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◎開会及び開議の宣告 

                           （午前９時００分） 

〇議長（細沼光希議員） おはようございます。ただいまの出席議員は２４名で

す。 

  本日招集されました令和元年度新座市小・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四中学校、細沼光希です。よ

ろしくお願いします。 

  本日の日程は、お手元に印刷配布しました日程表のとおりです。 

 

◎会期の決定 

 

〇議長（細沼光希議員） 日程第１、会期の決定を議題とします。 

  令和元年度新座市小・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（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 続きまして、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〕 

〇市長（並木傑） 皆様、おはようございます。新座市長の並木傑と申します。 

  本日は、令和元年度新座市小・中学生議会を開会いたします。開会に当たり

まして、一言御挨拶申し上げたいと思います。 

  まず初めに、今月の１２日に発生しました台風１９号により、多くの尊い命

がお亡くなりになりました。また、被災をされた方々の悲しみにつきましては、

本当に心が痛む思いでございます。御冥福とともに、お見舞いを申し上げたい

と思います。 

  新座市も大雨特別警報が出され、５１５か所の世帯の方々約１，３００名弱

の方が２０か所の避難所に避難されました。幸い怪我や死亡事故がなかったと
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いうことで、ほっとしております。尊い命が失われることがないよう、今後も

万全を期して災害に強いまちづくりを進めていきたいと思います。 

  本日は、小学校９校、中学校６校、合わせて１５校の議員の皆様からいろい

ろな御質問を頂きます。私が市長に就任してから、「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」の実現に向けて、まちづくりを進めてま

いりました。そのような中で、今日はいろいろな御提言や御質問を頂けますの

で、楽しみにしております。 

  また、皆さん御承知のとおり、来年は東京オリンピック・パラリンピックの

開催の年になりました。陸上自衛隊朝霞駐屯地の射撃訓練場エリアは、実は新

座市の土地でありまして、そこに今、射撃競技会場を建設するための工事を実

施しております。約１８０億円かけて造るそうですけれども、今着々と準備が

進んでおります。それに伴いまして、射撃に関するいろいろな事業を、特に小

学校、中学校の皆様には、もう既に昨年度からいろいろな取組をさせていただ

いて、御協力を頂いております。 

  また、新座市はブラジルのホストタウンということで、ブラジル連邦共和国

から新座市に事前トレーニングキャンプやテストキャンプに来ていただきまし

て、いろいろな選手に新座で練習をしていただき、様々な大会に出場していた

だくという取組もしております。 

  また、２０２０年は新座市制施行５０周年の記念の年になります。５０周年

の記念の年がオリンピック・パラリンピックの年ということでありますので、

そのお祝いの準備も今着々と進めているところです。そういう視点を持って、

今日は小学生、中学生の議員の皆様からいろいろな御意見、あるいは御提言を

頂く機会を設けさせていただきました。大変有意義な議会になりますことを心

より御祈念申し上げまして、冒頭に当たりましての私の御挨拶とさせていただ

きます。 

  本日は１日よろしくお願いします。 

 

◎市職員紹介 

 

〇議長（細沼光希議員） 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、本日の市の出席者を紹介させていただ

きます。 
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  まず初めに、ただいま御挨拶を申し上げました市政全般の最高責任者となり

ます並木傑新座市長でございます。 

〇市長（並木傑） 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、市長の補佐役ということで、同じく

市政全般の責任者とな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、皆様方とは直接関係の深い教育行政

の責任者となります教育長の金子廣志でございます。 

〇教育長（金子廣志） おはようございます。よろしくお願いします。 

〇総合政策部長（永尾郁夫） 次に、配布させていただいております議席表を御

覧ください。市役所には様々な仕事がありますが、それぞれの分野の責任者と

なります各部長、局長、それから会計管理者となります。部長の皆さん、よろ

しくお願いします。 

  〔「よろしくお願いします。」という発言あり〕 

〇総合政策部長（永尾郁夫） 最後に、本日の小・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教育支援課の職員です。 

  〔「よろしくお願いします。」という発言あり〕 

〇総合政策部長（永尾郁夫） 紹介は以上でございます。どうぞよろしくお願い

します。 

 

◎一般質問 

 

〇議長（細沼光希議員） 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。 

 

◎新開小学校 菅原翠議員、細沼駿太議員 

〇議長（細沼光希議員） それでは、新開小学校１番菅原翠議員、２番細沼駿太

議員の一般質問を許可します。 

  １番菅原翠議員、２番細沼駿太議員。 

  〔１番（菅原翠議員）、２番（細沼駿太議員）登壇〕 

〇１番（菅原翠議員） 新開小学校の菅原翠です。 

〇２番（細沼駿太議員） 細沼駿太です。これから一般質問を行います。 
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  僕たちは新座市に住んでみたい、新座市にずっと住み続けたいというテーマ

について話し合いをしてきました。新座市を住みよいまちにするためには、環

境面が重要と考えました。環境面の中でもきれいなまちづくりについての提案

をします。 

  僕の親が小学生のときには夏休みにラジオ体操があり、それに出席するとス

タンプをもらうことができたそうです。スタンプカードをイメージでつくって

みました。そして、そのスタンプをもらうことが楽しくて、毎日早起きをして、

６時３０分から始まるラジオ体操に参加していたと聞いたことがあります。 

〇１番（菅原翠議員） 私はきれいなまちづくりを進めるために、そのことをい

かせないかと考えました。そこで、小学生を対象に近くの公園などに集合して、

週に１回か隔週に１回、日曜日の朝にクリーン活動を行うことを提案します。

子供たちの休みの日の生活リズムを整えることにも、よい習慣になります。そ

して、その活動に参加するとスタンプをもらえるというシステムはどうでしょ

うか。クリーン活動のスタンプカードも、ラジオ体操のスタンプカードのよう

につくってみました。 

  しかし、この取組は、小学生だけでは安全面のことが心配されます。そこで、

この取組を地域の方とともに行っていくことにするのはいかがでしょうか。地

域のボランティアの方と一緒に活動することにより、地域の方とのふれあいの

時間にもなり、地域づくりにも役立つと思います。この取組を進めていくこと

で、きれいな地域がつくられ、きれいな新座市につながっていくと思います。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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、新開小学校の菅原翠議員、細沼駿太議員からの御

質問にお答えをしたいと思います。 

  きれいなまちづくりのためのクリーン活動に関しての御質問です。新座市で

は、市主催の清掃活動やボランティアの皆様が自主的に実施している清掃活動

など様々な活動を実施しております。市が主に主催するものなのですけれども、

野火止用水クリーンキャンペーンですとか妙音沢クリーンアップ作戦のほか、

年２回、春と秋でございますけれども、町内会の皆様にお手伝いをいただきま

して、新座市は６１町内会がありまして、南部地区と北部地区に分けまして年

２回、春と秋に行っております。市民清掃では市民の皆様４万人以上の方が御

参加をいただいて、清掃活動をしているということであります。 
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  ボランティアが主体となって自主的に実施する清掃活動は、埼玉県では埼玉

県を彩の国と言っているのですが、県の管理する道路の清掃を行う彩の国ロー

ドサポート制度や市内の駅前道路や各事業所前の道などの清掃を行うにいざま

ち美化パートナーという制度がございます。企業ですとかグループですとか 

１０名以上のグループが成立しますと、ある道路の区間ですとか公園とかをボ

ランティアの人達が定期的に清掃するというような、パートナーというかそう

いう仲間を新座市と締結をして進めております。また、町内会の皆様にも常日

ごろ清掃活動はお願いをしているわけであります。 

  御提案いただいた小学生の皆さんもこのような活動に一緒に参加していただ

くということは、地域の方とのふれあいの時間になりますし、今まで知らな 

かった地域のことや、あるいは昔の話などをお年寄りの皆さんから聞くことも

できると思いますので、ぜひこういう交流の点、あるいは防犯の点も、知り合

いになることで、どこどこの家の誰々だねというようなことで大人の方が認知

してくれて、何か危ないことがあると助けてくれるのかなというふうに思いま

す。 

  両議員の御提言は、環境美化や子供の生活リズムの改善に向けても大変興味

深い取組だと思います。まずは、地域で行われている清掃活動に、お父さん、

お母さん、お兄ちゃん、お姉ちゃんと一緒になって参加していただきまして、

また地域のボランティア活動をしている方との交流も深めていただきたいと思

います。きれいなまちは、やはり一人一人の皆様の意識が大切だと思いますの

で、どうかそういう気持ちを大切にしていただいて、またみんなでそういう気

持ちを広めていくということも大切でございますので、今後、十分に取り組ん

でいただければと思います。大変貴重な御意見をいただきました。ありがとう

ございました。 

  以上でございます。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で新開小学校１番菅原翠議員、２番細沼駿太議員

の一般質問を終わります。 

 

◎栗原小学校 渡邉涼議員、堀口拓海議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、栗原小学校３番渡邉涼議員、４番堀口拓海議

員の一般質問を許可します。 

  ３番渡邉涼議員、４番堀口拓海議員。 
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  〔３番（渡邉涼議員）、４番（堀口拓海議員）登壇〕 

〇３番（渡邉涼議員） 栗原小学校、渡邉涼です。 

〇４番（堀口拓海議員） 堀口拓海です。 

〇３番（渡邉涼議員） これから一般質問を行います。 

〇４番（堀口拓海議員） 私たちは新座市の魅力を発信していくため、ゾウキリ

ンを使って新座市をＰＲしていくことを提案します。 

〇３番（渡邉涼議員） まず１つ目の提案として、新座市の観光スポットを活用

し、ゾウキリンと一緒にツアーを行うというのはどうでしょうか。ゾウキリン

がガイドを務め、新座市の魅力ある名所を紹介していくという企画です。ゾウ

キリンと一緒に歩いて観光することで、小さな子供たちはとても喜ぶと思いま

す。 

〇４番（堀口拓海議員） ２つ目は、新座市の観光スポットを活用したゾウキリ

ンのスタンプラリーを行うという提案です。スタンプを集めながら新座市の名

所をめぐれば、多くの人が楽しめて、より新座のことを知ってもらえる観光ツ

アーになると思います。スタンプを集めた数によって、ゾウキリンの非売品 

グッズや新座市観光マスター証などがもらえる仕組をつくれば、スタンプラ 

リーに参加する人が増えるのではないでしょうか。 

〇３番（渡邉涼議員） ３つ目は、毎日夕暮れどきに流れる帰宅を促す放送で、

ゾウキリンの声を使って放送することを提案します。毎日、放送を聞くことに

より、新座に住む人にも、更にゾウキリンのキャラクターが定着し、ゾウキリ

ンの知名度が上がると考えます。そうすることで、更に多くの人に新座のこと

を知ってもらえるのではないでしょうか。 

〇４番（堀口拓海議員） 私たちの考えはいかがだったでしょうか。市長の御意

見を伺います。 

〇議長（細沼光希議員） 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、栗原小学校、渡邉涼議員、堀口拓海議員からの御

質問にお答えをいたします。 

  ３つ御提案いただきました。１つ目に御提案をいただいたゾウキリンが紹介

する市内の観光スポットツアーは、ゾウキリンが参加することで、新座のこと

をよく知らない子供たちにも新座市に興味を持ってもらえるアイデアだと思い

ます。ゾウキリン、ちょっと重いのですよね。太っているので、足もちょっと

短いので、長い区間を歩くというか、長い距離を歩くことはできませんので、
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一緒に歩くというのはだめなのですけれども、例えば次の待ち合いする場所と

か休憩場所に行くことは可能ですので、そういう形で参加をすることはできる

と思います。 

  ２点目の御提案でございますけれども、新座市内の観光スポットをスタンプ

ラリーポイントとして歩くことは、新座市に来てもらえるいいアイデアだと思

います。実はもう既にスタンプラリーをやっていまして、ご存じかと思います

けれども、毎年１１月、来月になりますけれども、すぐそこ新座発見ウォーキ

ングというのを開催しております。今年も１１月にやるのですけれども、収穫

祭と、あと国際交流デーというものと、このスタンプラリーと３つ合わせまし

て、新庁舎の前の広場にみんな集まって、いろんなブース出展とか模擬店とか

出しますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思いますけれども、そういうと

ころでスタンプラリーをしていただきまして、新座駅、志木駅から野火止用水

を中心にスタンプラリーを行っております。 

  今、ゾウキリンの代わりに鉄腕アトムなのです。新座市は鉄腕アトム、手塚

プロダクションが実は野火止四丁目にあるのです。ふるさと新座館の反対側、

バイパス渡ってもらってニトリの先に、鉄腕アトムの手塚プロダクションのス

タジオがあるのです。手塚治虫さんも最期お亡くなりになるまで、ずっと新座

のスタジオで制作活動をしていたということであります。そういう意味で鉄腕

アトムは新座の特別住民票も発行した住民になっていますので、そういうとこ

ろで鉄腕アトムをＰＲして、そのスタンプをもらっていくラリーです。ゾウキ

リンも当然いろいろな、参加者にはゾウキリンのグッズなんかも配布されてお

ります。ぜひ参加をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

  ３つ目です。夕暮れ時に帰宅を促すゾウキリンの声を使うという御提案をい

ただきました。これは以前は、大人の方の声で業務的に帰りましょう、もう時

間です。５時になりました。５時半になりました。帰りましょうという大人の

声で言っておりましたけれども、平成２７年１０月から小学生の声に変更いた

しました。もう皆さんわかっていると思いますけれども、これは見守っても 

らっている子供たちが、地域の皆様への感謝の気持ちを伝える目的の一つで、

僕たち、私たちをいつも見守っていただいてありがとうというあの放送が大変

好評でございまして、市民の皆様から感謝の気持ちが伝わっているとか、ある

いは子供たちのありがとうという声が大変嬉しいという意見が多数寄せられて、

大好評でございます。 

  ゾウキリンの声で放送することは素晴らしいアイデアですけれども、実はゾ

ウキリンの中に入っている人は毎日代わるのです。ですから、大体職員が入っ
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ていますので、男性だ、女性だと、そんなことあまりこの場で言ってはまずい

