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平成３０年度新座市小・中学生議会
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◎開会及び開議の宣告

（午前９時００分）

〇議長（山口茉穂議員） おはようございます。ただいまの出席議員は２２名で

す。

本日招集されました平成３０年度新座市小・中学生議会を開会し、直ちに本

日の会議を開きます。

本日、前半の議長を務めさせていただきます第三中学校、山口茉穂です。よ

ろしくお願いします。

◎会期の決定

〇議長（山口茉穂議員） 日程第１、会期の決定を議題とします。

平成３０年度新座市小・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（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 続きまして、市長からの挨拶のため、発言の申し出が

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。ただいま御紹介いただきまし

た新座市長の並木傑と申します。

本日は、平成３０年度新座市小・中学生議会を開催することになりました。

例年開催しておりましたが、御承知のとおり、新庁舎が今年の１月４日に開庁

させていただきました関係で、昨年は開かれませんでした。この新庁舎になって、

皆様が初めての小・中学生議員です。どうか今日は頑張っていただきたいと思

います。

また、今、旧庁舎を解体しておりまして、いろいろと地域の皆様には御不便

をお掛けしております。なかなか珍しく、８階建ての旧庁舎をかくようにして
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解体をしております。周りの環境に配慮する中での解体工事になっております。

５階から大変よく見えますので、御覧になっていただきたいと思いますし、ま

たその先の平林寺の自然を含めまして、晴れている日には遠くに秩父連山など、

素晴らしい風景を見ていただければと思います。

開催に当たりましては、各小・中学校の校長先生を初め、御指導いただきま

した先生方、また今日は大勢の保護者の皆様にも御列席いただいております。

御協力を頂いたことに深く厚く感謝を申し上げる次第です。

本日は、普段行われております新座市議会と同じような進め方をさせていた

だきまして、野火止小学校の湯川まひな議員と第三中学校の山口茉穂議員に議

長をお願いしております。よろしくお願いします。小・中学生議員の皆様には、

限られた時間ではありますけれども、本当の議員になったつもりで市長、そし

て市の幹部の職員に皆様の考えていることをしっかりぶつけていただきたいと

思います。私たちも真摯に受けとめまして、しっかりと答弁をさせていただき

たいと思います。

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、

こうしたら更に良いのではないかというような御提案がありましたら、１回に

限りまして再質問することができますので、御遠慮なく再質問していただきた

いと思います。「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」、

これは私の公約です。新座市では、この公約実現に向けてまちづくりを進めて

おります。皆様も未来の新座市を担う市民の一人ですので、ぜひまちづくりに

積極的に参加していただきたいと思います。皆さんのフレッシュな視点からの

御提案を期待して、開会の挨拶とさせていただきます。

本日１日どうぞよろしくお願いします。

◎市職員紹介

〇議長（山口茉穂議員） ここで、本日出席されている執行部の皆さんの紹介を

永尾総合政策部長からお願いします。

総合政策部長。

〇総合政策部長（永尾郁夫） それでは、本日、市の出席者の紹介をさせていた

だきます。

まず初めに、ただいま御挨拶をいたしました市政全般の最高責任者になりま

す並木傑新座市長です。
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〇市長（並木傑） 並木です。よろしくお願いします。

〇総合政策部長（永尾郁夫） 次に、市長の補佐役、それから市長の代理を務め

ることもあります副市長の山﨑糧平です。

〇副市長（山﨑糧平） よろしくお願いします。

〇総合政策部長（永尾郁夫） 続きまして、小・中学生の皆さんには直接関係の

深い市の教育行政の責任者になります教育長の金子廣志です。

〇教育長（金子廣志） よろしくお願いします。

〇総合政策部長（永尾郁夫） 続きまして、配布させていただいております議席

表を参考にしていただきたいと思います。市役所の仕事は、たくさんあります

が、各分野での責任者になります。各部長、局長、会計管理者になります。よ

ろしくお願いします。

それから最後に、本日、小・中学生議会のお手伝いをさせていただいており

ます秘書広聴課、それから教育委員会の教育支援課の職員です。

出席者の紹介は以上です。

◎一般質問

〇議長（山口茉穂議員） 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、１校当たり４分程度でお願いします。

◎野火止小学校 湯川まひな議員、日吉舞議員

〇議長（山口茉穂議員） それでは、野火止小学校１番湯川まひな議員、２番日

吉舞議員の一般質問を許可します。

１番湯川まひな議員、２番日吉舞議員。

〔１番（湯川まひな議員）、２番（日吉舞議員）登壇〕

〇２番（日吉舞議員） 野火止小学校の日吉舞です。

〇１番（湯川まひな議員） 湯川まひなです。

〇２番（日吉舞議員） これから一般質問を行います。

〇１番（湯川まひな議員） 私たちが住んでいる埼玉県には、全国第２位の生産

量を誇る食品があることを皆さん知っていますか。それはうどんです。また、

うどんのお店の数も全国第２位です。そして新座市では、にんじんうどんを名
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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新座市がうどんのまちと知られているわ

けでもありません。

〇２番（日吉舞議員） そこで、新座市民や全国の人たちにうどんイコール新座

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、駅ナカや駅前の大型ビジョン、サッカースタジアムでも放送するのはどう

でしょうか。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、見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

てうどんイコール新座市と再認識してもらおうではありませんか。

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、販売会及びにん

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

ンバーワン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いましょう。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（山口茉穂議員） 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、野火止小学校の湯川まひな議員、それから日吉舞

議員からの御質問にお答えを申し上げます。

新座市は、うどんが主食というか、食べることが昔からならわしになってお

ります。そういう意味でうどんイコール新座市をＰＲしたらどうかというよう

な御質問だと思います。新座市では、昔からお祝い事などで人が集まるときに、

手打ちうどんをつくりまして、おもてなしをするというのが習慣であります。

そして、この食文化と新座市の代表的な農産物、いろいろありますけれども、

新座市は畑を中心とする露地野菜が有名です。田んぼは全然ありません。ゼロ

です。にんじんやゴボウ、サツマイモ、ジャガイモ等は新座市ではたくさんと

れます。

その中でもにんじんが大変おいしいということで、にんじんとのコラボ

レーションによってできましたにんじんうどん、これは平成１４年に市内の農
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家の皆さんと製麺会社が協力して開発をされました。平成１４年ですからもう

１６年になります。うどんのまちとして認知してもらうために、「にんじんうど

ん市新座」というＰＲ動画を作成してはどうかというお話だと思います。

新座市では、これまでも野火止用水や妙音沢などの観光資源を紹介する動画

を作成してきました。これは埼玉県の公式観光ホームページで「ちょこたび埼

玉」という５分ぐらいの動画があり、新座市の観光の名所をＰＲするような編

集になっております。新座市産業観光協会のホームページからぜひ一度見てい

ただきたいと思います。これにはにんじんうどんのＰＲはしておりませんけれ

ども、平林寺ですとか野火止用水とか妙音沢の話が出ております。

御提案いただきました件ですけれども、市民の皆様と協力して動画を作成し

て、様々な媒体や施設で公開することで市内外に新座市の魅力を発信できると

思います。御協力いただける方の確保や、また参加方法の検討、またテレビ、

ラジオ、駅、大型施設での放送に必要な手続、更には予算も必要となることか

ら、調査研究する時間を頂きたいと思います。

よく戸田市なんかは、戸田市は子育てしやすいまちですよ、待機児童ゼロに

していますから保育士さんも集まってくださいというような動画を新宿のアル

タの大画面で、期間を決めましてＰＲ動画を出しているようなこともありまし

たけれども、新座市もそのような形をできないかどうか研究をさせていただき

たいと思います。

毎年開催している新座快適みらい都市市民まつり、この新座快適みらい都市

というのが、今私が掲げている「住んでみたい、ずっと住み続けたいまち」の

キャッチコピーの一つになっております。その中で各イベントの出展に、この

にんじんうどんを出しております。また、学校給食においても献立に取り入れ

られております。

また平成２７年からは、新座らしさを伝える食べ物やお酒などの食文化の商

品１０品目を新座ブランド認定品というかたちで１０品認定をしております。

その中ににんじんうどんがありまして、新座駅の近くにあるふるさと新座館と

いう公共施設のとれたて畑という農産物直売所でも販売しております。また、

市役所の第二庁舎の１階にコンビニエンスストアがありますが、そこでもにん

じんうどんは販売をしております。そういう意味で積極的に出品して、市内外

のお客様に親しまれていくように努力しているところです。

今回、湯川議員、日吉議員からイベントに係る様々なアイデアを御提案いた

だきました。今後、新たな視点から新座市のＰＲにつながるイベントを考えて
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いく中で検討していきたいと思います。いずれにいたしましても新座市では、

