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平成３０年度 小・中学生議会 一般質問通告書

平成３０年１０月２０日実施

質 問 者 テーマ

１野火止小学校

湯川 まひな

日吉 舞

新座市の名

前を全国の

人に知って

もらうには

埼玉県のうどん生産量が全国的にも多いということを

知っている県民はそれほど多くはありません。生産量全

国第２位、そば・うどん店数も全国第２位です。そし

て、新座市では、にんじんうどんを名物グルメにしてい

ます。しかし、「新座市の魅力は」と聞かれ、にんじん

うどんと答える人はあまりいません。また、香川県に比

べ全国的にも新座市が「うどんの町」として知られてい

るわけでもありません。そこで、新座市民や全国の人た

ちに「うどん＝新座市」と認知してもらうために、「に

んじんうどん市新座」という PR 動画を作成し、全国で

放送してもらうことを提案します。ネット上だけでな

く、テレビやラジオ、駅中や駅前の大型ビジョン、

サッカースタジアムでも放送します。子どもから大人ま

で、みんなに覚えてもらえるようなキャッチーなメロ

ディーに乗せて紹介し、観た人の記憶に残るようなＰＲ

動画に仕上げようと思います。ＰＲ動画への出演は新座

市民にお願いし、新座市民の方々に改めて「うどん＝新

座市」と再認識してもらいたいです。このほかにも、新

座市のマスコットキャラクターのゾウキリンとのコラ

ボや全国から人が集まることが多いサッカースタジアム

での試食会・販売会の開催、にんじんうどんグランプリ

などのイベントを開催し、早食い大会や大食い大会、ナ

ンバー１レシピ決定戦などを行うことも考えています。

このような取組を通じて、新座市の名前を全国の人に知

ってもらえればと思います。

２野寺小学校

大塚 彩葉

土屋 智輝

お年寄りや

障がいのあ

る方がみん

なと楽しく

暮らすには

私たちの住んでいる地域では、敬老の日にお年寄りに

日頃の感謝の気持ちを伝えようとお手紙を書いていま

す。しかし、周りの友だちに聞いてみると、他の地域で

はそのようなことはあまりしていないようで、「どうし

てしていないのだろう。もっと広まったら良いのにな

あ」と感じました。また、何人かに聞いたところ、障が

いがある方とどう接していいかわからないという意見

や、怖いという意見がありました。でも、障がいがある

方が、少し人と違うだけで差別されるのはおかしいと思

うので、私は障がいがある人と触れ合える機会があると

いいと思います。少しでも障がいがある人と触れ合え

ば、その人の気持ちが分かるかもしれないし、どこかで

障がいがある方と会ったときにどう接すればお互いに気

持ちよく過ごせるか理解し合えると思ったからです。私

の学校でも「たんぽぽ学級」というクラスがあります。
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休み時間に一緒に遊んでいる人がたくさんいて良いと思