かもしれないのですけれども、だから私が入っている場合もありますし、今日

は市長だなとか、明日は副市長だなとか、明後日は、あれ、もしかすると教育

長かななんてわからないように声を出していないのです。私も一回も聞いたこ

とないのです。しゃべれるといううわさがあるのですけれども、伝説になって

いますので、どういう声か、もしかすると英語でしゃべったりして、日本人な

のかもちょっとわからないかもしれないのですけれども、そんなことで大変素

晴らしいアイデアをいただきました。大変そういうことは新座市が話題になる

取組でございます。この意見を十分考慮しながら、今後の市政に反映させてい

ただきたいと思います。 

  御提案ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で栗原小学校３番渡邉涼議員、４番堀口拓海議員

の一般質問を終わります。 

 

◎陣屋小学校 尾関心優議員、大寺珠俐愛議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、陣屋小学校５番尾関心優議員、６番大寺珠俐

愛議員の一般質問を許可します。 

  ５番尾関心優議員、６番大寺珠俐愛議員。 

  〔５番（尾関心優議員）、６番（大寺珠俐愛議員）登壇〕 

〇６番（大寺珠俐愛議員） 陣屋小学校の大寺珠俐愛です。 

〇５番（尾関心優議員） 尾関心優です。 

〇６番（大寺珠俐愛議員） これから一般質問を行います。 

  どうしたら全国の方に新座市のことをもっと知ってもらえるか、考えた方法

は２つです。１つ目、今あるものに新しい魅力や価値をつける。２つ目、新し

いイベントや物をつくり出すです。 

  新座市に今あるものといえば、ゾウキリンです。今回、ゾウキリンのことを

調べていて、ゾウキリンの歌があることを初めて知りました。ゾウキリンのこ

とを多くの人に知ってもらうためには、歌を多くの人に知ってもらうことが重

要だと考えました。そこで学校の休憩時間にゾウキリンの歌を放送で流しても

らうのはどうでしょうか。ＣＭソングのように子供が覚えて歌ってくれること

が、有名になる一番の方策だと思います。 

  また、歌に合わせた振りつけをつくり、ホームページから発信していくのも
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よい方法だと思います。子供たちが歌って、踊って、親しむことで、認知度が

一気に高まります。ＳＮＳなどの投稿が広がることも期待できるのではないで

しょうか。子供たちが親しみを持てるために、更に２つの提案をします。 

〇５番（尾関心優議員） １つ目は、ゾウキリンのファッションショーです。幼

稚園や小学校で子供たちにゾウキリンに着せる服を考えてもらいます。そのア

イデアをもとに、季節や月ごとにゾウキリンの着替えを行うのはどうでしょう

か。今回はどんなゾウキリンかなと話題になると思います。 

  ２つ目は、ゾウキリンを探せです。様々な場所で、様々なことをしているゾ

ウキリンの写真を撮ります。撮ったゾウキリンの写真をホームページから発信

します。それを見た人が、同じことをする写真をＳＮＳなどに投稿したり、そ

の場所に子供たちが行ってみたりすることで、新座に来る人が増えるかもしれ

ません。新座市をより多くの人に知ってもらうには、話題づくりと、その発信、

そしてみんなが楽しく長く続けられることが大切だと思い、以上のことを提案

します。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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） 陣屋小学校、尾関心優議員、大寺珠俐愛議員からの御質問に

お答えしたいと思います。 

  ゾウキリンの歌を学校の休み時間に流してほしいということでありますけれ

ども、これはそういう歌があるのですけれども、ＨＡＹＡＴＯさんという人が

つくりました。これは学校のことですから、教育長から答弁をさせていただき

たいと思います。 

  次に、ゾウキリンのファッションショーについてですけれども、ゾウキリン

の着替えは季節で格好の変わるゾウキリンへの注目度が高まって、大変いいア

イデアかなというふうに思います。春夏秋冬に合わせてゾウキリンの着替えを

するというのは、大変素晴らしいアイデアだと思います。今開催されているラ

グビーワールドカップ、初めてベスト８入りして、明日はいよいよ南アフリカ

戦で、きっと日本は勝つと思います。大丈夫です。 

  ベスト４へ行くと思いますけれども、その２０１９のラグビーワールドカッ

プを盛り上げるために、ゾウキリンや埼玉県内のご当地キャラクターが、おそ

ろいの日本の赤白のジャージを、あれを各ゆるキャラに、カパルとか、ふっか

ちゃんとか、ゾウキリンもあれを着てイベントに参加しているのです。ちょっ



- 16 - 

とあまり知られていないのかもしれないのですけれども、参加しているのです。

埼玉県のゆるキャラは、それで応援のイベントに出ているというようなことで

あります。大変目立つというか、効果的な取組かなというふうに思っておりま

す。ぜひご覧になっていただきたいと思います。 

  また、ゾウキリンを探して写真撮影をして、その写真を発信するという御提

案でございますけれども、実は平成２９年７月から更新しているゾウキリンの

インスタグラムでは、見たことありますか。まだ見ていないですか。市内の様々

な場所はもちろんですけれども、ゾウキリンのこういう小さい人形なんかを例

えば旅行先に行って一緒に写して、それをインスタに載せていくというような

ことで、市外、全国各地、あるいは海外、海外旅行した人がゾウキリンを持っ

ていって一緒に撮影して写真を載せていると、そんな取組をしております。 

  そういうものを見た人が、ゾウキリンと新座市に大変興味を持っていただい

て、実際に新座市はどういうところだろうなということで足を運んでもらうと

いう意味では、大変貴重な有意義な、効果的な情報発信だと思っております。

ぜひそういうことを今後とも御家族の皆様やお友達に広めていただければと思

います。新座市をもっと多くの方に知っていただくために、イメージキャラク

ター、ゾウキリンを様々な方法でＰＲすることは重要だと思っております。今

後、積極的に新座市も発信していきたいと思います。このたびは御提言をいた

だきまして、ありがとうございました。 

  ゾウキリンの歌を放送することについては、先ほど言いましたけれども、教

育長から答弁させていただきます。 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） 陣屋小学校の尾関心優議員、そして大寺珠俐愛議員から

ゾウキリンの歌を全国に知ってもらうために学校で放送したらどうか、そして

全国に広めたらどうかという御提案をいただきましたので、お答え申し上げま

す。 

  新座市の魅力を多くの人々に知ってもらうために、ゾウキリンの歌を知って

もらって、学校や学校の放送で流してもらったり、歌に合わせてダンスを振り

つけたりして発信していくということは、大変素晴らしい提案だと思います。

各学校の校長先生方が、月１回、市役所に集まって会議を開きますので、その

ときに陣屋小学校の両議員の提案をしっかりと伝えて、各学校の学校放送で流

してもらうように私からもお願いをしていきたいと思っています。 

  ゾウキリンは先ほど市長が答弁したように、シンガーソングライターである
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ＨＡＹＡＴＯさんが作詞、作曲された曲でありまして、大変明るく陽気な曲に

仕上がっています。市内の小・中学生の児童・生徒の皆さんに送られたもので、

この方が全児童にＣＤを送ったということであります。大変な量のＣＤを寄贈

していただいたわけであります。ぜひ皆さんで聞いて、歌ってみてもらいたい

なというふうに思います。そして、振りつけも考えて表現し、いろんな形で発

信していったら、その波は少しずつ広がっていくのではないかというふうに思

います。 

  実は、新座市には、ゾウキリンの歌だけではなくて、新座市民の歌というの

もございます。そして、新座市民健康体操という、これは体操ですが、新座独

自の健康体操もありますので、そうしたことを皆さんが覚えて、いろいろな機

会で発表していただければ、更に更に市内にこうしたことが広がっていくので

はないかと思います。その歌声が広がっていくようなまちになれば、新座市は

もっともっと素敵なまちになるのではないかと思います。 

  尾関議員、大寺議員の提案をいかしていくために、教育委員会としましても

啓発に努力してまいりたいと思います。御提言ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で陣屋小学校５番尾関心優議員、６番大寺珠俐愛

議員の一般質問を終わります。 

 

◎新座小学校 江里口逞斗議員、吉澤鈴乃議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、新座小学校７番江里口逞斗議員、８番吉澤鈴

乃議員の一般質問を許可します。 

  ７番江里口逞斗議員、８番吉澤鈴乃議員。 

  〔７番（江里口逞斗議員）、８番（吉澤鈴乃議員）登壇〕 

〇７番（江里口逞斗議員） 新座小学校の江里口逞斗です。 

〇８番（吉澤鈴乃議員） 吉澤鈴乃です。 

〇７番（江里口逞斗議員） これから一般質問を行います。 

〇８番（吉澤鈴乃議員） 新座市は、来年２０２０年に市制施行５０周年を迎え

ます。５０周年を祝い、新座市民が新座市の魅力をもっと知る機会にできると

思います。そこで、幾つかの記念事業について提案します。 

〇７番（江里口逞斗議員） まず、何といっても新座市の魅力を伝える我らがキ

ャラクター「ゾウキリン」に登場してもらいます。新座市のイメージキャラク

ターとしてすっかり人気者のゾウキリンには、市制５０周年イベントで大いに
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活躍してほしいと思いますが、一人では少し淋しいのではないかと思います。

そこで私たちは、ゾウキリンの友達キャラクター「にんにんじん」を考えまし

た。もちろん新座市の特産品ニンジンから生まれたニンジンの忍者です。 

〇８番（吉澤鈴乃議員） 新座市には、平林寺や野火止用水を始め歴史的なもの

がたくさんあるので、忍者のキャラクターはイメージにぴったりだと思います。

ゾウキリンとにんにんじんで５０周年を祝う祭りに登場し、町内会対抗にんじ

んリレー、ニンジンでつくったスタンプラリー、ニンジンの早食い競争などで

盛り上げると楽しいイベントになると思います。 

〇７番（江里口逞斗議員） また、市制５０周年に向けて、ロゴマークやキャッ

チフレーズを募集する予定はあるのでしょうか。私たちは、その一般公募もい

いと思いますが、各小学校でキャッチフレーズを考えて横断幕をつくり、５０

周年イベント会場で飾るということを考えました。私たちが考えたのは。 

〇７番（江里口逞斗議員）・８番（吉澤鈴乃議員） 「緑のまちふるさと新座、つ

なげ次世代へ」です。 

〇７番（江里口逞斗議員） 各学校でキャッチフレーズを考えることで、小学生

が新座市のことをもっとよく知ったり、好きになったりする取組になると思い

ます。 

〇８番（吉澤鈴乃議員） 私たちは市制５０周年と聞いてもぴんと来ないという

のが正直な感想ですが、以上のようなイベントや取組を通して新座市のことを

もっと大好きになれたらいいなと思って提案いたします。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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、新座小学校の江里口逞斗議員、吉澤鈴乃議員から

の御質問にお答えをいたします。 

  新座市を多くの方に知ってもらうために、市制施行５０周年という記念すべ

き機会をさまざまな方法で盛り上げ、市の魅力をＰＲすることは重要だという

ことだと思います。また、新座市を知ってもらういい機会だと思います。 

  御提案をいただいたゾウキリンの友達キャラクターにんにんじんは、おもし

ろい取組ですね。アイデアだと思います。また、にんにんじんを取り上げて、

いろんなイベントをするというようなことでありますけれども、参考にさせて

いただきたいと思います。 

  新座市は歴史のあるお寺、平林寺、普光明寺あるいは法台寺、満行寺、蓮光
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寺などお寺がたくさんあります。それも由緒正しいお寺ばかりなのですけれど