今後も新座市をうどんのまちとして認定してもらうように取り組みまして、本

市の知名度向上に努力していきたいと思います。両議員におかれましてもＰＲ

に是非御協力を頂きたいと思います。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。

〇議長（山口茉穂議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。

２番日吉舞議員。

〇２番（日吉舞議員） 再質問いたします。

そのＰＲ動画に、野火止用水や平林寺のところに新座市出身の芸能人ととも

に撮るのはどうですか。

〇議長（山口茉穂議員） 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） そうですよね。新座市出身の方で、多くの芸能人の方がいらっ

しゃいます。新座市の観光親善大使という制度がありまして、例えばオリンピ

ックに出て銀メダル、銅メダルをとりました三宅宏実選手は、新座市の観光大

使になってくださっております。ですから、例えばそういう方にＰＲ動画に出

演してもらって、何か訴えてもらうということも可能かなというふうに思いま

す。

また、最近大変有名な芸能人の方もいらっしゃいますけれども、なかなかプ

ロダクションの了解を得るのは難しいということもありますので、関係の会社

あるいは団体と協議しながら、また既に観光親善大使になっている方もいます

ので、そういう方とＰＲ動画というのは今後考えられる一つのことだと思いま

すので、研究をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（山口茉穂議員） 以上で野火止小学校１番湯川まひな議員、２番日吉舞

議員の一般質問を終わります。

◎野寺小学校 大塚彩葉議員、土屋智輝議員

〇議長（山口茉穂議員） 続いて、野寺小学校３番大塚彩葉議員、４番土屋智輝

議員の一般質問を許可します。

３番大塚彩葉議員、４番土屋智輝議員。

〔３番（大塚彩葉議員）、４番（土屋智輝議員）登壇〕

〇３番（大塚彩葉議員） 野寺小学校の大塚彩葉です。

〇４番（土屋智輝議員） 土屋智輝です。
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〇３番（大塚彩葉議員） これから一般質問を行います。

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

込めて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、そのよ

うなことをしていないようで、どうしてしていないのだろう、もっと広まった

ら良いのになと感じました。また、野寺小６年生に聞いたところ、障がいのあ

る方とお年寄りの方の生活が難しそうという意見や、何だか少し怖いという意

見がありました。

しかし、障がいのある方は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、私は障がいのある方ともっと身近に触れ合える機会があると良いと思

いました。少しでも障がいのある方と触れ合えれば、その人の気持ちがわかる

かもしれないし、どこかで障がいの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。

私の学校には、「たんぽぽ学級」というクラスがあります。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、私たちは障がいのあ

る方やお年寄りの方、大人も子どももみんなが楽しめて、みんながお互いのこ

とを知れるお祭りの開催を提案します。

〇４番（土屋智輝議員） 一緒にお祭りをすることについてアンケートをとりま

した。反対派の意見では、準備などが大変そうなどの意見がありました。賛成

派の意見では、交流を深めてみんなが楽しめるなどの意見がありました。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ところを設けます。ほかにも今の小・中学校ではやってい

る遊び、トランプやＵＮＯなどの簡単な遊びができるところを設けます。これ

は高齢者の方と自然と話すためのきっかけづくりとして必要だと考えています。

次に、障がいの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。具体的には車椅子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ものを用意します。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、

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。
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〇３番（大塚彩葉議員） ふだん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した。そのきっかけとなるお祭りを

私たちは提案します。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（山口茉穂議員） 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、野寺小学校、大塚彩葉議員、土屋智輝議員からの

御質問にお答えを申し上げます。

新座市では、障がいのある人もない人も、高齢者も、大人も子どもも、男性

も女性もともに親しみ、触れ合いと交流の輪を広げることを目的としまして、

新座市の栄というところで、総合技術高校とか栄小学校の近くにありますけれ

ども、福祉の里というのがあるのですが、そこで福祉フェスティバルというも

のを毎年６月に開催をさせていただいております。社会福祉協議会が中心とな

って開催をしております。

このお祭りは行ったことがあるかどうかわかりませんが、障がいのある方、

あるいは障がい者団体の人たちが屋台を開いたり、舞台でコンサートを行った

りしていただく、そんな場を設けております。また、様々な障がいのある方々

が、この場を通じて自ら楽しみ、いろいろと表現をしていただいて、来場され

た大人や子どもたちと一緒に会場を盛り上げております。

また、毎年１０月ですけれども、市内の障がい者団体が多数参加する競技大

会、新座ふれあいピック、これは新座市の総合体育館で開催をされています。

先週の日曜日に開催されました。大変盛り上がっておりましたけれども、この

大会では多くの障がい者の皆様が参加しまして、的当てボール投げ、ボッチャ

や玉入れ、リレーなどの競技を行って、障がい者と障がいのない方もボラン

ティアとして参加したりして、ともに運動会を盛り上げて楽しんだイベントの

一つであります。

また、新座市には小学校や保育園に併設された高齢者いきいき広場という施

設が市内に５か所あります。特に高齢者の方が気楽に立ち寄ってお茶を飲んだ

り、パソコンや体操を通じて、まずは高齢者同士のコミュニケーションの場と
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なっております。

高齢者いきいき広場では、併設された小学校や保育園と連携して定期的に高

齢者と子どもたちの交流が図られております。中でも西堀小学校の中にありま

す西堀高齢者いきいき広場では、毎年小学校の体育館を借りて昔遊びお楽しみ

会というものを開催しております。このお楽しみ会で、お手玉や羽根つき、あ

るいはメンコやこまなどたくさんの昔の遊びを通して、いきいき広場の利用者、

高齢者の方と子どもたちの交流の場を図っているということであります。毎年

大勢の方にお越しいただいております。今年も来月の１７日に開催する予定と

なっております。両議員ともにお近くですので、是非遊びに行っていただけれ

ばと思います。

では西堀だけかということなのですけれども、いろんな機会を捉えて、地域

でこのようなお祭りを広めていけば盛り上がる、楽しいというか、交流が深ま

るかなというふうに思っております。

パトロールの活動についての御質問を頂きました。新座市では市民の皆様が

安全に安心して暮らせるまちづくりのために、現在、町内会を中心に９２の自

主防犯パトロール団体の皆様に、皆様の登下校時の見守りや夜の防犯パト

ロールに御協力していただいております。町内会には多くの地域の高齢者の

方々が加入されております。町内会の皆様の活動に参加していただくことで、

地域の高齢者、地域の方々との交流を深めていくことができるものと考えてお

ります。

ただし、児童の皆さんが同行することは昼間に限っていただいて、夜間は危

険ですので、おやめになっていただきたいと思います。パトロール以外の町内

会活動に参加して、また皆さんが交流を深めていただいて、また見守りをして

くださっている高齢者の方々と顔見知りになるということも大きなことだと、

重要なことだというふうに思っております。こういうような御提案、大変貴重

な御提案ですので、市の施策にも取り入れさせていただきたいと思います。あ

りがとうございました。

〇議長（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で野寺小学校３番大塚彩葉議員、４番土屋智輝議

員の一般質問を終わります。

◎大和田小学校 清水萌香議員、鈴木彩香議員
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〇議長（山口茉穂議員） 続いて、大和田小学校５番清水萌香議員、６番鈴木彩

香議員の一般質問を許可します。

５番清水萌香議員、６番鈴木彩香議員。

〔５番（清水萌香議員）、６番（鈴木彩香議員）登壇〕

〇５番（清水萌香議員） 大和田小学校の清水萌香と。

〇６番（鈴木彩香議員） 鈴木彩香です。

〇５番（清水萌香議員） これから一般質問を行います。

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。１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ば、小学生が取り組

みやすいと思います。

〇６番（鈴木彩香議員） ２つ目は、喫煙場所を知らせるアプリをつくり、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使用するので

はないかと考えます。

３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つくる

のです。壁には植物などを取りつけることで町並みに合うようにしたり、喫煙

所内にベンチを設置して喫煙者が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。

〇５番（清水萌香議員） 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。

〇５番（清水萌香議員）・６番（鈴木彩香議員） 御検討よろしくお願いします。

〇６番（鈴木彩香議員） 以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（山口茉穂議員） 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、大和田小学校の清水萌香議員、鈴木彩香議員から