いました。そこで、私たちは「お年寄り」や「障がいが

ある方」も大人も子どもも関係なくみんなが楽しめて、

みんながお互いのことを知り合える『お祭り』の開催を

提案します。

この『お祭り』の一番の目的は、たくさん交流してお

互いを知ることです。まずは、みんなが来てくれるよう

な屋台を用意します。その中には、昔の遊びを高齢者の

方に教えてもらえる所を設けます。他にも、今の小・中

学生の中で流行っている遊び（ドンじゃんけんぽんや、

だるまさんが転んだなどの簡単な遊び）ができる所を設

けます。これらは、高齢者の方と自然と話すための

きっかけ作りとして必要だと考えています。次に、「障

がいがある方」のことを更に理解でき、自然と触れ合え

るような体験コーナーを用意します。具体的には、車い

すバスケットや座って行う卓球、的当てボール投げなど

お互いの条件をそろえてできる運動や遊びをします。こ

のように楽しみながら少しでもお互いを知ることができ

ればこの「お祭り」は成功です。何事もまずはお互いを

知ることから始まります。そして、そこから本当の思い

やりが生まれるのです。

「お祭り」以外にも、月に 1回程度高齢者の方ととも

にパトロールをすることで交流できるだけでなく、まち

の安全のためにもなると思いました。そして、お礼に手

紙を書くことでそこからの交流も期待できます。

「普段はどんな生活をしているのか」「どんなことに

困っているのか」「その人たちにとっての当たり前って

何だろう」知らないこと、知りたいことがあふれてきま

した。新座市民全員がこのような興味を持ち、お互いに

関わろうとする気持ちになると新座市は今よりもっと

「高齢者、障がいのある方にとってやさしいまち」にな

ると思います。そのきっかけになる「お祭り」を私たち

は提案します。

３大和田小学校

清水 萌香

鈴木 彩香

たばこを吸

う人も吸わ

ない人も快

適に過ごす

ことができ

るまちにす

るには

私たちは、たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ご

すことができるまちにするために、３つのことを提案し

ます。

一つ目は、路上喫煙禁止を知らせる表示の工夫をする

ことです。現在も「路上喫煙禁止」と書かれた表示を目

にしますが、子どもの目線で、喫煙者に注意を呼びかけ

るようなポスターをつくると良いと思います。そうする

ことで、たばこを吸う人が周りの人のことも考えようと

いう気持ちになると考えました。夏休み前に募集をすれ
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ば、小学生が取り組みやすいと思います。

二つ目は、喫煙場所を知らせるアプリを作り、喫煙者

に利用してもらうことです。喫煙場所がわからないこと

が、路上喫煙につながると考えます。そこで、新座市内

にある喫煙場所をスマートフォンで知らせます。さら

に、ＧＰＳ機能を利用し、喫煙者は喫煙場所でたばこを

吸っていることを登録できるようにし、１回登録するご

とにポイントをもらえるようにします、たくさんたまっ

たポイントは、アトム通貨と交換できるようにしてはど

うでしょう。このようなアプリがあれば、喫煙者は積極

的に喫煙所を利用するのではないかと考えました。

三つ目は、喫煙場所の工夫です。見つけやすく、囲い

のある喫煙所を作るのです。壁には植物などをつけるこ

とでまち並みに合うようにしたり、喫煙所内にベンチを

設置して利用しやすいようにしたりすると良いと思いま

す。先ほど提案したアプリと連携させれば利用者が増え

るのではないでしょうか。

たばこを吸わない人の立場に立った政策はたくさんあ

りますが、吸う人の立場に立った政策を考えることで

ルールを守ってくれるようになると思います。御検討よ

ろしくお願いします。

４西堀小学校

加藤 美央

天川 優妙

新座市の名

前を全国の

人に知って

もらうには

私たちの学校では、６年生になったら、修学旅行で栃

木県の歴史について学びます。しかし、他県の小学生や

地域の人々が新座について学ぶ機会は少ないです。なの

で新座市のことを全国の人にもっと知ってほしいと思い

ました。

以上のような考えをもとに、私たちは「新座市の名前

を全国の人に知ってもらう取組」について２つ提案しま

す。

まず一つ目に、「新座市いいとこマップの作成と配

布」を提案したいです。私たち新座の小学生は自分たち

の歴史について４年生で学びます。この知識をいかして

小学生が作成するのはどうでしょうか。歴史や自然、特

産品など小学生目線で作ります。小学生が作ることで読

む人もより興味を持つのではないでしょうか。また、

マップを読んで興味を持ったことは、その専門の方へ直

接話を聞けるように詳しい情報を載せておくのはどうで

しょうか。

他県の小学生にも新座市について知ってもらうために

提案します。

二つ目は「にんじんうどん大喰い大会」を新座市のお

祭りで開くことを提案します。新座市の特産品ににんじ
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んうどんがあります。そのうどんを使い、お祭りで大喰