も、あるいは野火止用水とか、昔ながらの１６５０年代にできた用水路が市内

を張りめぐらされておりますので、これを活用してニンジンとのコラボレー 

ションをするということは、大変おもしろい取組だと思います。また、その中

でリレーとかスタンプラリー、あるいはニンジンの早食い競争とか今ビデオで

御紹介いただきました。参考にさせていただきたいと思います。 

  実は、現在、新座市で考えている５０周年の記念イベントといたしましては、

来年の１０月３１日と１１月１日の２日間にわたりまして、実は新座市制とい

うのは昭和４５年１１月１日にスタートしたのです。それまでは町でした。来

年が５０周年になりますから、その１１月１日、いつも市制施行記念日でいろ

んな式典を行っておりますけれども、それに合わせて来年は５０周年を祝うイ

ベントとして、いつも産業フェスティバル、商工会館前で今まで行っておりま

したけれども、今年、先週、庁舎の前で産業フェスティバルを行う予定だった

のですが、台風で中止になりました。来年はこの時期ではなくて、１１月１日

と前日の１０月３１日に行う、そんな企画をしております。 

  また、ロゴマークやキャッチフレーズの御質問を頂きましたけれども、新座

市のキャッチフレーズを考えました。これは多くの人に住んでみたい、ずっと

住み続けていただきたいということで、選ばれるまちになるために、昨年、「く

らすにいざ∞ぷらすにいざ」というキャッチフレーズとロゴマークを作成いた

しました。ちょっと出していただけますか。 

  ちょっとなじみがないのですけれども、このマークが新座市の一つのロゴ 

マークに決定をしております。昨年、決めました。「くらすにいざ∞ぷらすにい

ざ」というのですけれども、このキャッチフレーズは新座市が暮らすことに価

値があるまちであり、また暮らすことで、さらにプラスの価値があると感じて

いただけるまちであることを表しています、ちょっと難しいですけれども。ロ

ゴマークの二重の円のようなものは、これは無限大の印です。無限大という記

号の印になります。無限大の記号で、新座市の今後の可能性が無限大であると

いうことを表現しております。まずは、このキャッチフレーズとロゴマークを

広めていきたいと思っております。 

  ５０周年という記念すべき年は、これからの未来を担っていく皆さんに、新

座市の歴史や今、そして未来について考えていただく大変貴重な区切りの年だ

と思います。今後、市内の学校とも連携して、皆さんが楽しめる、そして取り

組めるイベントを考えていきたいと思いますので、今後もいろいろなアイデア

を出していただきたいと思います。今回は、大変おもしろく、貴重な意見をい
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ただきました。ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  ７番江里口逞斗議員、８番吉澤鈴乃議員。 

〇７番（江里口逞斗議員） ロゴマークやキャッチフレーズは、採用されないと

いうお答えでした。 

〇８番（吉澤鈴乃議員） でも、イベントにキャッチフレーズを掲げたい学校は

掲げてもいいですか。 

〇７番（江里口逞斗議員）・８番（吉澤鈴乃議員） ぜひお願いします。 

〇議長（細沼光希議員） 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） 皆さんの小学校、中学校にも、皆さんのスローガンとか学校

の目標なんかが、学校の校舎の表に大きく張り出されております。それを５０

周年に絡めて、皆さんが考えたキャッチコピーとかロゴマークにつきましては、

教育長の許可が必要ですけれども、私は大丈夫かなというふうに思いますので、

ちょっとこれについては……大丈夫ですか。 

  〔「はい」という発言あり〕 

〇市長（並木傑） 大丈夫ですって。校長先生とともに考えていただければと思

います。大丈夫だと思います。 

〇議長（細沼光希議員） 以上で新座小学校７番江里口逞斗議員、８番吉澤鈴乃

議員の一般質問を終わります。 

 

◎池田小学校 山﨑純汰議員、白幡千眞議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、池田小学校９番山﨑純汰議員、１０番白幡千

眞議員の一般質問を許可します。 

  ９番山﨑純汰議員、１０番白幡千眞議員。 

  〔９番（山﨑純汰議員）、１０番（白幡千眞議員）登壇〕 

〇１０番（白幡千眞議員） 池田小学校、白幡千眞です。 

〇９番（山﨑純汰議員） 山﨑純汰です。これから一般質問を行います。 

  来年は市制施行５０周年です。記念行事を盛り上げるために、私たちはオリ

ンピック・パラリンピックとコラボレーションして、市民参加型の「オリパラ

新座で結ぼう世界の絆フェスタ」を大々的に行おうと考えています。オリンピ

ック・パラリンピックの盛り上がりをいかせば、記憶に残る記念行事になると

思います。このフェスタを盛り上げるために、３つの出し物を考えています。 

  １つ目は、オリンピック・パラリンピックで交流するブラジルとの絆を深め



- 21 - 

ることです。そのためにブラジルと新座の歴史を振り返る映像を流します。歴

史の違いを理解し、どのように発展したかを知ることで、互いの地域の素晴ら

しさを再確認することができます。また、ブラジル料理や新座の名物料理の販

売も考えています。 

〇１０番（白幡千眞議員） ２つ目は、新座市ゆかりのキャラクターである鉄腕

アトムとゾウキリン、ブラジルのサンバと新座音頭のパレードです。パレード

を行うことで、子供を楽しませる狙いがあります。子供が来れば、大人もつい

てきてくれます。撮影スポットを設けることで、ＳＮＳなどでも投稿してもら

い、新座のよさをより多くの人に知ってもらうことができます。 

  ３つ目は、オリンピック・パラリンピックで行われる競技の体験ブースをつ

くることです。新座市で行われる射撃やオリンピック・パラリンピック競技を

体験することで、競技の楽しさを知ることができます。 

  以上のようなフェスタを行うことで、日本でオリンピック・パラリンピック

が開催される記念の年に行われた市制５０周年を記憶に残るものにしたいと考

えます。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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、池田小学校の山﨑純汰議員、白幡千眞議員からの

御質問にお答えします。 

  新座市のオリンピック・パラリンピックのキャッチフレーズ「新座で結ぼう

世界の絆」は、皆様の先輩に当たります池田小学校を今年の春に卒業いたしま

した三宅心音さんがつくった作品であります。応募したところ、三宅さんが１

番になって選ばれたということであります。このキャッチフレーズは、オリン

ピック・パラリンピックのときは外国から新座市にたくさんの方が訪れるので、

新座で世界の絆が結ばれるといいなという意味でつくった、思いついて考えた

ということであります。 

  また、今年はブラジルのリレー選手、世界リレーに５月に出場いたしました

けれども、この選手団が池田小学校を訪問して交流したと思いますが、覚えて

いると思います。皆さんもブラジルへの親しみが湧いたと思います。池田小学

校をブラジルのリレー団が訪れたことで元気が出まして、世界リレーでは男子

４００メートルリレーでブラジルが金メダルをとったのですね、本当に。金メ

ダルをとったのです。池田小学校へ行ったからとったのかなと思いますけれど
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も、そういうことがありました。 

  ２０２０年は東京オリンピック・パラリンピックが開催され、新座市は射撃

の会場になりますよね。ブラジルオリンピック選手団の事前トレーニングキャ

ンプ地にもなっています。また、５０周年を迎えるということも先ほど申し上

げております。このオリパラを新座市から盛り上げるためには、既にビームラ

イフルというレーザーみたいなもの、ビームライフル体験会やパラリンピック、

ボッチャもそうなのですけれども、目隠しをしていろんな体験をしていると思

いますけれども、体験会を行ったり、あるいは既に大江戸新座祭り、７月に行

いますけれども、あるいは産業フェスティバルなんかにもサンバチーム、ブラ

ジルはサンバが有名ですから、そのサンバチームが阿波踊りのときに来まして、

道を練り歩いたということで、昨年から今年で２回目になりますけれども、行

いました。そんないろんな取組をしているということであります。 

  また、インスタパネルをつくって、イベントに参加した方が写真を撮って、

ＳＮＳで発信していただく取組もしております。インスタパネルは、この議場

がある市役所の５階にありますので、どうぞ帰りにお父さん、お母さんと写真

を撮っていただければと思います。 

  次に、５０周年を記念したイベントですけれども、先ほど申し上げましたけ

れども、来年の１１月１日と前日の１０月３１日、２日間にわたってお祝いを

するということを申し上げました。この産業フェスティバルを行うということ

でありますけれども、盛大に盛り上げていきたいと思います。 

  この来年の記念式典は、１１月１日です。７月２４日がオリンピックの開会

式です。８月２５日がパラリンピックの開会式になりますので、もう既に全部

競技が終わっていますので、金メダルをとった方、銀、銅、いろんな選手がい

ると思いますので、できればそういう人たち、特に新座にゆかりの深いような

方を呼べればいいかななんて思っていますけれども、そんな取組も考えており

ます。 

  また、聖火ランナーなのですけれども、聖火リレーが来年７月７日、新座に

やってきます。聖火リレーが新座を通るのです。７月７日、七夕の日に決定を

しておりますので、埼玉県は３日とっております。７月７、８、９日、それで

１０日に東京に行くのですけれども、７日の日に早速新座に来るのです。川口

とか戸田を通ってきて、和光に聖火が到着しまして、和光、朝霞、それで新座

に来るのです。新座から、また聖火を車に乗って日高市に持って行くというこ

とになりますので、ぜひ……場所はどこに聖火ランナーが走るかという場所は

ちょっとまだ言えませんけれども、新座に来るということはＰＲしていきたい
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と思います。 

  この記念式典の中で、しっかりブラジルとの交流も深めていきたいと思いま

す。オリンピックというのは世界規模のイベントでありますので、市制施行 

５０周年と重なりますので、どうか小学校でもいろんなアイデアを出していた

だいて、まだ１年ありますので、いろんなアイデアを出していただいて、ぜひ

オリンピック・パラリンピックを盛り上げていただきたいと思いますし、５０

周年のお祝いにもいろんな形で御参加をいただいて、またアイデアが出ました

ら、どんどん学校を通じて市に、私に言っていただければありがたいわけであ

ります。 

  大変貴重な御意見ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で池田小学校９番山﨑純汰議員、１０番白幡千眞

議員の一般質問を終わります。 

 

◎新堀小学校 山原魁珠議員、知野見香苗議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、新堀小学校１１番山原魁珠議員、１２番知野

見香苗議員の一般質問を許可します。 

  １１番山原魁珠議員、１２番知野見香苗議員。 

  〔１１番（山原魁珠議員）、１２番（知野見香苗議員）登壇〕 

〇１１番（山原魁珠議員） 新堀小学校の山原魁珠です。 

〇１２番（知野見香苗議員） 知野見香苗です。 

〇１１番（山原魁珠議員） これから一般質問を行います。 

  私たちの住む新座市は、都心に近く、豊かな自然がある魅力たっぷりのまち

です。中でも野火止用水は歴史的価値が高く、未来に残していきたいです。新

堀地区は、中学校への自転車登校が許されています。水道道路を実際に通って

みると、車がたくさん走っています。野火止用水の横の道は道幅が狭く、街灯

がないためとても暗く、危ないです。自転車でも安全に登校できるように改修

してほしいと感じました。野火止用水のＰＲと中学生の自転車登校の安全を兼

ねて、野火止用水サイクリングロードの開発を提案します。 

〇１２番（知野見香苗議員） サイクリングロードの途中には休憩のできる公園

をつくってみたらどうでしょうか。新座市のゆるキャラ、ゾウキリンをモチー

フにした遊具があれば、新座市を宣伝しながら小さな子でも楽しめます。新座

市の特産物や野火止用水の歴史がわかる資料を掲載すると、新座市の魅力がさ
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らに伝わると考えます。 

  ほかに屋根つきベンチを設置してみたらどうでしょうか。雨や暑さにも対応

でき、たくさんの人が集まる憩いの場になると考えます。マンホールに新座市

を紹介できることをデザインするのもおもしろいと思います。デザインの中に

１文字ずつ平仮名を書いておき、それをつなげて言葉をつくり、オリエンテー

リングができたら楽しさも倍増すると思います。新座市の魅力をたくさんの人

に伝えるとともに、自転車通学の中学生の安全を守る野火止用水サイクリング

ロードの開発を提案します。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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、新堀小学校の山原魁珠議員、知野見香苗議員から