の御質問にお答えを申し上げます。

まず初めに、路上喫煙禁止を知らせる工夫です。小学生の皆さんにポスター

作品の募集をしてはどうかという御質問です。大変良い質問だと思います。児

童生徒の皆さんによる手づくりの作品で、喫煙マナーを訴えていくことは新し

い試みでもありまして、通行する人の目にもとまると思います。市では路上喫

煙のほか、煙を吸われてしまう受動喫煙やポイ捨ての問題などでも市民の皆様

から多くの通報が寄せられております。今後どのような方法で実施できるか、

このポスター作品の件は研究をさせていただきたいと思います。

次に、喫煙場所を知らせるアプリの作成について、喫煙場所がわからないこ

とが路上喫煙につながるとの御指摘は、全くそのとおりだと思います。また、

路上喫煙の禁止を訴えるだけでなく、喫煙場所を知らせることは吸う人の立場

に立った政策と考えます。

しかし、現在、新座市では、この新座市役所など喫煙所が設置されている施

設はありますけれども、路上を歩いている方が立ち寄られるような喫煙場所は

ありません。路上喫煙を防止するための喫煙場所の設置は、これからの課題だ

と考えております。まずは喫煙場所を設置して、その後、その周知をしていけ

ればというふうに考えておりますので、少しお時間を頂きたいと思います。

ただいま東京都千代田区は、この喫煙場所を路上の片隅あるいは公園等に設

置をしております。また、罰則規定も大変厳しくて、過料の措置もされている

ということですので、今後、参考にさせていただきたいと思います。

最後に、喫煙場所を工夫してみてはどうかという御提案を頂きました。喫煙

場所を設置するときには、国では東京２０２０オリンピック・パラリンピック

競技大会の開催に向けまして、海外ではいち早く取り組んでいるたばこの受動

喫煙の問題に一生懸命取り組んでおります。新座市では、東京２０２０オリン

ピック・パラリンピック競技大会において、射撃の競技会場になっております。

また、同時にブラジル連邦共和国のホストタウンにもなっているということ

で、多くの外国人が新座に訪れることが見込まれているわけです。今後、この

受動喫煙の防止も含めまして、喫煙所ができたら、吸う立場の方、そしてまた、

それを通行する方が、例えば緑で覆っているとかいろんな工夫をして、喫煙場

所とはわからないような形でやるということも大変重要なことだというふうに
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思います。

ただ、喫煙場所が、まだ新座市役所の中１か所ですので、今後、路上ですと

か公園とかそういうところで、もしつくることになりましたら、そういうこと

も配慮してつくっていきたいというふうに思います。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（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で大和田小学校５番清水萌香議員、６番鈴木彩香

議員の一般質問を終わります。

◎西堀小学校 加藤美央議員、天川優妙議員

〇議長（山口茉穂議員） 続いて、西堀小学校７番加藤美央議員、８番天川優妙

議員の一般質問を許可します。

７番加藤美央議員、８番天川優妙議員。

〔７番（加藤美央議員）、８番（天川優妙議員）登壇〕

〇７番（加藤美央議員） 西堀小学校、加藤美央です。

〇８番（天川優妙議員） 天川優妙です。

〇７番（加藤美央議員） これから一般質問を行います。

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もっと全国の人に知ってほしいと思いました。

以上のような考えを下に、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。

〇８番（天川優妙議員） １つ目は、「新座市良いとこマップ」の作成と配布を提

案します。新座の小学生は、市の歴史について４年生で学びます。この知識を

いかし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

目線でつくります。小学生がつく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。

〇７番（加藤美央議員） ２つ目は、にんじんうどん大食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んうどんがあります。そ

のうどんを使い、お祭りで大食い大会を開けば、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
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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。

〇議長（山口茉穂議員） 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、西堀小学校、加藤美央議員、天川優妙議員からの

御質問にお答えを申し上げます。

今、御質問の中で新座市の名前がなかなか全国に及んでいないというような

お話を頂きました。そうなのです。ですから、関西のほうに行きますと、新座

市は群馬県ですかとか、栃木県ですかと言われるぐらい、埼玉県の中の新座市

ということは、なかなか全国的には名前が浸透していないというふうに思いま

す。

例えば、今おっしゃったように栃木県の日光なんか修学旅行に行くわけで、

日光と言ったら日本人だったらほとんど皆さんわかると思います。日本人のみ

ならず、日光は世界の人たちからも名前を知られているところだと思いますけ

れども、新座市の名前をいかに全国に広めるかというような取組を今新座市で

行っております。総合政策部の中のシティプロモーション課を中心に、新座市

のイメージですとか新座市の名前を広めていくような取組も今後積極的に取り

組んでいきたいと思っております。

そんな中で御質問いただきました。初めに、「新座市良いとこマップ」の作成

と配布ですけれども、新座市では実は「“すぐそこ新座”観光ガイドマップ」と

いうものがあります。これは新座市の自然やイベント、名物や歴史などを記載

しておりまして、市の様々な情報が載っているこのガイドマップは好評いただ

いております。他県及び他市の方々の中には、このガイドマップを御覧になっ

て、新座市を訪れるという方も多くいらっしゃいます。

このガイドマップを更により良いものにしていくために、御提案いただいた

小学生の皆さんが作成するマップは、子どもの皆さんの目線でつくられるわけ

なので、大変興味深いものだというふうに感心しております。皆様が新座市の

魅力を知り内外に発信することで、より愛着を増すことだというふうに思って

おります。参考にさせていただきたいと思います。

次に、にんじんうどん大食い大会を新座のお祭りで開くのはどうかという御

質問を頂きました。にんじんうどんは、新座ブランド認定品になっております。
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イベントやお店で販売を行っております。市内だけでなく、市外にもにんじん

うどんをＰＲできる機会は増えております。加藤議員、天川議員の御提案のと

おり、にんじんうどんのおいしさをより多くの方に知っていただく機会は、こ

れからも増やしていきたいと考えております。

そういう意味で、大食い大会、おもしろい企画かなというふうに思います。

よく岩手県の盛岡市なんかは、わんこそばの早食い、大食いをしている大会、

これはもう伝統というか歴史がある大会ですけれども、うどんを大食いでどれ

だけ食べられるか、やってみないとわかりませんけれども、おもしろい取組か

なというふうに思いました。

また、新座市では、新座市の魅力をより多く知っていただくために様々なイ

ベントを開催しております。例えば大江戸新座まつりですとか、先週行われま

した産業フェスティバル、商工会の皆様が中心となっているお祭りです。１０

万人弱の方がお見えになったということであります。

また、新座市は市役所のお隣に臨済宗妙心寺派の平林寺というお寺があり、

このお寺のお祭り、半僧坊例大祭というのが毎年４月１７日、日にち指定であ

りますけれども、こういうお祭りも行っております。昔は小・中学校を午前中

に切り上げまして、午後から皆さんが参加できるようなそんな時期もありまし

た。今は特段対応はしておりませんけれども、こんなお祭りも大変新座では有

名なお祭りです。新座市の産業観光協会では、新座市の名所あるいは旧跡めぐ

りの体験や菜の花摘みなどの体験なども子どもから大人まで参加できるイベン

トも行っております。今後、新たな発想や独自性の高いイベントによって、市

のＰＲを考える際に、御提案いただきましたアイデアもしっかり取り組ませて

いただきまして、今後、シティプロモーション推進のため、新座市を更にＰＲ

できる機会を増やしていきたいと考えております。大変貴重な御提案ありがと

うございました。

〇議長（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で西堀小学校７番加藤美央議員、８番天川優妙議

員の一般質問を終わります。

◎片山小学校 貫井希乃花議員、並木夕夏議員

〇議長（山口茉穂議員） 続いて、片山小学校９番貫井希乃花議員、１０番並木

夕夏議員の一般質問を許可します。
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９番貫井希乃花議員、１０番並木夕夏議員。

〔９番（貫井希乃花議員）、１０番（並木夕夏議員）登壇〕

〇９番（貫井希乃花議員） 片山小学校の貫井希乃花です。

〇１０番（並木夕夏議員） 並木夕夏です。

〇９番（貫井希乃花議員） これから一般質問を行います。

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

をつく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。

市内の学生でつくれば、自分たちが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。

〇１０番（並木夕夏議員） 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余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」などの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つくってみたら、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、是非御検討をお願いします。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（山口茉穂議員） 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、片山小学校、貫井希乃花議員、並木夕夏議員の御

質問にお答えを申し上げます。

初めに、新座市のごみの処理費につきましては、御指摘のとおり収集運搬費

などに多額の費用が掛かっております。１３億円というお話も頂きました。し

かしながら、ペットボトルは中を水洗いして、分別して排出することで再資源

化されております。再資源化されたペットボトルを初め、卵パックなどのプラ
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スチック製品や作業着などの衣類に生まれ変わります。