い大会を開けば、たくさんの人が遊びに来てもらえるの

ではないかと考えます。大会には家族で参加することが

でき、大いに楽しめると思います。同時に、にんじんう

どんのおいしさも伝えることができます。

以上２点を提案します。

５片山小学校

貫井 希乃花

並木 夕夏

新座市の名

前を全国の

人に知って

もらうには

私たちは、「ごみのないまちをつくるには」「新座市

の名前を全国の人に知ってもらうには」のために、ペッ

トボトルランタンイルミネーションと新座ウォーキング

コースを提案します。

現在、新座市のごみの処理費には、年間１３億円もの

費用が掛かっています。そこで、ペットボトルランタン

でイルミネーションを作るのはどうでしょうか。これ

は、ペットボトルとＬＥＤライトだけで簡単につくるこ

とができます。ペットボトルを活用することでごみのリ

サイクルになり、様々なものを使い、色を付けたりすれ

ば、いろいろな光り方をします。市内の学生で作れば、

自分たちで市を盛り上げたという達成感を持つこともで

きるのではないでしょうか。

また、新座市には妙音沢や平林寺など、名水百選や国

の天然記念物に指定されているにもかかわらずあまり知

られていない場所が多いように感じます。

そこで、先ほど提案させていただいたイルミネーショ

ンを目玉に、ウォーキングコースを組み込んでみるのは

どうでしょうか。コースは、お寺や川、だちょう牧場な

どの自然あふれる場所や、歴史民俗資料館で「学ぶ」、

ぶどう園で「食べる」など、体験ができる場所につくり

ます。さらに、コース中に、ゾウキリンのスタンプラリ

ーや隠れゾウキリンを作ってみたら、大人も子どもも楽

しめるのではないでしょうか。

「住んでみたい・ずっと住み続けたい」と思える市に

するために、是非、御検討お願いします。

６第四小学校

森口 礼菜

脇田 麻椰

新座市の名

前を全国の

人に知って

もらうには

私たちは、新座市の名前を全国の人に知ってもらうた

めに、新座市の魅力を紹介する「町おこし漫画・アニ

メ」を製作することを提案します。

その理由は、新座の魅力を全国の人に伝えるには、子

どもから大人までが楽しめる漫画やアニメが分かりやす

いと思うからです。

映画やドラマなどでも、それを観た人がロケ地を巡礼

する「聖地巡礼」や関連グッズが日本だけでなく外国の

人にも人気があるそうです。例えば、久喜市にある鷲宮

神宮はアニメ「らき☆すた」の影響で、初詣の参拝客が
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約７万人から、約４７万人にまで増加したそうです。こ

