞうきりんのア

カウントを使った写真の投稿、セブンイレブンとの連携、狭い道や危険な道の整備、

サイクルポートの設置を行ってほしい。セブンイレブンと連携することで、市内に

２５店鋪（平成３０年１０月４日現在）あるセブンイレブンにサイクルポートを設

置することができる。また、立教大学の敷地をサイクルポートとして貸出すること

もできるだろう。

レンタサイクル事業の実施で期待できる効果としては、移動がしやすいこと、自

然を感じることができること、買い物がしやすいこと、写真を撮りやすいこと、無

断駐輪の減少や駐輪場不足の軽減が挙げられる。さらに、サイクリングコースを巡っ

た写真をＳＮＳで投稿することで全国に魅力を発信できると考える。

２ ホストファミリー制度について

新座市が東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会においてブラジル

のホストタウンになることから、市民の力も借りて、市全体でブラジルをサポート

する取組を考えた。先行事例として、２００２年に日韓ワールドカップが行われた

際、カメルーンを誘致した大分県にある中津江村が、持続的な友好関係を築いたこ

とで話題になった。人口１，０００人ほどの小さな村であり、さらにカメルーンが

実際に滞在した期間は短かったにもかかわらず、村人みんなでおもてなしをするな

ど、村民の人情によって、強固な友好関係を結んだ。また、大会後もカメルーンの

選手がサッカー教室を開催するために再来日するなど、持続的な友好関係が続いて

いる。

このように、スポーツ施設や宿泊施設などのハード面の整備はもちろん、地域住

民の関心やおもてなしの心が加わることで利便性と快適性を備えたまちとして全国
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に発信していくことができる。

そこで、市民にブラジル関係者のホストファミリーを募る取組を提案したい。ホ

ストファミリーは以前は条件や許可のハードルが高かったが、２０１８年６月に法

律が改正され、一定の基準を満たす住宅では届出手続を行えば民泊営業が可能と

なった。埼玉県では、全国に先駆けて、すでにホストファミリー募集の取組を開始

しているが、対象は大会出場者の家族や大会関係者のみに限定している。そこで、

新座市では、ブラジルに特化したおもてなしを特徴としてはどうか。

実現にあたって市に実施してほしいこととして、ホストファミリーを募ること、

ブラジル側も手配がしやすいようにＡｉｒｂｎｂなど世界的にも有名なツールを取

り入れること、市民とブラジル人利用者をつなぐことが挙げられる。

また、立教大学ができることとしては、コミュニティ政策学科の学生によるブラ

ジル関係者とのコミュニケーションを学ぶイベントの企画や茶道研究会の学生によ

る睡足軒でのお茶会、観光学部や異文化コミュニケーション学部の学生による外国

語や外国文化を学ぶ機会の提供がある。

市民一体となって精一杯のおもてなしをすることで、市民の団結力を深め、全国

ネットで話題になることにもつながるだろう。

以上のように、レンタサイクルによる観光促進や魅力の発信で市外の方の新座市へ

の興味や関心が生まれ、また、ホストファミリー制度による非日常体験や地域への愛

着や誇りの醸成により地域の活性化が進み、市のイメージアップや知名度アップにつ

ながると考える。

◆ 市内への発信と市外への発信という視点から御提案を頂いた。

レンタサイクル、シェアサイクル事業は、市の様々な魅力を発信する今後の観光施

策の一つとして効果的であり、大変参考になる御提案だった。

レンタサイクルにおける株式会社セブン-イレブン・ジャパンとの連携については、

まちづくりという大きな枠組みでの協定として事業者から提案がきているところだが、

具体的な話には至っていないところである。

既にレンタサイクル事業を行っている富山県富山市では、道路の道幅が広く自転車

が走行しやすく、また自転車ステーションも充実しているようだ。コンビニエンスス

トアと連携することで自転車ステーションのスペースが確保できると思うが、レンタ

サイクル事業の実施には道路の整備やシステムの構築などもあり費用面での問題があ

る。今後の参考とさせていただきたい。

また、御提案のあった実際に自転車で巡っていただいた市内のサイクリングコース

については、自転車に限らず徒歩でも回れるとても良いルートだと感じたので今後の

参考にさせていただきたい。
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ホストファミリーの実施について、東京２０２０オリンピック・パラリンリックの

際、本市はブラジルのホストタウンとして、多くのブラジル選手団の家族や関係者を

迎え入れることとなるが、宿泊施設が足りなくなることは確実である。

ホストファミリーとなって外国人を家に泊めることに抵抗がある人も多いと思うの

で、国際交流協会と連携し、語学や文化の勉強などブラジルに特化した形で進めてい

きたい。

Ａｉｒｂｎｂの利用については、安全性や本市の土壌に合うかどうかなど総合的に

判断する必要があると考えている。

オリンピック・パラリンピックのボランティアを募集しているので、学生の皆さん

にはぜひボランティアを行っていただき、それをきっかけとして交流を深めていただ

きたい。

■ 地図で見て決めるのではなく、実際に自転車でコースを巡ってみたということで、

とてもすばらしいことだと思う。巡ってみて感じたことはあったか。

◇ 信号を渡らないと歩道がない場所や大型車両の往来が激しく危険な場所があった。

■ 御指摘のとおり歩道がない場所があるなど課題はあるが、新座らしさを発見する貴

重な経験になったと思う。

ホストファミリーについては、宿泊施設の不足が課題であるので、民泊の可能性を

探っていく必要がある。民泊においては、外国人は日本の文化に触れたいという思い

があり、畳の部屋などが喜ばれるため、日本の住宅を外国人向けに変える必要はない

だろう。

◇ 民泊について、岩手県釜石市がＡｉｒｂｎｂと連携し、観光や体験型プログラムを

企画するなどの取組を行っている。また、はじめて民泊を行う場合の説明や運営方法

を紹介するセミナーを開催するなどのサポートもあるため、連携することによって安

全性に対する課題も軽減でき、実現性も高くなるのではないか。

◆ 釜石市では来年ラグビーワールドカップが開催される予定であるが、都心部から釜

石市までの交通の便等を考えると、宿泊施設が足らず、民泊の利用が必要となるのだ

ろう。本市においても釜石市の例も今後の参考とさせていただく。

フリートーク概要

◇ にいバスの時間が合わないため利用したことがない。また、にいバスに限らず路線

バスの運行本数を増やしてほしい。
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◆ 御意見として今後の参考とさせていただく。跡見学園女子大学のある中野地区と接

する大和田地区では区画整理によって大型商業施設がオープンしたところである。今

後、利便性が向上すると思うのでぜひ皆さんも訪れてみてほしい。