新座市のごみは、新座市と志木市と富士見市、３市で処理を行っております。

新座のごみは、新座の大和田三丁目に新座環境センターというのがありまして、

２つの煙突が立っています。２つの炉がありまして、そこで燃やしております。

また、富士見市、今度はららぽーとというのができましたけれども、ららぽーと

の先に富士見環境センターというのがありまして、そこでごみを燃やしており

ます。そして、再資源のプラスチックの分別、そして処理につきましては、富

士見環境センターのほうで主に行っております。３市で共同でごみは処理して

いるということをお伝えしたいと思います。

再資源化されたペットボトルランタンでイルミネーションをつくるという御

質問、御提案を頂きました。現在、市民団体によってペットボトルランタンを

活用した野火止用水を飾るイルミネーションイベントが年１回開催をされてお

ります。このイベントでは、多くのボランティア団体や企業、学生の皆さんな

どと連携して開催をされまして、世代を問わず楽しめるイベントとして人気で

す。ちょうど新座市もホタルを飼育しておりまして、蛍の夕べという蛍観賞会

を６月の末頃に開催しておりますが、そのときに同時開催をしております。御

覧になっていただければ大変きれいです。

今、実践していただきましたけれども、そのようなペットボトルがざっと野

火止用水沿いに並んでおりまして、そこを散策するのと併せて、野火止小学校

の皆さんや幼稚園・保育園の子どもたちが作製した絵画などの作品をペットボ

トルランタンと一緒に展示をしているということで、大変きれいなイベントで

す。是非御覧になっていただきたいと思います。このペットボトルは、混ぜれ

ばごみ、分ければ資源となりますので、両議員を初め児童生徒の皆様にも正し

く分別していただきまして、ごみのないまちづくりを推進できるよう御協力を

頂ければと思います。

自然と触れ合って体験できるウォーキングコースのイベントはどうかという

御質問を頂きました。現在、新座市産業観光協会主催の名所旧跡めぐり体験事

業として開催されておりますウォーキングですが、ブドウ狩りやミカン狩りを

行ったり、妙音沢に立ち寄ったりして様々な体験ができます。昼間行いますの

で、夜のウォーキングではないのですが、こちらもこのウォーキングイベント

には大変好評です。

また、市のイメージキャラクターのゾウキリンをウォーキングコースに活用

することについてですが、今年度、新座市子ども会連合会主催で隠れゾウキリ
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ンを探すレクリエーションを開催したということを聞いております。大変楽し

かったというような報告を受けております。両議員の御提案のように、このよ

うなイベントを通じまして新座の魅力をＰＲして、市内外を問わずたくさんの

方にお越しいただけることは、新座市の知名度を向上させるシティプロモー

ションにとって重要なことだと、また有意義なことだというふうに思います。

現在実施されているイベントを参考にして、今後、御指摘いただきましたイベ

ントも検討させていただきまして、今後のシティプロモーションに努めてまい

りたいと思います。大変貴重な御提言ありがとうございました。

〇議長（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で片山小学校９番貫井希乃花議員、１０番並木夕

夏議員の一般質問を終わります。

◎第四小学校 森口礼菜議員、脇田麻椰議員

〇議長（山口茉穂議員） 続いて、第四小学校１１番森口礼菜議員、１２番脇田

麻椰議員の一般質問を許可します。

１１番森口礼菜議員、１２番脇田麻椰議員。

〔１１番（森口礼菜議員）、１２番（脇田麻椰議員）登壇〕

〇１１番（森口礼菜議員） 第四小学校の森口礼菜です。

〇１２番（脇田麻椰議員） 脇田麻椰です。

〇１１番（森口礼菜議員） これから一般質問を行います。

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知ってもらうには、子どもから大人までが楽しめる漫

画やアニメがわかりやすいと思うからです。映画やドラマなどでも、それを見

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はなく外国

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。

〇１２番（脇田麻椰議員） 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
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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。「３、２、１、はい、チーズ」、どよーん、パシャ。「２、１、３、

はい、新座」、パシャ。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、新座市の名前を更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。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（山口茉穂議員） 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、第四小学校、森口礼菜議員、脇田麻椰議員からの

御質問にお答え申し上げます。

大変興味深いお話だと思います。漫画やアニメは人気作品になるなど、テレ

ビや書店、インターネットを通じて日本国のみならず、世界にも発信できる、

また年齢を問わず発信できます。新座市を舞台にした作品が人気になれば、た

くさんの人に市の魅力をＰＲするきっかけになると考えるわけです。

今回の御提案では、漫画やアニメについて様々なアイデアが盛り込まれまし

た。非常に興味深く感じました。両議員のお話にありました久喜市の鷲宮が作

品に登場する「らき☆すた」は、原作者が地域に強い思い入れを持ちまして作

品が人気になった後も、地元の商店街や商工会と常にファン目線で新しいもの

をつくり続けた結果、今も多くの観光客が訪れる場所になっております。「君の

名は。」なんかも岐阜県高山地方では、今でも大勢の観光客がいらっしゃるとの

ことです。そういう意味で、アニメ、漫画等のＰＲ効果というのは絶大だなと

いうふうに思います。

また、新座市は２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックのときに射

撃競技の会場になりまして、そこに今オリンピック・パラリンピック推進室を

立ち上げまして、いろいろとＰＲに努めてます。４こま漫画で「ライフル・イ

ズ・ビューティフル」という漫画があります。それがものすごい人気で、実は

先日、和光市でビームライフルの関係の世界大会というか、アジア大会ですか、

開催しましたら、そこで「ライフル・イズ・ビューティフル」という漫画を掲

載したところ、全世界の人のほうが知っていまして、ポスターを提供してほし
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いというような方がたくさんいたというようなことでした。

したがって、射撃につきましては、「ライフル・イズ・ビューティフル」とい

うその４コマ漫画をＰＲの主体に使いまして、これから２０２０年に向けて使っ

ていこうということに決まりました。これは朝霞市、和光市、新座市３市で取

り組んでいる取組なのですけれども、この漫画を主体にＰＲをさせていただき

たいというふうに思っております。

そういう意味でも新座市では、まずは漫画などの作品の素材となるような建

物や風景、写真などを情報提供して、製作者のほうが作品に取り入れるきっか

けづくりをすることが、新座市を題材とした漫画やアニメ、ドラマが生まれる

近道だと考えております。要するに場所を提供して、そこを使ってほしいとい

うようなことで、新座市が主体となってつくっていくというよりも、まず場所

とか場面を提供させていただくというようなことを取り組ませていただきたい

と思っております。

御提案のように、直接漫画やアニメを依頼する方法もありますけれども、そ

ういう意味で場の提供ということをまず考えております。ゾウキリンや鉄腕ア

トムをもう少し活用していきたい。ゾウキリンは新座市のイメージキャラクター、

ゆるキャラですけれども、鉄腕アトムは、世界の鉄腕アトムですから、これは

もう少ししっかりＰＲしたり、あるいはイベントでも、例えばアトムまつりで

すとか、そういうものをしっかり位置づけてこれから進めていくこと、これは

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックのときも、新座市は鉄腕アト

ムが住民票を持っていますので、アトムが住んでいるまちだねというふうにな

れば、これは世界からお客様が新座市に来ていただけるかなと思います。では

どこにアトムがいるのだという話になると、これまた何かをつくっていかなけ

ればいけないのかなとは思いますが、そういう意味で新座市をＰＲするイメージ

を上げる、あるいは名前を知ってもらうという意味では、大変効果的な施策だ

というふうに思っております。

今回募集していただいた漫画のように、たくさんのアイデアの中から新座市

の魅力発信につながるアイデアが見つかるかもしれません。そういう意味では、

今後両議員の御提案を取り入れながら研究、検討させていただいて、実現に向

けて頑張っていきたいと思います。貴重な御提言ありがとうございました。

〇議長（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で第四小学校１１番森口礼菜議員、１２番脇田麻
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椰議員の一般質問を終わります。

◎八石小学校 笹江こはる議員、森田淳也議員

〇議長（山口茉穂議員） 続いて、八石小学校１３番笹江こはる議員、１４番森

田淳也議員の一般質問を許可します。

１３番笹江こはる議員、１４番森田淳也議員。

〔１３番（笹江こはる議員）、１４番（森田淳也議員）登壇〕

〇１３番（笹江こはる議員） 八石小学校の笹江こはるです。

〇１４番（森田淳也議員） 森田淳也です。

〇１３番（笹江こはる議員） これから一般質問を行います。

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つけている「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

トロールの札をつけています。あの文字を見ると、見守ってもらっているのだ

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。

〇１４番（森田淳也議員） 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、余りのかわいさによそ見をしてしまうのはよくありません。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

にしてみてはどうでしょうか。もしシールが広まれば、小学生バージョンと大

人バージョンを用意し、市民の方が正しく自転車に乗るためのシールを増やし

ていくこともできます。是非御検討ください。

これで１回目の質問を終わります。

〇議長（山口茉穂議員） 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、八石小学校笹江こはる議員、森田淳也議員からの

御質問にお答えを申し上げます。

ゾウキリンのイラスト付きシールの配布を小学校４年生で自転車の運転免許

試験で配布してはどうかという御提案です。皆様への意識付けには大変効果が

ある方法だと思います。今後実施可能かどうか、できるかどうか、早速研究を

してまいりたいと考えます。

また、現在本市では、交通安全教育の一環として新座警察署と連携しまして、

市内全小学校の新入学児童に対しまして交差点の安全な渡り方を学ぶ交通安全

教室、それから小学校４年生になりますと、自転車の安全な乗り方について講

習をいたします。自転車運転免許試験や園児や小・中学生と、その保護者を対

象に自転車の交通ルールや乗り方を学ぶ親と子の自転車マナー向上運動、ある

いは新座市内在住、在勤、在学の方を対象とした交通安全に関する出前講座な

どを実施しております。さらに、春夏秋冬の年４回の交通安全運動におきまし

ては、歩行者や自転車に乗っている方などを対象としまして、交通安全に対す

る意識やマナーの向上を促すため、人気キャラクターのミニオンやスヌーピー

の反射材を啓発品として配らせていただいております。また、啓発チラシも同

時に配布しまして、お一人お一人に声掛けをさせていただきまして、啓発運動

をさせていただいておりますが、もらっている方もいると思います。

また、市内の危険箇所には飛び出し注意という看板がよく出ていると思いま

すが、飛び出し注意の啓発看板ですとか、道路の路面に標示をして、飛び出し

注意、危ない、危険というような標示もしております。市民の皆様が、より交

通安全、特に小・中学生の皆様には、交通安全を意識して通学できますよう取

り組んでいきたいと思っております。

新座市ではこのような取組を行って、交通安全、自転車の安全運転の向上を

図ってまいりますので、皆様の交通ルールを守っていただくよう御協力をお願

いしたいと思います。シールの大人用あるいは子ども用というものを２つに分

けまして、そういうものをゾウキリンのキャラクターも入れながらつくること

はできるかどうか研究をしてまいりたいと思います。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（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で八石小学校１３番笹江こはる議員、１４番森田