のように漫画やアニメの中に、魅力ある新座が描かれて

いれば、知名度が上がると思います。

例えば、ゾウキリンが新座市を舞台に新座の魅力を紹

介する「こちら平林寺前観光案内所」や黒目川を舞台に

ライバルたちとの戦いを通して成長する「ゾウキリン、

河川王になる」、スポーツを通して仲間との絆を描く

「キャプテン・ゾウキリン」、難事件に挑む「名探偵ゾ

ウキリン」など、学園もの、ギャグ、ファンタジー、恋

愛、音楽、料理、アクション等、様々なジャンルが考え

られます。

そこで、第四小の６年生に漫画を募集して描いてもら

いました。その一部がこちらです。これらだけでなく、

新座市と関係が深い「鉄腕アトム」とタイアップすれ

ば、新座市の名前をさらに全国の人に知ってもらう絶好

の機会になると考えます。いかがでしょうか。

７八石小学校

笹江 こはる

森田 淳也

犯罪や交通

事故をなく

すには

私たちは、新座市をより良くするためにどんなことが

必要かを話し合い、意見を出し合いました。そこで多く

出たのは「安全」「環境」についての意見でした。

事前学習資料には、埼玉県の交通事故死者数が全国

ワースト第１位とありました。人身事故の原因には、

「自転車」が関係することも多く、必ずしも車だけのせ

いではないことを知りました。つまり、私たちの安全へ

の意識も深く関わってくるのではないかと考えました。

そこで、私たちは、お母さんたちが自転車に付けてい

る「パトロール」の札に注目しました。お母さんたち

は、買い物などのパトロールではない用事でも、パト

ロールの札を付けています。あの札の文字を見ると、見

守ってもらっているんだという気持ちが湧きます。目に

触れることで心に入ってくる効果だと聞きました。

そこで、小学生の自転車につけられるこのような

シールを配布することを提案します。この絵では、私た

ちのゾウキリンが、「とび出さないゾウ」とかわいらし

い仕草で自転車に乗る人に呼びかけています。ただし、

あまりのかわいさによそ見をしてしまうのは良くありま

せん。小学４年生で受ける自転車教室を行ったときに配

布し、付けたい人は付けるというように配布してみては

どうでしょうか。もし、このシールが広まれば、「小学

生バージョン」「大人バージョン」を用意し、市民の人

が正しく自転車に乗れるようなシールを増やしていくこ

ともできます。是非、御検討ください。
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８東北小学校

戸澤 大翔

内田 萌蘭

新座市の名

前を全国の

人に知って

もらうには

新座市は都心へのアクセスが良い場所です。都心の近

くでありながら、公園が多く自然豊かで住みやすい場所

でもあります。そんな好条件の新座市ですが、全国的に

有名な市というわけではないと考えられます。新座市の

更なる発展のために、新座市の名前を全国へ知ってもら

うために３つの提案をします。

一つ目は、新座市のブランドを強くＰＲすることで

す。新座市はにんじんで有名です。そのブランドをいか

し、高級なにんじんや巨大なにんじんを生産します。そ

して、そのにんじんを使った独自の料理を紹介する。新

座市のにんじんをいかした料理が有名になれば、新座市

も全国に知ってもらえる良い機会になるのではないかと

思います。

二つ目は、新座市独自の建造物を築くことです。「雷

門」「東京タワー」「スカイツリー」のように名前を聞

くだけでその場所が思い浮かぶような新座市の象徴的な

ものがあると観光客の足も自然と新座市へ向かってくる

のではないでしょうか。

三つ目は、ドラマの撮影場所として使ってもらうこと

です。新座市の心安らぐ自然と、綺麗なまち並みをいか

せるドラマが良いと思います。出演者の方が新座市の施

設を使ったり、新座市の食事をしてくれたり

すれば、一気に全国へ新座市の名前を知ってもらうこと

ができると思います。

以上３つの提案から新座市により多くの人が訪れ、に

ぎやかな場所になると良いと思います。

９新座中学校

金子 伊吹

お年寄りや

障がいのあ

る方がみん

なと楽しく

暮らすには

私は、新座市の中学生が全員、高齢者や障がい者サ

ポーターとなる取組を提案します。具体的には授業や市

の開く講座で、介護や福祉の現場で働く人から、授業を

受けたり、当事者の方のお話を伺ったり、実習を受けた

りして、基本的な知識や対応を学ぶ機会をつくることで

す。

少子高齢化が進み、日本の高齢化率は２７．３％で

す。市内でも高齢者施設は増え、送迎車もよく見ます。

迷い人の放送もよく耳にします。しかし、迷い人を見か

けた時、障がいのある人が困っている時どうしたらよい

のか、私は不安になります。接し方が分からないので

す。発達障がいのニュースも耳にしますが、発達障がい

とは何か、どう接すればよいか全く分かりません。私の

ように、困っている人の助けになりたいけれど具体的に

どうすべきか分からないという人は多いのではないでし

ょうか。よかれと思って逆に相手を怒らせ、最悪の場合
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危険にさらしてはと、結局何もできないことが多いよう