の御質問にお答えをしたいと思います。 

  まず、野火止用水の横の道の街灯ですけれども、現在、車の通る車道側と人

が歩く歩道側に向けて１灯ずつそれぞれ設置をしております。それでも暗い場

所につきましては、職員が現地確認をして街灯を増やしております。さらに、

暗い場所があれば教えていただきたいと思います。改善をしていきたいと思い

ます。 

  次に、野火止用水にサイクリングロードを開発し、公園や屋根つきベンチを

設置することの御提案をいただきました。整備する土地を買うためには、多額

のお金がちょっと必要になるということでありますので、すぐやるということ

はちょっと難しいですけれども、今後考えていきたいと思います。市内には新

座市や野火止用水をＰＲできる場所がたくさんあります。ちょっと幾つか紹介

したいと思います。 

  例えば、野火止用水沿いには複数の公園があって、散歩やジョギングの途中

に立ち寄ることができます。特に野火止公園には児童を対象としたアスレチッ

ク遊具があるほか、東屋（あずまや）と呼ばれる屋根つきベンチが設置されて

おります。ちょっとした休憩や憩いの場として利用されております。野火止公

園は知っていますよね。ほかにも黒目川沿いには、散歩やジョギングをするの

に適した遊歩道が整備をされています。今後は柳瀬川のほうにも遊歩道を整備

していきたいと考えておりますので、楽しみにしていただきたいと思います。 

  また、野火止の五丁目にあるグリーンランド児童遊園と畑中二丁目にある畑

中黒目川公園には、ゾウキリンの形をしたスイング遊具が設置してあります。
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ちょっとスクリーンを見ていただけますか。これこれ、これスイング遊具です。

こういうのがあるのです。小学校ではなくて、ちょっと下ですね。幼稚園とか

そんな感じになると思いますけれども、スイング遊具です。機会がありました

ら、皆さんもぜひ行ってみてください。 

  また、次に、新座市の紹介ができるデザインマンホールについてお答えをし

たいと思います。皆さんが道路上で見ているマンホールは、実は地下にマンホ

ールの本体があって、ふたの部分が地上に出ています。大型のトラックなんか

かが来ると大変ガタガタするから、丈夫な構造にしなければいけません。硬い

もので覆っていなければいけません。しかし、デザインマンホールは、普通の

マンホールのふたよりも大変弱いのです。ですから、そういうマンホールを設

置できる場所は限られています。ちょっと費用も高額になるということです。 

  そのため、新しいデザインのマンホールふたをすぐに設置することはちょっ

と難しいのですけれども、既に現在、新座市では下水道の役割とか新座市の魅

力をＰＲするためにゾウキリンのデザインマンホールを２種類作成しておりま

す。ちょっとスクリーン見てください。これ２種類あるのです。これが市内 

１０か所にあるのです。知っている人いますか。いないでしょう。１０か所あ

りますから、ぜひ探してみていただきたいと思います。スタンプラリーではな

いですけれども、ぜひ探していただきたいと思います。１０か所ございます。

市長は知っていますから。 

  貴重な御提案ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で新堀小学校１１番山原魁珠議員、１２番知野見

香苗議員の一般質問を終わります。 

 

◎東野小学校 橋本蒼太朗議員、齊藤瑠希議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、東野小学校１３番橋本蒼太朗議員、１４番齊

藤瑠希議員の一般質問を許可します。 

  １３番橋本蒼太朗議員、１４番齊藤瑠希議員。 

  〔１３番（橋本蒼太朗議員）、１４番（齊藤瑠希議員）登壇〕 

〇１３番（橋本蒼太朗議員） 東野小学校の橋本蒼太朗です。 

〇１４番（齊藤瑠希議員） 齊藤瑠希です。 

〇１３番（橋本蒼太朗議員） これから一般質問を始めます。 

  新座市には平林寺や野火止用水などの自然豊かな観光スポットがあります。
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ですが、ほかの県の人や外国の人は新座市のよいところをあまり知りません。

そこで僕たちは新座市のよい点をまとめたパンフレットを置くことを提案しま

す。そうすることで新座市民や他の地域の人にもよさを知ってもらえるからで

す。 

  新座市はブラジルのホストタウンであり、オリンピック・パラリンピックの

射撃の会場でもあります。新座に来る人たちに地元のよいところを知ってもら

いたいのです。 

〇１４番（齊藤瑠希議員） パンフレットをつくることによって、新座市の魅力

を知ってもらい、観光客も増えます。外国の人々が新座や日本のよさを知るこ

とができます。また、新座に住んでいる人もパンフレットを読んで新座のよさ

を守っていこうという効果があります。パンフレットの内容も次のように工夫

すると効果があります。 

  １つ目は、見る人の興味を引く写真を載せる。２つ目は、一目でわかりやす

い表紙にする。３つ目は、日本語版と英語版をつくる。そうすることで、多く

の人に興味を持ってもらえます。 

  例えば、平林寺です。平林寺は、創建は１３７５年、現在のさいたま市岩槻

区です。１６３３年に川越藩主である松平信綱の遺言によって平林寺は新座市

野火止に移され、３５０年以上建ち続けています。信綱は今も平林寺に眠り、

平林寺は一族の菩提寺となっています。また、その墓は、県指定遺跡に登録さ

れています。 

〇１３番（橋本蒼太朗議員） また、野火止用水です。野火止用水は１６５３年、

松平信綱、別名知恵伊豆は、玉川の水を羽村から武蔵野まで通す玉川上水を開

きました。その後、玉川上水から野火止へ水を分けることが許され、１６５５

年に家臣などに野火止用水をつくらせました。主に生活用水などとして利用さ

れました。人々は野火止用水によって生活が豊かになったことを信綱に感謝し、

野火止用水を知恵伊豆の伊豆をとって伊豆殿堀と呼ぶようになりました。新座

市立野寺小学校の校歌には、「めぐみの水よ 伊豆堀よ」という歌詞があり、信

綱の人柄や向学心を歌詞とした校歌が歌われています。 

〇１４番（齊藤瑠希議員） ほかにも法台寺、普光明寺、新座市総合運動公園な

どのたくさんのスポットがあります。 

〇１３番（橋本蒼太朗議員） このような見る人の興味を引く写真を載せ、一目

でわかりやすい表紙にする。日本語版と英語版をつくる。このようにすること

で多くの人に興味を持ってもらいます。 

  また、設置場所も工夫するとよいです。オリンピック・パラリンピックには
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たくさんの人が来ます。移動の際には、タクシーにもよく乗ると思います。な

ので、タクシーの中にもパンフレットを置くと効果的です。ほかにもオリン 

ピック・パラリンピックの会場や駅、コンビニ、スーパーなどにも置くことで、

多くの人の手にとってもらえます。また、新座市のホームページにパンフレッ

トの内容を載せると、世界中の人が見ることができます。 

〇１４番（齊藤瑠希議員） パンフレットをつくることによって、新座に住んで

いる人も、観光で訪れる人も、ともにパンフレットを読んで魅力を感じること

ができます。東京オリンピック・パラリンピックや、その先に向けた新座パン

フレット、ぜひ御検討ください。 

  以上で１回目の質問を終わりにします。 

〇議長（細沼光希議員） 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、東野小学校橋本蒼太朗議員、齊藤瑠希議員からの

御質問にお答えを申し上げます。 

  現在、新座市には、市の見どころを掲載した“すぐそこ新座”観光ガイド 

マップが既にあります。市内の公共施設に設置するとともに、市のホームペー

ジにも掲載することで、市の観光スポットのＰＲに努めております。既にあり

ます。こういうものなのです。春夏秋冬に合わせたいろんな催しとか、史跡・

名勝が載っています。また、地図も載っておりますので、どこに何があるかと

いうことが一目でわかると思いますので、これを後で配りますので、見ていた

だければと思います。 

  また、英語版はどうかというのですけれども、来年、東京オリンピック・パ

ラリンピックが来ますので、外国の方がたくさん来ますので、来年に向けて作

成して、オリンピックに間に合うようにする予定になっております。 

  また、新たな情報量を増やしたガイドブックも作成する予定ですけれども、

３つのアイデアを参考にしながら、更にいいものをつくっていきたいと思いま

す。最近ではスマートフォンのアプリを活用したサービスも普及しております

ので、これは自動翻訳機能があるアプリですので、これも用いて新座市の魅力

を外国の方にも広めたいと思います。英語、ブラジルはポルトガル語ですから、

フランス語、スペイン語にも、あるいは韓国、中国語にも翻訳できるスマホの

アプリをＰＲするところにマッチングしていきたいと思います。 

  また、設置場所にもタクシーですとか公共施設とかというお話もいただきま

したので、検討させていただきたいと思います。何はともあれ来年は多くの日
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本人が全国から来ますし、また全世界からありとあらゆる方がいらっしゃると

思いますし、また射撃の競技というのは、日本では射撃はなかなかあまりなじ

みがないのですけれども、世界では大変人気のあるスポーツというので、上位、

いわゆる射撃に参加するというか、そういう興味を持っている人気スポーツの

ベスト３とかベスト５に確か入っていたと思いますので、全世界から射撃を楽

しみに新座市に訪れますので、そういうときにせっかくのチャンスですので、

新座市を全世界に、全国に広めていきたいと思いますので、工夫をさせていた

だきたいと思います。 

  御提案ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で東野小学校１３番橋本蒼太朗議員、１４番齊藤

瑠希議員の一般質問を終わります。 

 

◎栄小学校 関田一樹議員、青山采生議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、栄小学校１５番関田一樹議員、１６番青山采

生議員の一般質問を許可します。 

  １５番関田一樹議員、１６番青山采生議員。 

  〔１５番（関田一樹議員）、１６番（青山采生議員）登壇〕 

〇１５番（関田一樹議員） 栄小学校の関田一樹です。 

〇１６番（青山采生議員） 青山采生です。 

〇１５番（関田一樹議員） これから一般質問を行います。 

  ボアタルジ。 

〇１６番（青山采生議員） ムィト プラゼール。 

〇１５番（関田一樹議員） メウノウミエ カズキ。 

〇１６番（青山采生議員） メウノウミエ コトミ。 

〇１５番（関田一樹議員） 私たち栄小学校は、日本一オリンピック・パラリン

ピック会場に近い学校として新座市とともに「新座で結ぼう世界の絆」の 

キャッチフレーズのもと、オリパラを盛り上げていきます。そこで、ブラジル

のホストタウンである新座市の特色や私たちの国の伝統文化を最大限に生かし

た様々な国の方々との文化交流の工夫を２つ提案します。 

  １つ目は、大江戸新座祭りのオリパラバージョンです。１０万人というたく

さんの人々が訪れる大江戸新座祭りを活用すれば、オリパラを盛り上げられる

こと間違いなしです。そこで、昨年度から行っているステージ上でのサンバの
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踊りを阿波踊りと同じように練り歩きで行ってみてはどうでしょうか。サンバ

のリズムに合わせて日本とブラジルの人々が、大江戸新座祭りを舞台に交流す

る、そんな素敵な光景を思い浮かべると胸がワクワクしてきます。オリン 

ピック・パラリンピックの年には、栄小学校の隣の自衛隊朝霞訓練場が射撃会

場になります。たくさんの方々が新座市に訪れ、競技を見るとともに、大江戸

新座祭りにも参加してもらえればオリパラが盛り上がるだけでなく、新座市全

体を盛り上げることができると考えます。 

〇１６番（青山采生議員） ２つ目は、新座市を訪れた方々と交流を深めるため

の工夫です。海外の方は、日本伝統の扇子が好きだと聞いたことがあります。

そこで、新座市のマスコットであるゾウキリンをプリントした扇子をお土産と

して渡してみてはどうでしょうか。このゾウキリン扇子をプレゼントすること

を通して、外国の方との会話が生まれ、交流が深められると考えます。 

  また、ブラジルと日本の国旗を町中に掲げることや、ポルトガル語や様々な

外国の挨拶を学び、こちらから挨拶することで、新座市民として来てくれる外

国の方々を温かく迎えることができると考えます。相手のことを知り、自分た

ちの文化も伝えることが国際理解には必要だと道徳の授業で学びました。これ

らの文化交流を通して、新座市全体でオリンピック・パラリンピックを盛り上

げていきましょう。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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、栄小学校、関田一樹議員、青山采生議員からの御

質問にお答えを申し上げます。 

  議員のおっしゃるとおり、新座市はブラジル共和国のホストタウンでござい

ます。今年はブラジル代表のマラソンスイミングの選手団が、栄小学校を訪問

して交流したと思います。児童の皆さんもブラジルへの親しみが深まったので

はないかと思います。やはりマラソンスイミングも競技の種目の中で女性の方

が確か銅メダルをとられたということで、ここもメダルを獲得したということ

で、縁起のいいことだと思います。 

  大江戸新座祭りでは、昨年と今年は、ブラジルのホストタウンであることを

ＰＲするために、サンバのステージやパレードを行いました。来年もぜひオリ

ンピック・パラリンピックの開催の年でありますし、また事前にオリンピック

の前に、オリンピックは７月２４日が開会式なので、その１週間前ぐらいに行
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いますから、ちょうど盛り上がっているときだと思いますので、ぜひサンバを