淳也議員の一般質問を終わります。
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◎東北小学校 戸澤大翔議員、内田萌蘭議員

〇議長（山口茉穂議員） 続いて、東北小学校１５番戸澤大翔議員、１６番内田

萌蘭議員の一般質問を許可します。

１５番戸澤大翔議員、１６番内田萌蘭議員。

〔１５番（戸澤大翔議員）、１６番（内田萌蘭議員）登壇〕

〇１６番（内田萌蘭議員） 東北小学校の内田萌蘭です。

〇１５番（戸澤大翔議員） 戸澤大翔です。今から一般質問を行います。

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。

１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。例えば、このような料理を考えました。

〇１６番（内田萌蘭議員） ２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。

３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

ぐ自然と綺麗な町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

思います。以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（山口茉穂議員） 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、東北小学校、戸澤大翔議員、内田萌蘭議員からの

御質問にお答えを申し上げます。３点いただきました。

まず、１点目です。新座市の特産物であるにんじんについての御提案を頂き
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ました。実は、現在でも新座市のにんじんは、白、黄色、紫、黒などカラフル

なにんじんを栽培している農家の方がいます。しかし、新座独自の新しい品種

をつくることは難しいのが現状です。しかしながら、新座市では昭和２０年代

頃まで主に片山地区で栽培された通称片山にんじんと言われる長にんじんが特

産物でございました。長にんじんは一般的なにんじんの３倍から４倍の長さが

あるものが特徴で、約５０センチから６０センチにもなる長いにんじんが片山

にんじんと言われて発売されていたときもあります。少なくなりましたけれど

も、今でもこのにんじんを栽培している農家の方がおりますので、新座の歴史

を再発見するという切り口で機会を捉えて、長にんじんをＰＲしていきたいと

いうふうに思います。

また、独自の料理を紹介するという御提案を頂きました。現在、新座市の特

産物を使ったレシピをホームページで紹介をしております。新座市内には大学

が３つあります。立教大学、十文字学園女子大学、跡見学園女子大学がありま

すが、このレシピは、その十文字学園女子大学にある栄養学部の学生の皆さん

や新座市内の小・中学校の栄養士さん、あるいは市内の小学生の皆さん、それ

から先ほど三宅宏実選手は新座市の観光親善大使と申し上げましたけれども、

藤原美樹さんという家庭料理のレシピをたくさんつくって有名な料理研究家、

料理家と言ったらいいでしょうか、藤原美樹さんが、実は新座市の観光親善大

使になっておりまして、美樹ママさんにもお手伝いを頂いております。

また、ＪＡあさか野農業協同組合、農協の女性部の皆様からもいろいろとレ

シピを御提供していただいております。にんじんのＰＲに当たりましては、こ

れまでのレシピの提供を頂いている皆さんにも御協力を頂きまして、更にオリ

ジナルの美味しい、そしてこれはというようなにんじん料理を研究していきた

いというふうに思います。

また、次に新座市独自の建造物を築いてはどうかというような御提案も頂き

ました。新座市では市を象徴するものとして、平林寺が一番有名だと思います。

また、平林寺のお隣に睡足軒という茶室があります。この睡足軒は平林寺様が

管理をしておりまして、本格的なからぶき屋根に今年ふきかえていただきまし

て、今まではトタンの屋根の下にからぶきがあったのですけれども、もう長年

そのような状況だったので腐ってしまいました。それを全部取り壊しまして、

新たにからぶき屋根がふいてありますので、ぜひお帰りに睡足軒を見ていただ

ければ大変きれいな屋根に変わりましたので、また周辺も睡足軒の中も平林寺

様が整備をしていただけるというようなことですので、ここら辺も平林寺と同
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様に有名なスポットになるのかなというふうに思います。

平林寺を御紹介申し上げますが、関東でも有名な禅寺でありまして、主に雲

水と呼ばれる若いお坊さんが修行をしております。また、平林寺の境内林、要

するに林は１３万坪、どのくらいの大きさかといいますと東京ドーム９個分の

広さがあります。当然国の天然記念物に指定をされております。

また、平林寺周辺に流れております野火止用水、これは埼玉県の史跡として

の文化財の指定をされております野火止用水があります。新座市を象徴する文

化財と言われておりますので、御提案いただきました新座市を象徴するものが

市内にあるということは、多くの人に来てもらうためにも大切なことだと思い

ます。加えて、それらを知ってもらうための取組も重要だと思いますし、全国

の人は、その名前を聞いただけで、あっ、新座市だなと思ってもらえるような

展開をしていきたいというふうに思います。

また、いろいろなアイデアを寄せていただければと思います。何かスカイツ

リーとか、そういう巨額なお金を投じて何かをつくるというのは今の状況です

と大変難しいとは思いますが、今後の課題として取り上げさせていただきたい

と思います。

最後に、新座市をドラマの撮影場所として使ってもらってはどうかという御

提案を頂きました。まさに、これは今後取り組んでいきたいひとつであると私

は思っております。地域がドラマなどの舞台になることで、新座市の名前を全

国に知ってもらう。これは費用対効果の面からも大変取り組みやすいものかな

というふうに思います。舞台地を訪れる観光客が増えることによりましてにぎ

わいが生まれますし、また今ある観光資源以外の魅力の発見など幅広い効果が

期待できると思います。こういった撮影の受入れは、施設や自然を使っていた

だく上での約束事や関係者の協力体制、食事や宿泊など出演者やスタッフの

方々が、新座市で撮影してよかったと思ってもらえるようにおもてなしの整備

などがとても大切だと思います。両議員から頂きました考え方を参考にしなが

ら、今後撮影の受入れ態勢の準備など検討していきたいと思います。大変貴重

な御提言を頂きました。ありがとうございました。

〇議長（山口茉穂議員） 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（山口茉穂議員） 以上で東北小学校１５番戸澤大翔議員、１６番内田萌

蘭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。
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ここで１０分間休憩します。

休憩 午前１０時２５分

再開 午前１０時３５分

〇議長（湯川まひな議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

◎新座中学校 金子伊吹議員

〇議長（湯川まひな議員） 小・中学生議会後半の議長を務めさせていただきま

す野火止小学校の湯川まひなです。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、質問時間ですが、１校当たり４分程度でお願いします。

それでは、新座中学校１７番金子伊吹議員の一般質問を許可します。

１７番金子伊吹議員。

〔１７番（金子伊吹議員）登壇〕

〇１７番（金子伊吹議員） 新座中学校の金子伊吹です。これから一般質問を行

います。

私は、新座市の中学生が全員、高齢者や障がい者の方の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

方や、その当事者の話を直接伺ったり、また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。

現在日本では、少子高齢化が進んでいます。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。また、迷い人の放送も

よく耳にします。しかし、迷い人を見かけたとき、障がいのある方が困ってい

るとき、私はどうすればよいのか不安になります。接し方が全くわからないの

です。

発達障がいのニュースを耳にしますが、発達障がいとは何か、どう接すれば

いいのか私たちは全くわかりません。私のように困っている人の助けになりた

いけれども、具体的にどのようにすればよいのかわからない人は多いのではな

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、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良い
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のです。中学生のうちに学んでおくということは、新座市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。私たち中学生にもできるこ

とはあります。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とき、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。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（湯川まひな議員） 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、金子伊吹議員からの御質問にお答え