です。だからこそ、基本的なことでよいのです。中学生

のうちに学んでおくということは、新座の高齢者や障が

い者の方をまち全体で支える大きな力となり、サポー

ターは増え続けます。

そして、中学生サポーターは災害時にも力になるはず

です。私たち中学生にも役立てることがあります。高齢

者や障がい者の方への対応を知っているのといないので

は大きく違います。

新座の未来を考えた時、中学生が全員サポーターだと

したら力強いと思いませんか。

10第二中学校

神成 智花

災害に強い

まちをつく

るには

日本は、地震大国と言われています。６月に起きた大

阪北部地震では、尊い命が失われました。そのうちの

一人は小学生で、登校中にブロック塀が倒壊し、亡く

なってしまっています。現在、首都直下巨大地震などが

予測されていますが、それらはマグニチュード７クラス

の地震で３０年以内に７０パーセントの確率で起こると

言われています。そんな地震が起きたら、東京の隣りで

ある新座市でも大きな被害を受けると思います。ですか

ら、私たち、中学生でも何か出来ないかと思い提案させ

ていただきます。

まず一つ目は、地域の方々と中学生で防災教室を開催

するという提案です。災害時にとるべき望ましい行動を

実践したり、役立つ防災知識を学ぶ場にしてもらいたい

です。災害時では、意外なものが役立つと聞いたことが

あります。例えば、ごみ袋はポンチョになったり、簡易

トイレを作成するのに役立つと聞きました。食器に

ラップをかけて使うと貴重な水の節約にもなります。こ

のような知識をひとりでも多く持っていれば、災害時に

人々の不安を少しでも和らげることができるかもしれま

せん。このような知識を実践しながら学ぶことのできる

防災教室を開催すれば、市民の防災意識を高めるだけで

はなく地域とのつながりも深められると思います。

また、新座市では、防災ハンドブックが発行されてい

ますが、発行しただけでは知らない人も多くいると思う

ので、各家庭に一冊ずつ配ってほしいです。

大地震では何が起こるか分かりません。少しでも尊い

命を守れるように御検討よろしくお願いします。

11第三中学校

山口 茉穂

犯罪や交通

事故をなく

すには

私は、犯罪や交通事故をなくすにはどうしたらよいか

について考えました。

新座市は、年間事故件数が３，０００件を超えていま

す。この原因として、私のように新座市内の事故状況や
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犯罪状況を知らない人が多いからであると考えます。事

故を防ぐにはまず、私はどこが危険であるかを一人ひと

りが知る必要があると思います。

そこで、私は、毎月発行されている新座市の広報に、

その月にあった犯罪や交通事故などの内容や場所を掲載

することを提案します。この広報は、新座市で行ってい

るイベントや知らせたいことが載っています。広報を読

む人は新座市に興味を持っている人だと思います。だか

ら、どこで、どういう犯罪や事故があったのかなどの内

容を掲載することで、より私たちはそこの場所が危ない

という警戒の意識を持つことができると思います。さら

に、地域全体が耳を傾ける防災新座の放送での呼びかけ

を強化することも必要だと思います。

私は、この過ごしやすい新座市から少しでも犯罪や交

通事故がなくなってほしいです。そのためにも、広報や

防災放送で犯罪や事故などの周知を徹底し、自分たちの

まちについて知ることが大切だと思います。

より新座市を安全なまちにするためにも、以上のこと

を市長に提案します。

12第四中学校

小林 咲子

新座市の名

前を全国の

人に知って

もらうには

最近、日本に住む外国人が増えていると聞きます。私

も身近なコンビニエンスストアやファストフード店でよ

く見かけます。新座市には外国人のみが生活するア

パートがあります。出身国も、年齢も様々な方がいるそ

うです。

私は地域の外国の方たちに新座で行われるお祭りに参

加してもらうことを提案します。例えば第四中学区にあ

る氷川神社の夏まつりで和太鼓などを使って演奏するお

囃子が披露されます。そこで日本の伝統文化であるお囃

子を外国人に体験してもうらうことで日本への関心がさ

らに深まるとともに、地域の人と交流ができる場になる

と考えます。また、お囃子をやっているのは小学生、中

学生がほとんどです。小学生は外国人とコミュニケー

ションをとる機会はなかなかないと思うので、貴重で良

い経験になるのではないでしょうか。また、中学生はそ

の方たちから海外の文化やものの考え方を学ぶことで進

路を考えるきっかけの一つにもなるのではないでしょう

か。つまり、外国人が地元や日本に興味を持つ機会にな

るだけでなく、日本人も今よりももっと外国に目を向け

られるようになると思います。

以上のことから、祭りなどの市の取組の中に外国の方

が参加しやすくなるような企画を市でも考えていただけ

ないでしょうか。さらに、そのような活動を盛り上げる
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ために、私はＳＮＳを利用したら良いと考えました。参