このお祭りに参加できるように実行委員会に提案をしていきたいと思います。 

  ２つ目の扇子を配ったらどうかという御提案をいただきました。新座市では、

実はオリジナルのうちわ、扇子はちょっとお金かかるので、うちわをこんなよ

うにつくってあります。これは後で差し上げますけれども、こんなうちわをつ

くってあります。「新座で結ぼう世界の絆」ということで、新座市は射撃の競技

会場、ブラジルのホストタウンということで、実はこれはチームブラジルのマ

スコットキャラクター「ジンガ」という、こういうキャラクターみたいです。

これはゾウキリンなのですけれども、サンバ仕様にしたゾウキリンで、こんな

ふうにつくってみました。 

  実はホストタウンになるときに、ブラジルの選手団が宿泊をしたり施設を借

りるのが、新座の総合運動公園もそうなのですけれども、主に立教大学の新座

キャンパスなのです。ですから、ホストタウンはブラジルと埼玉県と新座市と

立教大学がホストタウンの締結を結んだと、４者で結んだのです。ですから、

立教のロゴもありますけれども、そんな取組をしているということで、後でご

覧になっていただきたいと思います。 

  ３つ目の外国の方を迎える準備をし、交流を深めてはどうかというご提案で

すけれども、新座市では今年の４月からブラジル人のグスタボ・ラモスさんと

いう方に新座市の職員になっていただきました。彼は日本語がペラペラ、英語

もできる、ポルトガル語もペラペラ、素晴らしい方ですけれども、今年１年間

来ていただいて、来年も来ていただくように今調整をしている。２年間、新座

市に来ていただいて、市役所でお仕事をしていただくということです。 

  この方がグスタボ・ラモスさんですけれども、このラモスさんによりまして

出前講座、例えば小・中学校でブラジルのこういうことをやりたいとかという

ことがあれば、この方が行って出前講座を行います。実際立教大学等でも授業

をしています。また、小・中学校にももう既に授業をしているということであ

ります。教室では、ブラジルの文化やポルトガル語を学ぶことができますので、

皆さんの学校でもぜひ招聘というか、呼んでいただければと思います。 

  また、市内をオリンピック・パラリンピックのムードで盛り上げようという

ことなのですけれども、その市内の装飾、シティドレッシングということで、

盛り上げるためにいろいろな旗、バナーとかのぼりをつくったりしております。

市役所周辺も見ていただければわかりますけれども、市役所の中もいろんなシ

ールを張ったり今盛り上げておりますので、これも市役所とか駅前にどんどん、

どんどん増やしていって、市民の皆様の機運の醸成を図っていきたいなという
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ふうに思います。 

  このたびは貴重な御提案をいただきまして、誠にありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  １５番関田一樹議員。 

〇１５番（関田一樹議員） 再質問をします。 

  青山采生議員の言ったブラジルと日本の国旗を町中に掲げることについては、

市長はどう考えていますか。 

〇議長（細沼光希議員） 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） 今も掲げているところもありますけれども、今後、数を増や

していくかどうかちょっと検討させていただいて、進めていきたいと思います。 

〇議長（細沼光希議員） 以上で栄小学校１５番関田一樹議員、１６番青山采生

議員の一般質問を終わります。 

 

◎石神小学校 小林結宇議員、田代里桜議員 

〇議長（細沼光希議員） 続いて、石神小学校１７番小林結宇議員、１８番田代

里桜議員の一般質問を許可します。 

  １７番小林結宇議員、１８番田代里桜議員。 

  〔１７番（小林結宇議員）、１８番（田代里桜議員）登壇〕 

〇１８番（田代里桜議員） 石神小学校の田代です。 

〇１７番（小林結宇議員） 小林です。これから一般質問を行います。 

  市長に提案です。いよいよ来年に迫ってきた東京オリンピック・パラリン 

ピックをさらに盛り上げるために、次の３点を提案します。 

  新座市では、オリンピック・パラリンピック種目の射撃が行われる予定です。

その射撃になれ親しんでもらうために、新座市内の小学校や各地区で行われる

お祭りなどで射撃についてのイベントを行うのはいかがでしょうか。射撃につ

いて詳しく知ってもらうために、ルールや歴史などについて紹介をするコー 

ナーをつくったり、実際に射撃を体験してもらったりするコーナーをつくって

はどうでしょう。本当の射撃体験が難しいのであれば、射的や的当てなど私た

ちから小さなお子様まで楽しめることを行ってもよいと思います。このような

機会があれば、余りなじみのない射撃について、新座市に住む人も、他の場所

から来る人も、射撃についてさらに知ることができるでしょう。世界中から新

座市に来る射撃の出場選手達を温かく迎えることができ、２０２０年の東京オ

リンピック・パラリンピックがさらに盛り上がるはずです。 
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〇１８番（田代里桜議員） ２つ目は、新座市のニンジンを使った料理などを入

れた「にんじん弁当」をつくり、お祭りやオリンピック会場などで販売するの

はどうでしょうか。私たちの学校では、にんじんゼリーやにんじんご飯など新

座市のニンジンを使った給食メニューがあります。これらの給食は甘くて、お

いしいニンジンが入っていて、とてもいいと評判も高く、１年生から６年生、

先生方まで幅広く親しまれています。 

  なぜニンジンを選んだかというと、新座市で１年間に収穫されている野菜の

中でも特に多いのがニンジンだからです。そのニンジンのおいしさを新座市か

ら日本全国の多くの人に知ってもらうためにも、新座市の有名グ ル メ と し て

にんじん弁当を販売します。お弁当なので、お昼ご飯としても食べることがで

きるし、持ち帰ってお土産にすることができます。遠くから来ている方でも、

お土産として近所の人や家族に届けることができます。 

  ３つ目に、新座市はブラジルの事前トレーニングキャンプ地なので、ブラジ

ルの人が新座を楽しめるように、ブラジル人の公用語のポルトガル語の看板を

増やすのはどうでしょうか。「Ｂｅｍ－ｖｉｎｄｏｓ ａ Ｎｉｉｚａ！」、ポ

ルトガル語で「ようこそ、新座へ」などの歓迎の看板を見れば、ブラジルの方々

も喜んでくれるでしょう。２０２０年のオリンピック・パラリンピックを盛り

上げるための以上の提案、いかがでしょうか。 

  これで１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼光希議員） 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、石神小学校、小林結宇議員、田代里桜議員からの

御質問にお答えします。 

  まず、射撃についてのイベントを開催してはどうかという質問でございます。

議員のおっしゃるとおり、射撃はあまりなじみのない競技であります。そこで

新座市では、本物そっくりの光線銃を使ったビームライフル体験会や射撃のア

スリートによる講演会を行い、射撃のＰＲに努めております。また、「広報にい

ざ」では、サルミアッキさんという漫画家による射撃に関する漫画、「ライフル・

イズ・ビューティフル」を掲載しております。これです。４コマ漫画で、「ライ

フル・イズ・ビューティフル」と、実はこの漫画、大変好評でありまして、昨

年、和光市で射撃のアジア選手権が行われたのですけれども、そのときにこの

「ライフル・イズ・ビューティフル」の４コマ漫画をポスターで張っていまし

たら、外国の方が、要するに海外メディアにも発信しているみたいなのですけ
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れども、大変好評で、そのポスターをみんな持っていったということで、これ

すごいＰＲ効果があるなということで、３市でお金を出し合いまして、漫画の

版権がありますから、このサルミアッキさんに払っていまして、昨年の１１月

から「広報にいざ」で隔月に出ていますね、２年間で。よく読むとおもしろい

ですから、ぜひこれを広めていただきたいと思います。あまり知らないですよ

ね。ですから、こういうことで広めているということであります。 

  この漫画は、射撃部に所属する女子高校生たちの日常を描いた４コマ漫画と

いうことであります。本日、議員の皆様にもお配りいたしますので、ぜひ後で

読んでみていただきたいと思います。今後も頂いた御提案を参考にしながら、

市民の方々に競技に対する興味、関心を高めてもらえるような取組を実施して

いきたいと思います。 

  ２つ目に、新座市のニンジンを使ったにんじん弁当の御提案をいただきまし

た。ニンジンは新座市の代表的な農産物です。にんじん弁当は、新座市の食を

知っていただくよいメニューだと思います。新座市には新座ブランドとしても

認定されている実はニンジンを練り込んだにんじんうどん、食べたことあるか

な、皆さん。結構スーパーなんかに売っていますけれども、にんじんうどんを

つくってあります。にんじんうどんや、また十文字学園女子大学が開発したに

んじんドレッシング、あるいはにんじんケーキがあるのです。新座市のニンジ

ンをＰＲしています。オリンピック・パラリンピックの競技会場の中や周辺に

は多くの決まり事があるため、食べ物を直接その会場内で販売することはでき

ませんけれども、今後もニンジンを使用したメニューの検討をしていきたいと

思います。また、こういう商品があるよということはしっかりＰＲしていきた

いと思います。 

  ３つ目のポルトガル語の看板の設置ですけれども、新座市では平林寺周辺な

どの観光名所に日本語と英語で書いた看板を設置しております。また、ブラジ

ル選手団が事前トレーニングキャンプを行う立教新座キャンパスでは、学生の

ボランティアがトイレや自動販売機など選手団がよく使う場所にイラストつき

でポルトガル語の案内を書いてくれました。これからも新座を訪れる外国の方

が不便なく新座市を楽しんでもらえるように工夫をしていきたいと思います。 

  大変貴重な御意見、御提言を頂きました。ありがとうございました。 

〇議長（細沼光希議員） 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（細沼光希議員） 以上で石神小学校１７番小林結宇議員、１８番田代里

桜議員の一般質問を終わります。 
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  以上で、前半の一般質問を終了します。 

  ここで１５分間休憩します。 

 

  休憩 午前１０時３５分 

  再開 午前１０時５０分 

 

〇議長（細沼駿太議員） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

小・中学生議会後半の議長を務めさせていただきます新開小学校の細沼駿太

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。 

   

◎新座中学校 小村健悟議員 

〇議長（細沼駿太議員） それでは、新座中学校１９番小村健悟議員の一般質問

を許可します。 

  １９番小村健悟議員。 

  〔１９番（小村健悟議員）登壇〕 

〇１９番（小村健悟議員） 新座中学校の小村健悟です。これから一般質問を行

います。 

  新座市は、住みよいまちへの取組によって、首都東京に近い、地価が安い、

地域の祭りが盛んなど好印象を持たれています。そんな新座市を更によくする

ために、僕たちは公園と児童館の増設を提案します。子供を育てるには遊ぶこ

とも大切な要素だと考えています。新座市には約４０か所の公園があると伺い

ましたが、その多くがボールが使えない、遊具が少ないなど児童が満足できる

ほどの環境とは思えません。その上、児童館が近くにないため、外で遊ぶ場所

がとても限られた地域になっています。スマートフォンやゲーム機器の普及で、

子供たちが室内で遊ぶ傾向になっている現代において、外で遊ぶということは

なくてはならない大切な習慣だと考えます。そのために外で遊びたくなるよう

な環境づくりに力を入れてはいかがでしょうか。 

  具体的には、公園や園内の遊具の増設、ボール使用可能な場所を増やす、更

には児童館のような誰でも遊べる場所の開放などです。新座に住んでみたい、

新座市にずっと住み続けたいという人の増加のためには、子供への手厚いサ 
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ポートが欠かせません。将来、僕が子供と住むならば、子供と快適に暮らせる

まちがいいです。このような環境を整え、１０年後、２０年後の新座に住む世

代を増やすために、公園の増加と児童館の増設を提案します。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼駿太議員） 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、小村健悟議員からの御質問にお答え

を申し上げます。 

  本市では、市民の皆様が安心して憩える場所として、大小合わせて２５２か

所の公園の整備に取り組んでございます。議員御指摘のとおり、公園でのボー

ル遊びを認めてほしいという御意見が多数ございます。一方で、公園に隣接し

たお住まいの方や小さなお子さんをお連れの方からは、公園内でのボール遊び

をやめさせてほしいという御意見も大勢寄せられております。そのため、公園

内でのボール遊びにつきましては、区画整理事業におきまして整備された公園、

高いネットがある公園につきましては、近隣に及ぼす影響もないことから、そ

こではボール使用可ということになっておりますが、それ以外の公園につきま

しては、公園利用者の安全確保やボールの飛び出しによる近隣への迷惑を防止

する目的で、原則禁止としております。 

  ただし、幼児、未就学児などの幼稚園児とか保育園児以下の小さいお子さん

のボール遊びにつきましては、危険を及ぼす行為や近隣へ与える迷惑も生じな

いため、ボールを使用した遊びを可能としております。ボール遊びにつきまし

て申し上げました。 

  次に、公園の遊具の増設でございますけれども、公園というのは災害時の一

時的な避難場所としても一定の広さのスペースを確保する必要がございます。

遊具の設置には、お金もかかるというような欠点もあります。そのため、現状

では遊具の増設やボール遊びのできる公園の整備は大変厳しいのですけれども、

区画整理事業が今後、計画的にされる中で、市民の皆様に親しまれる、楽しく

て、安心して、安全に遊べるような魅力的な公園を今後計画的に整備はさせて

いただきたいと思います。 

  ２点目の児童センターの増設についての御質問をいただきました。現在、新

座市は２か所ございます。１つは、新座市の本多にあります新座市児童セン 

ターであります。もう一つは栄地区にあります福祉の里というところにありま

す福祉の里の児童センターがございます。２か所あります。市内にバランスよ
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く児童館を設置できればよいということなのですけれども、大きな広場や図書