を申し上げます。

金子議員から中学生全員をサポーターにする取組をしてはどうかという御質

問を頂きました。まさにそういう取組は、新座市のみならず全国で取り組んで

いかなければいけない課題だというふうに思っております。特に今年は災害の

多い年です。これからまだ１１月、１２月、２か月強ありますが、大阪の地震

から始まりまして、岡山、広島の災害、そしてまた北海道でも大きな地震が発

生しました。大勢の亡くなられた方あるいは被災者に哀悼の意を申し上げると

ともに、お見舞いを申し上げたいと思います。

また、台風の勢力も強く、台風２４号では強風による大きな被害をもたらし

ました。平林寺も１００本近く木が倒れたということで、一時期入山禁止をし、

整備をされていたようです。そんな中で中学生を様々な分野でのサポーターと

してはどうかという御質問です。新座市の高齢化率は、平成３０年６月末現在

で２５．１％です。高齢化率の算出の方法ですけれども、６５歳以上の方を高

齢者というふうに言っております。新座市は４万１，０００人おりますので、

１６万５，０００人が人口ですので、４人に１人は６５歳以上の高齢者と言って

いいと思います。

国の割合よりは若干低いわけですが、高齢化とともに迷い人も増えておりま

す。迷い人の多くは認知症と思われ、新座市においては現在約４，０００人の

認知症の方がいると推計をされております。今後更に増えていくことが予測さ

れるわけです。そこで、現在新座市では、認知症について正しく理解していた

だくために、認知症についての基礎知識、御本人や御家族の気持ち、認知症の

方への接し方、認知症の方が利用できるサービスなどについて学ぶ機会として
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認知症サポーター養成講座というものを開催をしております。これまで市内に

おきましては５，４３３名の認知症のサポーターが誕生しております。既に平

成２７年度からは、栄小学校の５、６年生を対象に毎年講座を実施し、小学生

にサポーターになっていただく取組を進めております。

金子議員から御提案を頂きました、これからは市内の全中学校にも、また栄

小学校以外の小学校にも講座が開けるよう、学校の先生や教育委員会と今後は

調整させていただきたいと思います。全小中学校で取り組んでいきたいと思い

ます。

また、新座市では、市の職員が中心となって新座市のサービスの説明や専門

的な知識を提供する目的で、新座市快適みらい都市づくり出前講座を行ってお

ります。障がいに関する分野では、障がい者支援の基本的な考え方が、障がい

の特性に応じた対応方法などにつきまして、担当課の職員が詳しく説明をさせ

ていただいております。この講座を積極的に活用していただきまして、障がい

者の方々への理解を深めていただきたいと思います。中学生の皆様は、こうい

う高齢者の皆様へのいわゆる介助、介護のサポーター、あるいは防災、防犯に

ついてのサポーターも今後取り組んでいただきたいというふうに思っておりま

す。貴重な御意見、ありがとうございました。

〇議長（湯川まひな議員） 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（湯川まひな議員） 以上で新座中学校１７番金子伊吹議員の一般質問を

終わります。

◎第二中学校 神成智花議員

〇議長（湯川まひな議員） 続いて、第二中学校１８番神成智花議員の一般質問

を許可します。

１８番神成智花議員。

〔１８番（神成智花議員）登壇〕

〇１８番（神成智花議員） 第二中学校の神成智花です。これから一般質問を行

います。

日本が世界でも有数の地震大国であることは、よく知られている事実です。

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１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
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の地震で３０年以内に７０％の確率で起こると言われています。そのような地

震が起きたら、東京の隣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できないかと思い、提案させていただきます。

まず、地域の方々と中学生で防災教室を開催するということです。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ほしいで

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いうことです。

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

一人でも多くの人が持っていれば、災害時に人々の不安を少しでも和らげるこ

とができると思います。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、新座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、発行されただ

けでは知らない人も多くいると思うので、各家庭に１冊ずつ配ってほしいです。

大地震では何が起こるかわかりません。少しでも尊い命を守れるよう、御検討

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（湯川まひな議員） 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、神成智花議員からの御質問にお答え

を申し上げます。

先ほど金子議員から福祉、特に障がい者、高齢者の中学生のサポーターとし

ての役割、今回は防災についての役割につきまして、中学生の方の役割につき

まして質問を頂きました。防災教室を開催してはという御提案です。

新座市では市域を８ブロックに分けており、各ブロックの防災拠点校におい

て自主防災会や付近の小中学生を参加対象とした総合防災訓練を平成２４年度

から平成２７年度の４か年で実施いたしました。８ブロックに分けている理由

なのですが、新座市の消防団の分団のエリアと６つの中学校区がありますので、

それとの勘案をしながら８つのブロックに分けております。

この総合防災訓練は、市民の皆様の防災意識の高揚や地域との繋がりという

面で大変有意義であったと考えております。もう既に８ブロック全てで総合防

災訓練を行いました。一巡をしました。そして、平成２８年度からの訓練内容
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を改めて検討いたしました。その結果、過去の災害では避難所を開設して、そ

れをどうやって運営していくかと、その課題も多いということから、平成２８

年度及び昨年の平成２９年度の２か年で市内４２か所の指定避難所での避難所

へまず市民の方が、地震だ、災害だと何か大きな災害があったら、避難所に集

まる訓練、そして集まったら避難所としての機能が立ち上がるような開設の訓

練を実施いたしました。

この訓練の重要性は、実際に避難所を開設、運営する職員が、災害時に円滑

な対応ができるよう、また避難所となる施設の設備や避難所開設から運営まで

の流れを把握するために実施するものでありまして、大変実効性があるという

か、実際の訓練、実際の災害が発生してからの対応としてどうやって動いてい

いかという訓練としては、大変効果的だというふうに思います。今年と来年も

引き続きこの訓練を実施する予定です。

また、平成２８年度以降は、避難所開設という実践的な訓練を行っておりま

すが、市の実施する訓練において、特に小学校の児童、中学校の生徒が参加す

る訓練は実施しておりません。今後は新座市が主催する訓練につきましても、

小・中学生が参加できるよう検討してまいりたいと思います。

また、地域で開催する防災訓練に小・中学生にも参加していただけますよう、

引き続き各町内会にあります自主防災会にしっかり働きかけをしていきまして、

小学生、中学生にも地域の防災訓練に参加していただきますよう努めてまいり

たいと思います。

続きまして、防災マップ、ハンドブックを各家庭に配布することについてで

すが、平成１５年度にハンドブックを作成した際には、全ての家庭に配布をさ

せていただきました。それ以降は、新たに本市に転入してきた方へ配布してい

る以外、危機管理課窓口や出前講座での配布のみとなっております。

しかし、各家庭に配布した平成１５年度から大きく時間が経過していること

から、このハンドブックを知らない住民への周知方法や全家庭への配布につき

まして検討していきたいというふうに思います。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。

なお、防災教室の開催につきましては、金子教育長からも答弁を申し上げま

す。

以上です。

〇議長（湯川まひな議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。

教育長。
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〇教育長（金子廣志） それでは、第二中学校、神成智花議員からの御質問にお

答え申し上げます。

議員御指摘のとおり、日本は地震大国と言われております。大阪の北部地震

を初めとして１９９５年には阪神・淡路の大震災が発生をして、多くの犠牲者

を出しました。また、２０１１年、平成２３年には東日本大震災が発生をし、

１万５，８９２人の方が犠牲者となられ、いまだ行方不明の方が２，５５３名

もおられるという状況であります。

現在の技術において、地震を防ぐことや予知することはなかなか困難であり

ますけれども、犠牲者を少なくすることは可能であります。それは議員御指摘

のように、自分の命は自分で守るという意識で防災訓練に参加をしたり、防災

についての知識を深めたりすることが、極めて重要になってきます。

中学生の防災に対する構えが有効であったという話は、全国各地で届いてい

ます。例えば議員の御指摘がありましたが、釜石の奇跡というのもその一つで

あります。釜石市にありました釜石東中学校の生徒さんが、群馬大学の先生で

ありました片田先生の御指導の下に訓練を重ねて、実際に地震が起こったとき

に、その中学生が中心になって避難所に急いだということであります。近くに

あった鵜住居小学校の子どもたちの手を引きながら避難所に向かったという、

そして多くの方の命を救ったという実績があります。

また、ＮＨＫの朝のドラマで、かつてやっておりました「あまちゃん」とい

う番組がありましたけれども、この番組の舞台となりましたところで、岩手県

の洋野町というところがあります。人口１万７，０００人ばかりの小さなまち

でありましたけれども、ここは何と一人の犠牲者もこの東日本大震災で出さな

かったということであります。それは中学生も含めて町ぐるみで、みんな訓練

を絶やすことがなかった。そして、避難通路になっているところを掃除をした

り、あるいは冬の場合は積雪しますから積もった雪を払いのけて通路を確保す

るなど、ずっとそういうことを続けてきた。そのために、この地震が起こった

ときに、中学生が中心になって避難をし、そして高台に避難したために、一人

の犠牲者も出さなかったという実績があります。

中学生が果たした役割というのは大変大きなものがあるわけでありまして、

私ども教育委員会としましても、この地震大国日本に暮らす一人として、やは

り訓練ということを欠かしてはならないだろうというふうに思います。そして、

教育委員会としても各地域の自主防災組織を中心として行われております防災

訓練に中学生が積極的に参加できるよう、いろんな形で働きかけてまいりたい
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と存じます。

以上です。

〇議長（湯川まひな議員） 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（湯川まひな議員） 以上で第二中学校１８番神成智花議員の一般質問を