加している様子を載せることで話題になれば「外国人と

の交流が深い市」として新座市が有名になるかもしれま

せん。

13第五中学校

武政 茉吏心

犯罪や交通

事故をなく

すには

まず最初に私の体験談をお話しします。私がまだ小学

生だった時に事故に遭いそうになったことがありまし

た。ガードレールの内側で自転車が２列で走行してきま

した。けっこうな速度だったと思います。かろうじて避

けましたが、避けた後転んで変な手の突き方をしてしま

い手首をねんざしてしまいました。今回、小・中学生議

会に参加できると聞き、一番に頭に浮かんだことがこの

事故でした。

資料によると、この小さな新座市だけでも３，０００

件近い事故が起きています。人身事故だけで４９０件、

命を落としてしまった方も３人、負傷してしまった方も

５４７人います。

人身事故の主な原因は、「自転車」、「交差点」、

「高齢者の方々」に関するものという指摘がありまし

た。

私の例を出すまでもなく、やはり自転車は危険性が高

いと思われます。また、埼玉県は都道府県別交通事故死

者数では、なんとワースト１位になってしまっていまし

た。これは大変な事態だと思います。

私はよくひばりヶ丘に行くのですが、ひばりヶ丘駅に

通じる歩道の中に自転車も安心して走行ができるよう

に、自転車専用の道がありました。最近では、自転車が

歩道を走行することは禁止されたと聞いていますが、こ

の自転車専用の道があれば少なからず自転車の人身事故

は減っていくと思います。

新座市内では、現在、自転車専用道はどのくらいある

のでしょうか。また、今後計画されているのでしょう

か。新座市は道幅が広いところも多いので、つくりやす

いと思われます。是非、検討をお願いします。

14第六中学校

西山 加奈子

たばこを吸

う人も吸わ

ない人も快

適に過ごす

ことができ

るまちにす

るには

近年、喫煙所があまりない地域や、人の多く集まる場

所での路上喫煙を良く見かけます。新座市では、路上喫

煙禁止地区の指定や禁煙週間を呼びかけるポスターの掲

示を行っていますが、ほとんど知られていないように感

じます。

東京都では、今年の６月に従業員を雇っている飲食店

では原則屋内禁煙となる「受動喫煙防止条例」が成立し

ました。

また、現在、第六中学校でたばこを吸っている先生を
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調べたところ、４４人中６人でした。その中で、以前た

ばこを吸っていて禁煙した先生と、現在たばこを吸って

る先生にインタビューすると、禁煙をしようと思った

きっかけの中に、「たばこを吸える場所が限られてきた

」、また、禁煙を考えた理由に「吸わないですむなら吸

いたくないから」というものがありました。

このことから、私は路上喫煙防止だけでなく、禁煙に

もっと興味を持ってもらうための活動を増やし、その活

動を知ってもらいたいと考えました。

そこで、禁煙週間について、ポスターの掲示以外にも

、チラシを配る、広報にいざに情報を載せるなど、広く

知ってもらえるような活動を増やすのはどうでしょうか。

さらに、市民まつりなどでもブースをつくり、禁煙の

呼びかけや水蒸気たばこを体験できる場をつくることで

、興味を持ってくれると考えました。

そうすることで、「吸わないですむなら吸いたくない

」と思っている方には特に、禁煙に興味をもってもらえ

ます。より良いまちづくりのために、以上を提案します。