館があって、小さな子供から小・中学生や高校生まで遊べる施設をつくるには、

それなりのスペースが必要だというようなことであります。 

  しかしながら、実は本多の児童センターは新座市の真ん中です。福祉の里に

ついては、ちょっと南部地区ということなのですけれども、北部がないのです。

ただ、実は土地はもう確保しておりまして、どこかといいますと新開小学校の

北側です。大和田ファミリープールが夏場開催されますけれども、あの駐車場

になっているところなのです。夏場の大和田ファミリープールがないときは、

ゲートボール場になっているのです。あの場所は実は児童センター用地になっ

ているのです。ですから、用地は確保しているのですけれども、場所の利用の

仕方について協議をずっとしておりまして、今後の大きな課題になっておりま

すので、来年度以降、設置に向けて考えていきたいなというふうには思ってお

ります。これは市議会からも再三にわたって質問を受けているところでござい

ますので、今後進めていきたいというふうに思います。 

  また、平成３０年度、去年から新座市では児童センターの出張活動として、

「どこでも児童館」という取組をしております。これはお住まいが児童セン 

ターから遠い方々におきましては、地域の公園とか公民館に市のほうから出向

いて行きまして、遊びのプログラムを提供するなどの事業をしております。ぜ

ひこれも御利用いただければというふうに思います。大変難しい問題でござい

ますけれども、貴重な御提言と受けとめまして、今後進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（細沼駿太議員） ただいまの答弁に対し、再質問がありますか。 

  １９番小村健悟議員。 

〇１９番（小村健悟議員） 再質問をいたします。 

  僕自身、小学校のときなどは、友達と公園で遊んでいました。また、中学校

になっても、今は部活を引退してしまいましたが、部活がない日などは友達と

ボール遊びをするなど外で遊んでいます。小学生のころの出来事で、ボールを

使ってよさそうなネットがある場所で野球をしていたら、使ってはだめだよと

いうことで注意をされてしまったという経験があるので、どこでボールを使っ

ていいのか、どこの公園はよくて、どこはだめなのかということを、そのとき

はちょっと看板が見えづらいところにあって注意されてしまったので、それを

わかりやすいように提示してほしいなと思います。 

  再質問は以上です。 

〇議長（細沼駿太議員） ただいまの再質問に対し、答弁をお願いします。 
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  市長。 

〇市長（並木傑） ネットがあってもボールを使ってはだめですよというボール

使用不可というような看板が立っているのですけれども、見えなかったという

ことでございます。ですから、そういうことがないように今後はしっかり看板

を立てて、使える場所、使えない場所ということを明確にしていきたいと思い

ます。 

  ありがとうございました。 

〇議長（細沼駿太議員） 以上で新座中学校１９番小村健悟議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第二中学校 今村聡志議員 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、第二中学校２０番今村聡志議員の一般質問を

許可します。 

  ２０番今村聡志議員。 

  〔２０番（今村聡志議員）登壇〕 

〇２０番（今村聡志議員） 第二中学校の今村聡志です。これから一般質問を行

います。 

  第二中学校は、小・中学生の子供がいる家庭が「新座市に住んでみたい」、「新

座市に住み続けたい」と思えるようなまちになるにはというテーマに沿って、

主に３つのことを提案します。 

  １つ目は、新座市をもっと安全な地域にすることです。数年前よりも安全に

はなっている新座ですが、ガードレールがない道路や街灯がなく暗くなってし

まう場所があります。特に帰りが遅くなり暗い時間に下校しなければならない

中学生にとっては、とても危険で、おうちの方もとても心配してしまいます。

そのため、先ほども言ったようにガードレールや街灯の更なる設置を提案しま

す。 

  ２つ目は、オリンピック・パラリンピックの会場でもある新座市の小・中学

生のために、運動をする機会を増やすことです。新座市にも幾つか公園があり

ます。しかし、ボールが使える公園や広々と使える施設などは極めて限られて

います。家の前の道路で遊んでいる人も少なくはありません。そのため、安全

に遊べて球技などもできる広々とした公園の設置を提案します。 

  最後に、僕は新座市の全中学校に昼寝を導入することを提案します。今、僕

たち第二中学校の生徒会は、第二中学校に昼寝を導入することを検討し、現在

試行を行っています。なぜなら、昼寝は午後の授業の眠気を取り除くだけでな
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く、全体の学カアップも図れるからです。実際昼休みに昼寝をした人からも、

授業に集中できたなどのよい報告を受けています。昼寝をすることによって、

新座市は全国の中学校の模範となり、新座市の更なる発展を望めると思います。 

  これらの意見を取り入れることで小・中学生にとって安全で、楽しく、勉強

がはかどるすばらしい環境を整えることができます。そんな地域で自分の子供

が健やかに育ってほしいと願う小・中学生の親も少なくはないと思います。ぜ

ひ以上の提案を実現し、たくさんの人が住みたいと思える新座をつくってみて

はいかがでしょうか。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼駿太議員） 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、今村聡志議員からの御質問にお答え

を申し上げます。 

  まず、１つ目の御提案のガードレールや街灯の設置についてお答えをいたし

ます。近年、自動車と歩行者の接触による死亡事故が問題になっています。そ

こで新座市でも歩行者の安全対策を考え、通学路に指定されている交差点部に

ガードレール等を設置する検討をしております。また、街灯については、市民

の方から新規設置の要望があった場合に、その都度、職員で現場の確認を行い、

必要と判断した場合に、増設を行っております。 

  ただし、街灯の光で畑の作物の生育に影響が出たり、住宅地に街灯を設置す

る場合、街灯を設置する場所が２階の窓付近となるため、お住まいの方がまぶ

しくなってしまったりすることから、街灯の設置が必要と判断した場合でも、

状況によって設置することが難しい場合もございます。 

  新座市も大きな幹線道路は大変安全対策は図られておりますけれども、 

ちょっと路地に入りますと、もうガードレールもありませんし、いわゆるグ 

リーンベルトもないということで危険な箇所が多いわけでありまして、また、

新座市は大変交通量が多いですよね。ですから、主力の道路から住宅地の方ま

で車が入っていくと大変危険な箇所もたくさんあります。 

  また、今年の５月に大津市で保育園の子供たちが交差点で待っていたら、車

が突っ込んできて大きな死亡事故が発生したということで、痛ましい事故があ

りましたけれども、早速、国、県から指示がありまして、危険な箇所は全部チ

ェックするようにということで調べました。それなりの対応はさせていただい

ておりますけれども、まだまだそういういわゆる住宅街の道路ですとか通学路
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になっているところでも危険な箇所がたくさんありますので、危ないところは

路面標示で危険だとか、車止まれとか、そういう表示をしたり、看板をつくっ

たりして安全対策を進めていきたいと思いますので、これからも何かここは危

ないよと、ここは危険ですよということがありましたら、学校を通じてぜひ市

の方にお寄せいただければ対応していきたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  ２つ目の御提案の新座市内の公園内でのボール遊びについてでございますが、

先ほどにも答弁申し上げましたけれども、公園に隣接したお住まいの方の状況、

あるいは小さなお子様連れの方なども危険だと、ボールが危ないということで、

公園に来られないというような話もありますので、いろんな意見がありますの

で、幼児は大丈夫だけれども、中学生や高校生のサッカーですとか野球の 

キャッチボールは、ボールネットが設置された場所で行っていただきたいとい

うふうに思います。 

  また、今後は、先ほども答弁申し上げましたけれども、区画整理によりまし

て広い公園を設置し、中高校生もボールで遊べるようにしていきたいと思いま

す。 

  また、ボール遊び以外にも健康運動の増進を図るため、健康器具を設置して、

誰もが、いつでも運動を行える公園にしていきたいと思います。今後も皆様の

意見を取り入れながら、親しまれる、そして機能的な公園づくりに積極的に進

めていきたいと思いますので、何か御提案ありましたら、また学校を通じてお

寄せいただければと思います。 

  全中学校に昼寝を導入するという御提案につきましては、教育長から答弁申

し上げますけれども、大変ユニークな質問でございますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  ありがとうございました。 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、第二中学校、今村聡志議員の昼寝の勧めにつ

いての御質問にお答え申し上げます。 

  昼寝の効果というのは、最近急速に研究が進んでおるところでございます。

日中勉強の途中とか、あるいは仕事の途中で仮眠をとることによって、認知能

力、そして注意力、記憶力、想像力がアップすると言われるようになってきま

した。また、仮眠をとることによって、脳をクールダウンすることができると

いうことで、ストレスやイライラ感を減少させることができるとも言われてい
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ます。 

  アメリカ航空宇宙局、ＮＡＳＡの研究によりますと、この実験で昼寝をする

ことによって認知能力が３４％上昇したと、注意力は５４％も上昇したという

ような研究結果が示されています。そのため、グーグルとか、あるいはアップ

ル、マイクロソフトのような世界の一流企業の中で、会社の中に仮眠スペース

を設けて昼寝を推奨している企業が非常に増えてきたと言われています。 

  アップルの創業者でありますスティーブ・ジョブズは、昼寝、仮眠ができな

いような会社には私は行きたくないと、そういうことを言ったのが大変有名で

ありますけれども、それほど昼寝、仮眠というのは人間にとって大事なものだ

と今言われるようになってきています。 

  私は、かつてスペインのバルセロナとマドリードを訪れたことがありますけ

れども、スペインでは午後になりますとみんな商店街のシャッターが下りてし

まいまして、２時間か３時間くらい開かないのです。みんなその間にお昼をと

った後、仮眠、昼寝をしているというような状況で、それが文化になっている

ということでございます。 

  学校でもこうした昼寝をしようとするアイデアは、大変すばらしいものがあ

ると思います。給食後、たとえ１０分でも１５分でも昼寝の時間が設定できれ

ば、もともと第二中学校は高い学力で誇っているわけですけれども、さらに学

力も飛躍するのではないかなというふうに思うところでございます。まずは生

徒会が中心になって、昼寝の効果をアピールしていただいて、そして必要に応

じて昼寝をする時間を設定するように、校長先生、先生方とよく話し合って、

これは全ての子供が一斉にというわけにはいかないと思いますけれども、とれ

る子はとれるような、そういうようなシステムを確立したらどうかなというふ

うに思っています。 

  貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（細沼駿太議員） 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（細沼駿太議員） 以上で第二中学校２０番今村聡志議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第三中学校 藤原咲来議員 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、第三学校２１番藤原咲来議員の一般質問を許

可します。 

  ２１番藤原咲来議員。 
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  〔２１番（藤原咲来議員）登壇〕 

〇２１番（藤原咲来議員）  第三中学校の藤原咲来です。これから一般質問を

行います。 

  私は、小・中学生の子供がいる家庭が、新座市に住んでみたい、新座市に 

ずっと住み続けたいと思うまちにするために、２つのことが大切だと思います。 

  １つ目は、学校と地域の交流を深めることです。今現在でも地域との交流が

あると思います。私の通う第三中学校でも、黒目川クリーン作戦というボラン

ティア活動を通して地域の方々と交流を行っています。ですが、それだけでは

足りないと思います。例えば、生徒が地域へ向けての広報をつくり、掲示板な

どに掲示してもらうなど、私たち学生の方から地域へ発信していくことで、地

域の方々との深い絆ができ、登下校を含めて保護者も安心して学校に送り出せ

るのではないかと思います。 

  ２つ目は、学校の設備を整えることです。中学校の設備は、壊れているのに

壊れっ放しになっているものが多くあります。天丼や黒板など壊れているもの

をぜひ直してほしいです。また、古くなっている設備を新しくしていってほし

いです。学校の設備を整えることで、生徒たちも自然と整っていき、規律のあ

る学校生活になっていくと思います。そうすることで保護者の方も安心して毎

朝学校へ大切な子供を送り出すことができると思います。 

  以上のことを行えば、小・中学生の子供がいる家庭が、新座市に住んでみた

い、新座市にずっと住み続けたいと思うまちに近づくと思います。 

  以上で１回目の質問を終わります。 

〇議長（細沼駿太議員） ただいまの質問に対し、答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、第三中学校、藤原咲来議員からの御質問にお