終わります。

◎第三中学校 山口茉穂議員

〇議長（湯川まひな議員） 続いて、第三学校１９番山口茉穂議員の一般質問を

許可します。

１９番山口茉穂議員。

〔１９番（山口茉穂議員）登壇〕

〇１９番（山口茉穂議員） 第三中学校、山口茉穂です。これから一般質問を

行います。

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一人が知る必要が

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掛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必要だと思います。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。

以上で１回目の質問を終わります。

〇議長（湯川まひな議員） 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、山口茉穂議員からの御質問にお答え

を申し上げます。

今回、「広報にいざ」や防災行政無線を活用して、犯罪や事故などの情報を周

知徹底するということはどうかという御提案を頂きました。現状といたしまし

ては、通常交通事故に関する情報は周知しておりません。また、犯罪に関する

情報については、埼玉県警察本部からの情報発信や各小・中学校からの情報提

供があった場合に、市役所の関係各課、小・中学校、保育園及び町内会に不審

者情報として周知をして、定期的に市ホームページに掲載をしているところで

す。

「広報にいざ」につきましては、取りまとめた情報を掲載する時期が遅くな

るということ、また毎月掲載情報が大変多くて、紙面に余裕がないということ

から掲載はしておりません。また、防災行政無線につきましては、新座警察署

から犯罪や迷い人等に関する緊急放送の依頼を受けましたら放送しております。

しかし、防災行政無線の使用は緊急的な内容等に限定し、無線設置場所の近隣

住民への騒音障害とならないよう、頻繁に放送することは差し控えております。

しかしながら、市といたしましても犯罪や交通事故等に遭わないためには、

市民の皆様一人一人が正確な情報を知り、日頃から警戒意識を持っていただく

ことが有効だと考えております。

昨日、和光市で起きた犯罪につきましては、警察から、防災行政無線を流し

てくれというようなことで、朝、無線を流させていただきました。新座は新座

警察署、朝霞警察署は和光市、朝霞市、志木市、３市を統合しています。朝霞

警察署という名前で３市を統括しています。したがいまして、和光市で起こっ

た犯罪ですので、すぐさま朝霞警察署から新座警察署に依頼が来まして防災無

線を流させていただいたというようなことです。ちょっと痛ましい事件でした。

正確な情報をすぐに発信することが有効だと、重要だということであります。

そこで、今回、議員から御提案を頂きました犯罪や交通事故に関する情報提

供を強化するために、埼玉県警察本部や埼玉県が発信をしております事件・事

故発生マップなどの紹介を新たにこの新座市のホームページでスタートさせて

いただきました。御覧になっていただきたいと思います。また、本市における

犯罪情報につきましては、埼玉県警察本部が配信する犯罪情報ニュースに登録

することで、いち早く情報を得ることができますので、事件・事故発生マップ

と併せて御活用いただきたいと思います。今後も新座警察署と連携しながら、
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市民の皆様への情報提供、啓発活動及び安全対策に努めまして、少しでも犯罪

や交通事故が減少するよう努めていきたいと思います。この度は大変貴重な御

提言ありがとうございました。

〇議長（湯川まひな議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。

１９番山口茉穂議員。

〇１９番（山口茉穂議員） 再質問いたします。

私は実際に犯罪に巻き込まれ、怖い思いをしたことがあります。その際、防

災放送で放送されることがなく、自分にとって少し怖いと感じました。ですが、

先程おっしゃっていた、市長の言っていたとおり、全ての犯罪を放送にするの

は地域の皆さんに迷惑を掛けたりすることもあると思います。なので、そこで

私は防災放送で流れるときに、放送されたものが２時間前に起きた犯罪だった

りとかするので、もう少し時間を早く放送することが必要だと思います。

また、ホームページに掲載することも必要だと思うのですが、手軽にホーム

ページを見ることのできない家庭も中にあると思うので、ホームページ以外に

も私は犯罪や交通事故などの情報を提供することが必要だと思いました。

〇議長（湯川まひな議員） 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） ただいまの山口議員の再質問にお答え申し上げます。

何か大変怖い目に遭ったというようなことでした。通報を受けまして新座警

察署が、その近辺にすぐ直行し、そして、犯人を取り押さえることができれば

それはいいわけですけれども、例えば刃物を持って逃げ回っているというよう

な場合、更に警察は増強したり、周辺の小中学校や町内会へ市を通じて連絡す

る場合もあります。即時の対応というのは必要だと思いますが、市単独ではな

かなか難しいことですので、新座警察署としっかり連携を図りながら今後対応

していきたいと思いますので、よろしく御理解を頂きたいと思います。

とにかくそういう犯罪あるいは事件のない、安心・安全なまちをつくってい

くことは重要だと思いますし、行政にとっても一番の役割だと思いますので、

しっかり今後とも詰めていきたいと思います。ありがとうございました。

〇議長（湯川まひな議員） 以上で第三中学校１９番山口茉穂議員の一般質問を

終わります。

◎第四中学校 小林咲子議員
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〇議長（湯川まひな議員） 続いて、第四中学校２０番小林咲子議員の一般質問

を許可します。

２０番小林咲子議員。

〔２０番（小林咲子議員）登壇〕

〇２０番（小林咲子議員） 第四中学校の小林咲子です。これから一般質問を行

います。

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、年齢も様々な方が生活しているそうです。

私はそのような地域の外国人の方に、新座で行われているお祭りに参加して

もらうことを提案します。例えば第四中の近く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はやしが披露されます。そこで日本の伝統文化で

あるおはやしを外国人に体験してもらうことで、より日本に興味を持ってもら

うだけでなく、地域の方との交流も深められる場になると考えました。また、

おはやしに参加しているのは小学生、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

になると思います。

中学生は、その方たちから外国の文化や考え方を学ぶことで、その先の進路

を考えるきっかけにもなるのではないでしょうか。つまり外国人が日本への興

味を深めるだけでなく、私たち日本人がもっと外国に目を向けられるようにな

ると考えます。

以上のことから、祭りなどの市の取組の中に外国人がもっと積極的に参加で

き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

企画を盛り上げるために、私はＳＮＳを利用したらよいと考えました。外国人

が参加している様子を載せ話題になれば、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。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（湯川まひな議員） 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、小林咲子議員からの御質問にお答え

を申し上げます。

現在、新座市では、中国、フィリピン、ベトナム、韓国の方を初め約７０か
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国、３，０００人以上の外国人の方が住んでおります。このような方たちが日

本での生活をスムーズに送れるよう、英語、中国語、ハングル語と日本語で書

いてある「新座市くらしのガイド」というガイドブックを配布しております。

このガイドブックには、例えばごみの出し方や病院の場所など日常生活に必要

なこと、また公共施設の案内や四季折々の新座の見どころなどを情報として掲

載をしております。市のホームページにもウェブブックの形式で掲載をしてお

ります。

御質問の中にありました大和田氷川神社のおはやしを初めとするお祭りにつ

きましても、このガイドブックには四季折々の新座の見どころとして幾つか掲

載しております。この中に外国人の方と交流を深めるお祭りの一つとして、新

座市国際交流協会が主催する国際交流デーというものがありまして、この国際

交流デーにちなんでイベントを実施しております。国際交流デーのイベントは、

世界各国の料理の模擬店出店や音楽演奏等を通じまして、外国人市民との異文

化交流を図ることをテーマにしまして、新座市にお住まいの外国人の方と新座

市国際交流協会の方、あるいは市民の方が協力して開催するものです。

今年は１１月１１日、日曜日に、市役所の第二駐車場で開催する予定であり

ますので、ぜひ遊びに来ていただければと思います。昨年は、友好都市であり

ます中華人民共和国済源市の水ぎょうざや、友好姉妹都市であるフィンランド

共和国ユヴァスキュラ市のピパルカックという、ジンジャークッキー、それか

らドイツ連邦協和国ノイルッピン市のシュトレンというクリスマスに食べる伝

統的なお菓子など、お国自慢の料理が建ち並びまして、大変にぎわったお祭り

です。

このほかにも中東のレバノンのスープや、今度、新座市がホストタウンであ

りますブラジルのコーヒーなど国際色豊かな食べ物を通じまして、外国人の方

だけではなくて、日本人の方も外国に興味を持っていただけるのではないかと

思っております。新座市国際交流協会は、世界の人々との友好親善を図り、市

民の国際認識や国際理解を高めていくことを目的とした団体でありますので、

国際交流デーだけでなく、新座市内にある跡見学園女子大学、十文字学園女子

大学、あるいは立教大学の留学生もたくさんいらっしゃるわけでして、この学

生の皆様とバス視察を行ったり、外国料理の講座を開催するなど外国人の方と

の交流や新座市の方が異文化に興味を持っていただけるような事業も実施して

おります。

近年、市内の外国人人口は増加しておりますことから、今後も更に外国人の
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方が参加しやすくなるよう、ＳＮＳを活用したＰＲにつきましても検討してい