答えします。 

  生徒が主体的に様々な情報を地域へ発信するということで、生徒と地域の交

流を深めようとする提案をされた藤原議員の考えは、教育委員会が進めている

地域と一体となった学校づくりと一致するものでございます。教育委員会はコ

ミュニティ・スクールという制度を導入しようということで、ずっと長い間、

少しずつ進めてきました。平成２５年には野火止小学校でコミュニティ・ス 

クールという制度を導入し、少しずつ拡大をしていきまして、平成３０年度は

全ての学校がコミュニティ・スクールになったわけであります。 

  このコミュニティ・スクールというのはどういうことかというと、地域と一

緒に、保護者と一緒になって学校をつくっていこうという制度であります。学
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校というのは、先生方だけで運営していくというように考えがちですが、そう

ではなくて、地域の方や保護者の方の考えをいろいろいかして学校をつくって

いこうという考え方であります。この考え方の原点は、明治５年に小学校が日

本に初めてできるわけですけれども、明治５年に太政官布告という国の命令が

出たわけです。１村１校つくりなさいという命令が出たときに、新座市では片

山小学校が明治７年２月に、そして大和田小学校が明治７年７月に、そして西

堀小学校が明治１３年に開校いたしました。 

  このとき、どういうふうにつくったかというと、地域の人たちがみんな浄財

を集め、お金を集め、そしてみんなで校舎をつくったりして学校をつくったの

です。学校が地域の人たちによってつくられた。この精神を今これからの学校

も、そういう精神をしっかりと引き継いでいこうというようなことでコミュニ

ティ・スクール制度、これは国も進めている制度でございますが、導入をいた

しました。そして、地域と一緒になって学校をつくっていこうという考え方で、

藤原咲来議員が御提案の地域に自分たちの考えやいろんなアイデアを発信して

いこうという、そういう環境ができ上がっていますので、ぜひこれからも様々

なアイデアを進めていただきたいと思います。 

  この藤原議員の提案は、学校にも受け入れていただけると思いますので、第

三中学校にはこういった地域の方々や保護者の方と校長先生が集まって会議を

する学校運営協議会というのが組織されていますから、それらの学校運営協議

会の議題に取り上げていただいて、具体的にどのように展開していくか協議し

てもらえればいいかなと思いますので、教育委員会としても校長先生にその旨、

お伝えしていきたいと思います。 

  次に、学校の設備についてお答えします。議員御提案のとおり、学校の施設

設備を整えて、快適な教育環境を提供していくのは、教育委員会の重要な役割

と考えておるところでございます。新座市は小学校１７校、中学校６校ありま

すので、一度に全ての学校を整備することは財政上難しいわけでありますが、

計画的に大規模改修等を行っているところでございます。最近では新座中学校

が、平成２６年度に大規模な改修工事を行いました。石神小学校は、平成２９

年度に行ったところでございます。大体１つの学校の改修工事を行うときには、

石神小学校でいいますと約５億円の費用が必要となります。そうしたことで、

これからも計画的に大規模改修を進めていきたいと考えています。 

  ただ、そうした待っていなければならないことばかりではありません。一気

にやらなければならないこともあります。例えば、猛暑が襲ってきていて、な

かなか７月中あるいは９月に勉強するのに差し支えると、気温が上がって教室
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の温度が４０度を超えるような状況になったというようなことがありましたの

で、新座市ではエアコンを平成２３年度に全ての教室に導入をし、また体育館

も避難所になるというようなこともありまして、平成２５年に全校の体育館、

改修が終わっているところは別ですけれども、終わっていないところは全てき

れいにリニューアルをしたところでございます。 

  また、トイレも和式の便器を使えない子供たちが増えているという現状を考

えまして、平成２４年から２６年にかけて、３年間で全ての学校を洋式化した

ところであります。こうしたことは少しずつ進めているわけでありますけれど

も、学校で学習するのに必要な黒板の損傷だとか天井の損傷については、学校

からの要請によって修理、交換等を行っているところでございます。平成３０

年度の予算では、修繕費あるいは改修工事、あるいは学校の配当、修繕予算の

合計は１億３，０００万円ほどになっています。この予算を使って各学校の教

育環境を整備しているところでございます。 

  教育委員会としましては、学校をよりよくしていくために今後も計画的に改

修等を行ってまいりますけれども、児童・生徒の皆さんも今あるものを大切に

使っていただければと思います。 

  このたびは貴重な御提言ありがとうございました。 

〇議長（細沼駿太議員） 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（細沼駿太議員） 以上で第三中学校２１番藤原咲来議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第四中学校 細沼光希議員 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、第四中学校２２番細沼光希議員の一般質問を

許可します。 

  ２２番細沼光希議員。 

  〔２２番（細沼光希議員）登壇〕 

〇２２番（細沼光希議員） 第四中学校の細沼光希です。これから一般質問を行

います。 

  私は新座市をよりよくするために、発信力のある２０代、３０代が集まれる

場が必要だと考えます。集まれる場所として、ＳＮＳを利用する若者をター 

ゲットにした「にんじんマルシェ」の開催を提案します。にんじんマルシェの

マルシェとは、フランス語で市場という意味です。私が考えたにんじんマルシ

ェは、神社や仏閣など緑あふれる歴史的建造物で行われるイベントです。個人
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が１畳くらいの小さなスペースでいろいろな品を持ち寄って販売します。有名

な例では、鬼子母神の手創り市や上賀茂手づくり市などがあり、それに続く新

たなイベントになると確信しています。 

  そして、売る品を新座の特産品であるニンジンに限定します。それによって

新座イコールニンジンという印象が強まり、新座という名のブランドカも高 

まっていくのではないでしょうか。 

  にんじんマルシェでは、ニンジンの中でもオーガニックにこだわる人のため

の無農薬ニンジンや、見た目にこだわる人のためのカラフルなニンジンを販売

するなどニンジンが選択できる空間を目指します。しかし、すてきなニンジン

でも、野菜としてのニンジンだけでは集客につながりません。そこで、ニンジ

ンをいろいろな方法で楽しんでもらえるアイデアを考えてみました。 

  例えば、コールドプレスジュースやタピオカの販売です。タピオカはニンジ

ンを混ぜて「にんじんタピオカ」にするなど、よりニンジンをアピールするド

リンクはいかがでしょうか。そして、ドリンクを買った後に写真を撮って 

ＳＮＳに発信したくなるような場も必要です。ニンジンを味だけでなく、目で

も楽しめる壁は、イベントを大いに盛り上げてくれるはずです。なので、イン

スタ映えする壁を新座市内の美術部に協力してもらい、ベニヤ板をつなぎ合わ

せてつくってもらうのはどうでしょう。 

  また、当日のイベント会場のほかにも、新座市全体でイベントのわくわく感

を発信したいです。例えば、にんじんマルシェの期間限定で、ＳＮＳのゾウキ

リンのアイコンをニンジンカラーにイメージチェンジすることで、今日はにん

じんマルシェの日だと気づいてもらえると思います。ほかにもタオルなどの 

グッズ販売をしてもいいと思います。そのデザインを市内の中高生にしてもら

うのもどうでしょうか。このようににんじんマルシェは、新座市が飛躍するた

めに大きなチャンスになるはずです。活気ある市にするために、ぜひ開催しま

しょう。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼駿太議員） 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、第四中学校の細沼光希議員からの御質問にお答え

を申し上げます。 

  ご存じのとおり新座市は、都市近郊にありながら自然も多く、農業も盛んに

行われている緑豊かな地域でございます。また、このあたりは関東ローム層か
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ら成る水はけのよい土壌で、市内でも昔からニンジンや大根、ホウレンソウな

どの根菜類が盛んに生産されております。中でもニンジンは、新座野菜のシン

ボルとも言えることから、新座市にぴったりのイベントだと思います。 

  また、御提案をいただいたように新座の魅力の一つである市内の緑あふれる

歴史的建造物で、新座独自のニンジン商品を提供することは、大変新座の特産

品と魅力あふれるスポットとの相乗効果が大いに期待ができるということであ

りまして、全国の方に新座の魅力を大いに発信できると思います。ふるさと納

税の返礼品で、寄附をいただいて、その３０％以内で返礼品を出すのですが、

一番人気があるのは、今は新座の農産物なのです。新座の直売所の皆様が、そ

れをまとめて出荷をするのですけれども、あまりにも注文が多過ぎてしまって

農協の方の応援を受けないとできないというぐらい大変新座の野菜は人気があ

りますので、今後、新座とニンジン、そして野菜というものを大いにＰＲをし

ていきたいと思います。 

  現在、市内各地において、様々な団体によるマルシェが開催されております。

市を盛り上げておりますことから、議員から御提案をいただいたにんじんマル

シェが新座のブランド力のさらなる向上につながるというふうに確信をしてお

るところであります。ちょうど、今日明日ですか、マルシェが行われていると

思います。カインズさんの近くですとか、あるいは中野のオリンピックさんの

ところで、明日、何かやるみたいなこと言っていますけれども、今後はそうい

うイベントも進めていきたいと思います。 

  また、先ほど新座のロゴとキャッチコピーで「くらすにいざ∞ぷらすにいざ」

というようなロゴを設定させていただきました。これは昨年、シティプロモー

ション方針というものをつくりまして、新座の知名度とかブランドイメージを

向上させることによって、新座に魅力を感じて住んでもらう、流入、転入して

もらうと。その意味で、この施策をとっているのですけれども、特にターゲッ

ト層というのは３０代から４０代の新座に住んでもらえるファミリー層をター

ゲットにしております。 

  ですから、その中で選ばれるまちになるためには、まず何といっても新座市

のファンづくりを、ファンです。この地域と連携して市の魅力を、ＦＵＮとい

うファンです。市の魅力を発信していく。そしてそれを発掘して、磨き上げて、

拡散することによって、新座っていいよね、というような、今度はファンです

ね、ＦＡＮの。ファンクラブのファンですけれども、ファンをどんどん固めて

いく、広げていくというものをつくっていって、新座の知名度を上げていくと

いうようなことだと思います。 
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  そういう意味で、このマルシェというのは、いろんな市場という、先ほども

話がありましたけれども、こういうようなものを１坪でもできるというような

御提案をいただきましたので、こういうことを地元の野菜あるいは手工芸品の

販売を通じて、市のＰＲとかワークショップなどをしまして、文化振興が図ら

れるのではないかなというふうに思います。現在も新座のマルシェは盛り上 

がっておりますので、これをさらににんじんマルシェとして積み上げていきた

いと思います。 

  大変貴重な御意見、アイデアをいただきましてありがとうございました。 

〇議長（細沼駿太議員） 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（細沼駿太議員） 以上で第四中学校２２番細沼光希議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第五中学校 小山四葉議員 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、第五中学校２３番小山四葉議員の一般質問を

許可します。 

  ２３番小山四葉議員。 

  〔２３番（小山四葉議員）登壇〕 

〇２３番（小山四葉議員） 第五中学校の小山四葉です。これから一般質問を行

います。 

  新座市にずっと住みたい、住み続けたいと思うまちになるために３つ提案し

ます。 

  １つ目です。新座市が行っている取組に、防犯パトロール、防犯ブザーの配

布がありますが、例年、これらのことを行っても不審者の目撃が後を絶たず、

不安に思います。また、防犯ブザーは、不審者と遭遇してから使うものであり、

不審者と遭遇する前提ではなく、遭遇しないように防犯意識を高めることが必

要であると思います。 

  １つ目の提案として、市内で２１時以降は未成年の外出を禁じ、パトロール

をしたり、門限の対象として補導するといった市内で門限をつくること、また

不審者に出会ったときのために、市で不審者対策授業のようなものを行うのは

いかがでしょうか。 

  ２つ目です。新座市には、未成年の医療費が無償という他の市にはない魅力

があります。それをＰＲするとよいのではないでしょうか。子供から見たら目

立つものではありませんが、大人の視点、特にたくさんの子供を持つ家庭、貧
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しい家庭、母子家庭、父子家庭、そのような方々にとって、子供の医療費がか

からないというのは、すばらしい魅力ではないでしょうか。もちろん、それ以

外の家庭にとっても魅力的だと思います。他の市や県に出向いて、宣伝してみ

るのはいかがでしょうか。 

  最後に、埼玉県は、テレビでよく地元愛が少ないと耳にします。新座市は、

様々な方に新座市をより知ってもらうためにシティプロモーションを行ってい

ますが、地元の方が関心を持てていない中で、地元以外の方々に関心を 

持ってもらうのは少し難しいのではないでしょうか。そのため、中学校や小学

校に市の職員の方に出向いてもらい、新座市のよいところを教えていただく機

会をつくっていただくのはいかがでしょうか。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼駿太議員） 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、小山四葉議員からの御質問にお答え

を申し上げます。 

  初めに、不審者対策授業についての御提案をいただきました。御指摘のとお

りでございます。小・中学生も受講できる出前講座としまして、新座警察署に

よる不審者対策教室がございますので、学校単位で申込をしていただき、ぜひ

御活用をいただきたいと思います。 

  不審者に遭ったら、これは大変なことになりますので、ですからそういう方

が来ないような環境整備をすることが一番重要だと思いますし、もし遭ったら

の対応として防犯ブザー等がありますけれども、遭わないような、そういうよ

うな環境づくりをしっかり今後とも市民の皆様と協力して、学校を中心に対策

をとっていきたいと思います。 

  また、新座市のホームページには不審者の発生場所や発生時間を記載してい

るページがありますので、内容を確認していただき、防犯対策に役立てていた

だければと思います。本当に凶悪な、例えば刃物を持って暴れているとかとい

うときには、防災無線で通知をする場合もあります。たまにあるのです。そう

いうことがないようなまちづくりをしていかなければいけないというふうに思

っております。また、今後も児童生徒の皆さんの安心安全のために、市民の皆

様や関係団体と協力して、防犯対策をとっていきたいと思います。 

  また、新座市の魅力をＰＲするのに、こども医療費が高校３年生まで無料、

１８歳まで無料ということをもっとＰＲしたらというようなことでございます。
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医療費は、いわゆる国、県の補助は小学校入学前まででございます。６歳まで

ですから、７歳以上、小学校入学から６年、中学校が３年、高校が３年ですか

ら、１２年間は市が単独でこども医療費を負担しているということでありまし

て、年間約６億５，０００万円、新座市が単独で負担しているということでご

ざいます。今は埼玉県には６３の市町村がございますけれども、２１の市町村

が新座市と同様に１８歳まで無料になってまいりました。しかし、県の南部地

区では新座市だけであります。大いにＰＲをしていきたいと思います。こども

医療費を始め、市の魅力を市外の方に知っていただくように、いろんな形でＰ

Ｒをしていきたいと思います。 

  高齢者とかいろいろ壮年勤労世帯にも様々な施策を投入していますけれども、

例えば子供の分野につきましては、新座市が特筆するいい面というのは、小・

中学校、小学校１７校、中学校６校、２３校ありますけれども、給食が全部自

校方式だということです。例えばお隣の朝霞市なんかは、給食をセンターでつ

くって、それをトラックで輸送するというようなことですけれども、新座市の

場合は全部の学校に給食室があって、調理員の皆様がおいしい、そして健康な、

元気の出る給食をつくっていただいているということも大きな特徴の一つだと

思いますし、また、放課後児童保育室も新座市は狭あい化を解消し、待機児童

を出していません。申し込む方が全て入れるということ。 

  また、新座市は教育委員会と連携して、ココフレンドという放課後の居場所

づくり事業を進め、しっかり対応しているということであります。また、保育

園の待機児童ゼロを目指して進めております。もう既にゼロ歳から５歳までの

３，０００人を超えるお子さんを新座市は受け入れております。ただ、これは

１０月から幼児教育の無償化になりまして、今後、さらに需要が増える可能性

もあり、まだまだ数十人の待機児童がいますけれども、ゼロに向けて頑張って

いるというような実情であります。 

  また、新座市は大きな公園がないという御意見を頂きますが、例えば総合運

動公園は大変大きな公園なのですけれども、利便性が低くて、なかなか皆さん

が行きにくく不便なのです。この公園につきましても今後、順次整備をしてい

きたいと思います。 

  また、新座市は大変商業の分野でも充実をしているということで、すぐ近く

にコンビニを含めましてスーパーマーケットがたくさんあるということで、買

い物の利便性が高い。また、都心へのアクセスも大変いいということで、電車

に乗れば首都圏、例えば新宿まで２５キロメートル圏内だとか、丸ノ内まで１

時間以内に行けるというような利便性も大きな魅力だというふうに思います。 



- 49 - 

今後も様々な分野で、特に小・中学生の皆様の意見を取り入れながら、皆様

は次世代を担う方々ばかりでございますので、そういう方々からしっかり意見

を伺いながら、市政を進めていきたいと思います。 

  市内の門限をつくってはどうかというような防犯上の御提案も頂きましたの

で、これにつきましては学校関係でございますので、教育長から御答弁を申し

上げます。 

  以上でございます。 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、教育長の答弁をお願いします。 

  教育長。 

〇教育長（金子廣志） それでは、第五中学校小山四葉議員からの御質問にお答

えします。 

  不審者から身を守るにはどうすればいいか。防犯ブザーは遭ったときに作動

するけれども、遭わないようにすることが望ましいのだという御提案でござい

ました。かつて隣の朝霞市で中学生が拉致されて、長い間監禁されていたとい

う事件、皆さんは覚えていますでしょうか。あのとき、実は犯人は新座市にも

来ていたのです。これは新聞でも報道されましたけれども、新座市は下校時間

になると交差点などに地域の人たちが立って見守っていただいているので、す

きがなかった。そこで新座を諦めて、隣の市に移ったというふうに新聞に書い

てありました。私たちは皆さんの安全を守るために、いろんな方が協力して安

全確保を図らなければならないと思います。 

  現在、ＰＴＡ保護者会の皆さんや、あるいはふれあい地域連絡協議会、ある

いは青少年育成推進員会の皆さんが、いろんな形でパトロールをしていただい

ています。夜間にもパトロールをお願いし、皆さんの安全を確保しているとい

うことでございます。 

  小山議員の９時以降の外出について、市として決まりをつくったらどうかと

いう御提案でございますけれども、現在、埼玉県には埼玉県青少年健全育成条

例というのがあるのです。この健全育成条例の２１条に、保護者は深夜に青少

年を外出させないよう努めなければならないという条文があります。深夜とい

うのはいつかというと、実は午後１１時から午前４時までの間、これは保護者

は皆さんを外出させてはいけないよという、こういう条例が定められています

から、もし皆さんが外出をしていたときには、警察官に質問されて補導される

ということになります。 

  ただ、９時という時間帯になりますと、やはりいろんな生活のパターンがあ

ります。塾に行っている子もいるかもしれません。習い事をしている子もいる
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かもしれません。ですから、なかなかその辺は難しいかなというふうに思いま

す。決まりがあるから守るということではなくて、やはり身を守るにはどうす

ればいいか、自分自身でしっかりと考え、行動する力をぜひ培ってもらいたい

なというふうに思います。これからも皆さんの安全を確保するために、市民の

様々な団体の方々にお願いをし、パトロールをしたり、あるいは立哨指導をし

たりというような形で安全を確保していきたいというふうに思っておるところ

でございます。 

  このたびは貴重な御提言をいただき、ありがとうございました。 

〇議長（細沼駿太議員） 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（細沼駿太議員） 以上で第五中学校２３番小山四葉議員の一般質問を終

わります。 

 

◎第六中学校 臼田桃香議員 

〇議長（細沼駿太議員） 続いて、第六中学校２４番臼田桃香議員の一般質問を

許可します。 

  ２４番臼田桃香議員。 

  〔２４番（臼田桃香議員）登壇〕 

〇２４番（臼田桃香議員） 第六中学校の臼田桃香です。これから一般質問を始

めます。 

  最近、ＳＮＳを利用した地域ＰＲをよく見かけます。この方法は、スマート

フォンが普及している現代社会において、非常に有効なものだと思われます。

そこで、ネットに拡散されやすい場所「映えスポット」を市内に複数箇所設置

することを提案します。 

  映えという言葉は、２０１７年新語・流行語大賞を授賞して以降、若者の注

目の的となっています。新座市にも平林寺の趣ある風景や新座総合運動公園陸

上競技場の菜の花などが映えスポットとして機能すると思われます。その際に、

ちょっとした撮影ブースをつくっておくことが効果的です。 

  また、ハッシュタグも効果を示します。新座を訪れた人々が映えスポットで

撮影し、それにハッシュタグをつけてＳＮＳに投稿するという流れができ上が

ると、全国の人に新座の魅力が伝わっていくのではないかと考えます。 

  以上で１回目の質問を終了します。 

〇議長（細沼駿太議員） 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、第六中学校、臼田桃香議員からの御質問にお答え

を申し上げます。 

  臼田議員からの御提案のとおり、現在、若い方を中心として多くの人の関心

が映えに集まっていることから、ハッシュタグを効果的に使うなどして映えを

意識した情報発信をすることは非常に重要だと考えております。新座市では、

市のイメージキャラクターゾウキリンが、市内の菜の花やヒマワリ畑などいろ

いろなスポットに出かけて行って、インスタグラムやツイッター等のＳＮＳで

情報を発信するとともに、市のイベントを初め、他市のイベントへの出演情報

や新座の特産品の情報を発信し、市のＰＲに努めております。 

  また、新座市ではロケーションツーリズムの取組にも力を入れております。

ロケーションツーリズム、ロケツーリズムというのは、映画やドラマのロケが

行われた場所などの情報を効果的に発信することで、地域の何気ない風景が新

たな観光対象となり、ロケ地を訪れる人が実際の風景や地域の人、食べ物に触

れることで、地域のファンになるということでございます。これは新座市では、

現在、市内での映画やドラマなどの撮影の誘致や支援を積極的に行っておりま

す。ただロケ地として受け入れるだけではなくて、ロケーションサービスを通

じて市内外に新座市の魅力を発信していきたいと思っております。 

  映えという流行語が２０１７年に出たという御指摘を臼田議員から頂きまし

た。このころから、例えば「君の名は。」は岐阜県の飛騨市でありまして、そこ

のインスタ映えスポットというか、アイコニックスポットみたいなところに 

 行って撮影をするというようなことで、多くの方々が観光としてそこの場所へ 

行って、同じようなことをすると。写していろいろとＳＮＳで発信をするとい

うことであります。 

  夏に、私、隣の市の清瀬市に行きまして、あそこはヒマワリ畑がものすごく

多くありまして、あそこに若い方だけではなくて、外国人の方がいっぱい行き

まして、何をやっているかというと、真夏なのですけれども、ちゃんと正装し

てヒマワリをバックに写真を撮って、それをＳＮＳ上で発信をしているという

ようなことで、日本人のみならず外国の方がたくさん来ていて、私びっくりい

たしました。 

  そういう一つのインスタ映えするようなところをポイントとして探していく

ということは重要だと思いますし、それをゾウキリンですとか鉄腕アトムなど

が何らかの形でコラボレーションしていくことは大変有効だと思いますので、

今後、参考にしたいと思います。 
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  また、新座市は最近、ロケーションツーリズムという、ロケ地として非常に

注目をされておりまして、多くのテレビドラマとか映画に使われております。

例えば、「刑事７人」なんかもちょうど本庁舎４階で撮影をされまして、最後に

フリップで協力、新座市と書いてあるのですけれども、そういうようなことが

あったり、「相棒」も新座市に来て撮影をしたり、第六中学校とか、あるいは新

座総合技術高校を使ってシリーズもので８話放映されましたけれども、「べし

ゃり暮らし」というテレビ朝日系列でしたけれども、これもずっと新座市でロ

ケをしておりました。 

  また、もう終わりましたけれども、「新聞記者」という映画も、これ松坂桃李

さんが主演でしたけれども、新座市に来まして撮影をしました。これは映画で

した。 

  今度は、「人生をしまう時間」ということで、これは堀ノ内にあります堀ノ内

病院の小堀先生にスポットを当てて、ＮＨＫがこの先生を取り上げて報道した

のですけれども、これが映画化されまして、これが１０月２５日封切られ、新

座市の映画館でも上映されるということでございます。新座市は大変東京に近

くて、また、東映の撮影所が大泉にあるため、今どんどん、どんどん撮影現場

として使われておりまして、何か国際的な賞をとるような映画があれば、新座

市に全国から来るのかなというふうにも思いますし、また新座の名前が広まっ

ていく可能性もあるということで、大いにこの取組については積極的に進めて

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（細沼駿太議員） 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（細沼駿太議員） 以上で第六中学校２４番臼田桃香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（細沼駿太議員） 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〕 

〇市長（並木傑） 令和元年度新座市小・中学生議会の閉会に当たりまして、一
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言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、また早朝から各小・中学校を代表して 

２４名の議員の皆様に御出席をいただきました。また、新開小学校の細沼駿太

議員、第四中学校の細沼光希議員の御両名につきましては議長をお務めいただ

き、一般質問という形で、それぞれの学校のお考えを御披露いただきました。 

  各議員の皆様には、大変熱心に御質問をいただきまして、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、御指導いただいた先生

方におかれましても、長時間にわたって熱心に傍聴をいただきましたこと、深

く熱く感謝と御礼を申し上げる次第でございます。 

  小・中学生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こと大でございます。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」の実現に向けまして、必

ずいかしてまいりたいと思います。 

  皆さんも学校に帰られましたら、本日経験したことや学んだこと、各学校代

表の他の議員から出た様々な意見をぜひ学校のみんなに報告していただきまし

て、新座市のまちづくりについて再度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き、ますますばらしい青少年に成長していただくこ

とを心より御祈念をする次第でございます。 

皆様の御活躍を心からお祈り申し上げまして、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（細沼駿太議員） 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、令和元年度新座市小・中学生議会を閉会します。ありが

とうございました。 

 

  閉会 午前１１時５７分 