きたいと思います。また、外国人の人たちが喜んで参加していただけるような

環境づくり、場づくりも積極的に進めてまいりたいと思います。この度は大変

貴重な御提言ありがとうございました。

〇議長（湯川まひな議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。

２０番小林咲子議員。

〇２０番（小林咲子議員） 国際交流デーについてですが、新座市にある各中学

校が交代で担当し、中学生も協力していったら、もっと外国人との交流が盛ん

になると思いますが、どうですか。

〇議長（湯川まひな議員） 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） 大変良い考え方だと思います。学校を所管するのは教育委員

会ですので、教育委員会と協議をさせていただいて、どういう形で参加をする

か工夫が必要だと思います。参加希望の方を募るのか、あるいはどういう形で

イベントに参画する、お手伝いをしていただけるというような形での参加だと

思いますので、国際交流協会の団体の方、あるいは各団体と調整する必要もあ

りますので、今後の課題とさせていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。

〇議長（湯川まひな議員） 以上で第四中学校２０番小林咲子議員の一般質問を

終わります。

◎第五中学校 武政茉吏心議員

〇議長（湯川まひな議員） 続いて、第五中学校２１番武政茉吏心議員の一般質

問を許可します。

第五中学校、２１番武政茉吏心議員。

〔２１番（武政茉吏心議員）登壇〕

〇２１番（武政茉吏心議員） 第五中学校の武政茉吏心です。これから一般質問

を行います。

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ときに事故

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。結構な速度だったと思います。辛うじてよけましたが、よ

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出
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来事でした。

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。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（湯川まひな議員） 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、武政茉吏心議員からの御質問にお答

えを申し上げます。

御指摘のとおり、残念ながら本市におきましても平成２９年中の人身事故は

４９０件発生しており、そのうち死傷者の約３０％は自転車でした。このよう

な状況もありまして、八石小学校、笹江議員、森田議員の御質問の際にも本市

の交通安全や自転車の交通安全運動への取組につきまして御説明をいたしまし

た。特に自転車の安全運転への取組といたしまして、小学４年生を対象とした

子ども自転車運転免許試験、園児や小・中高生と、その保護者を対象とした親

と子の自転車マナー向上運動、市内在住、在勤、在学の方を対象とした出前講

座などの実施により、幅広い年代の方々に対して安全運転のための講習を実施

しております。

また、春夏秋冬の交通安全運動の際には、啓発品と併せて交通マナー向上の

啓発チラシを駅前や市内の交差点で配布しておりまして、交通マナーの向上や

自転車の安全運転の啓発に努めております。
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次に、自転車専用道路についての御質問ですが、市内でも自転車専用の道は

志木駅前の一部で設置しております。また、自転車が走行しても良い歩道が市

内に１２か所あります。ひばりヶ丘に向かうひばり通りも自転車が走行してお

り、歩道となっております。自転車専用道の計画につきましては、今年度、新

座市といたしましては、志木駅南口の地下駐輪場１，５００台工事をしており

ます。そして、地上部分は無電柱化、電柱を全部なくしまして地下に埋設して、

そして大きな屋根をかけまして、志木駅南口に皆様が降りられてバス停に向か

うときは、傘を差さなくても行けるように屋根を設置することをしております。

いつ完成するのかと言われますと、平成３２年３月末までには完成をします。

同時に、東武東上線の志木駅はホームドア、４つ、４レーン全て設置をすると

いうことになっております。ホームドアの設置も同時に、その時期に完成をす

るわけです。その志木駅南口の広場の完成に合わせまして、その南口広場から

約７００メートル、島忠ホームセンターがありますけれども、あそこに自転車

専用道路を設置する予定になっております。

今後も新座警察署と連携しながら、少しでも交通事故が減少するよう、交通

マナー向上、自転車の安全運転の啓発に努めてまいりたいと思います。本当に

自転車の事故は多く、今後、自転車の事故がゼロになりますよう、しっかり取

り組んでまいります。御提言ありがとうございました。

〇議長（湯川まひな議員） 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（湯川まひな議員） 以上で第五中学校２１番武政茉吏心議員の一般質問

を終わります。

◎第六中学校 西山加奈子議員

〇議長（湯川まひな議員） 続いて、第六中学校２２番西山加奈子議員の一般質

問を許可します。

２２番西山加奈子議員。

〔２２番（西山加奈子議員）登壇〕

〇２２番（西山加奈子議員） 第六中学校の西山加奈子です。これから一般質問

を行います。

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よく

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掛けるポ

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。
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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、六中でたばこを吸って

いる先生を調べたところ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いる先生にインタビューをすると、

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「吸わないで済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、禁煙の呼び掛け

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思いま

した。そうすることで、「吸わないで済むなら吸いたくない」と思っている方に

は特に、禁煙に興味を持ってもらえます。より良いまちづくりのために、以上

を提案します。

以上で１回目の質問を終了します。

〇議長（湯川まひな議員） 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、西山加奈子議員の御質問にお答えを

申し上げます。

まず、路上喫煙防止対策についてですが、新座市では平成１８年１０月１日、

志木駅、新座駅及びひばり通り周辺の３地区を路上喫煙禁止地区に指定してお

ります。周知につきましては、まず路上喫煙禁止地区に路面標示シール、３地

区合計９３枚あります。

２点目、路上喫煙禁止地区案内看板が、３地区合計５基あります。

３点目、電柱への巻き看板、３地区合計９４個設置を行っております。その

ほかの啓発といたしましては、路上喫煙禁止地区で年５回、新座市環境保全協

力員の会による路上喫煙啓発活動でティッシュの配布や、月２回程度、職員に

よる青色パトロールカーのスピーカーを用いたパトロールを実施しております。

なかなか喫煙禁止地区でもたばこ吸う方がいらっしゃいまして、通報を受けて

職員が対応する場合もありますし、禁止地区での喫煙者が多いということの苦
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情が市にも多く来ております。吸われる方にマナーをしっかり守っていただき

たいなというふうに思いますが、パトロールを通じて指導していきたいと思い

ます。

次に、禁煙週間についての周知啓発についてですが、世界保健機構ＷＨＯは、

毎年５月３１日を世界禁煙デーとして定めており、日本でも厚生労

働省が毎年５月３１日から６月６日までを禁煙週間と定め、各種の対策を行って

おります。平成２８年には、「けむいモン」というキャラクターのロゴマークを

作成し、受動喫煙防止の啓発も行っております。新座市でも厚生労働省が行って

いる禁煙週間と連携をいたしまして、市ホームページでも周知、啓発をしてお

りまして、公園にも順次ロゴマークの「けむいモン」を活用した受動喫煙防止

の周知をしております。また、今年度は周知方法を更に工夫し、黒目川沿いの

堀の内橋から貝沼橋間の遊歩道に６枚の「けむいモン」のポスターを掲示いた

しました。西山議員の御指摘のとおり、禁煙に興味を持ってもらうことはとて

も大切なことだと思いますので、御提案いただきました市民まつりなどでの周

知活動については、今後検討していきたいと思っております。

ただし、水蒸気たばこを体験できる場につきましては、水蒸気たばこも健康

に害があるということですので、積極的に周知することは控えたいと考えてお

ります。いずれにいたしましてもたばこ問題につきましては、東京２０２０オ

リンピック・パラリンピック競技大会の開催を見据え、今後もしっかりと取り

組んでいきたいと考えております。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。

〇議長（湯川まひな議員） 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（湯川まひな議員） 以上で第六中学校２２番西山加奈子議員の一般質問

を終わります。

これをもちまして一般質問は全て終了しました。

◎市長閉会の挨拶

〇議長（湯川まひな議員） 続いて、市長から挨拶のため発言の申し出がありま

したので、許可します。

市長。

〔市長（並木傑）登壇〕
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〇市長（並木傑） それでは、議長から許可を頂きましたので、平成３０年度新

座市小・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、土曜日のお休みのところ、早朝から各小・中学校を代表して２２名

の議員の皆様に御出席を頂きました。また、野火止小学校の湯川まひな議員及

び第三中学校の山口茉穂議員に議長をお務めいただきました。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いただきました。

各議員の皆様には、大変熱心に御質問を頂きました。調査研究するには多く

の時間を要したと思います。誠にありがとうございました。また、保護者の皆

様、各学校の校長先生はじめ御指導いただきました先生方におかれましても、

長時間にわたりまして御指導いただきまして、また本日は熱心に傍聴いただき

ました。御礼を申し上げます。

小・中学生議会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いわけです。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新座」の実現に向

けて、必ずいかしていきたいと存じます。

皆様も学校に帰られましたら、本日経験いたしましたこと、学んだことを各

学校代表の議員ですので、またほかの学校から出た意見などを是非学校の皆様

に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

ていただきまして、新座の将来を背負っていただく素晴らしい青少年に成長し

ていただきたいと思います。皆様の活躍を心からお祈りいたしまして、御礼の

御挨拶とさせていただきます。

本日は、本当にありがとうございました。

◎閉会の宣告

〇議長（湯川まひな議員） 小・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３０年度新座市小・中学生議会を閉会します。

閉会 午前１１時３５分


