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令和元年度 小・中学生議会 一般質問通告書 

令和元年１０月１９日実施 

質 問 者 テーマ  

１新開小学校 

 細沼 駿太 

菅原 翠 

  

小・中学生の

子どもがいる

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

まちになるに

は 

私たちは、「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

いな街づくり」についての提案をします。 

私の親が小学生の時には、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。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。 

私は、きれいな街づくりを進めるために、このことを

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。子ど

も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。 

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共に行っ

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。 

２栗原小学校 

 渡邉 涼 

 堀口 拓海 

新座市ならで

はの魅力を全

国の人に知っ

てもらうには 

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。 

まず一つ目の提案として、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するというのはどう

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どもたちはとても

喜ぶと思います。 

二つ目は、新座市の観光スポットを活用してゾウキリ

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巡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よう

な仕組みを作ると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。 
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三つ目は、毎日夕暮れ時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

上がると思います。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。 

私たちの考えはいかがでしょうか。市長の御意見を伺

います。 

３陣屋小学校 

 尾関 心優 

大寺 珠俐愛 

新座市ならで

はの魅力を全

国の人に知っ

てもらうには 

 どうしたら全国の方に、新座市の事をもっと知っても

らえるか。考えた方法は、二つです。 

一つ目、「今ある物に、新しい魅力や価値を見つけ

る」、二つ目、「新しいイベントや物を作り出す」で

す。 

新座市に今ある物といえば、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、子ども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、歌に合わせた振り付けを

作り、ホームページから発信していくのも良い方法だと

思います。子ども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などへの投稿が広がる

ことも期待できるのではないでしょうか。 

子どもたちが親しみを持てるために、更に二つの提案

をします。 

一つ目は、「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、子どもたちにゾウキリンに着せ

る服を考えてもらいます。そのアイデアを元に、季節や

月ごとにゾウキリンの着せ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。 

二つ目は、「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（カフェゾウキリン、散歩ゾウキ

リン、掃除ゾウキリン等）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、その場所に子どもたちが行っ

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。 
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新座市を、より多くの人に知ってもらうには、話題作

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。 

４新座小学校 

 江里口 逞斗 

 吉澤 鈴乃 

市制施行５０

周年記念事業

を盛り上げる

には 

 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、いくつかの

記念事業について提案します。 

まず、なんと言っても、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

座市の特産品にんじんから生まれたにんじんの忍者で

す。新座市には、平林寺や野火止用水をはじめ、歴史的

な物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」や「にんじんで作ったスタンプラリー」、「に

んじんの早食い競争」などを盛り上げると楽しいイベン

トになると思います。 

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、その一般公募も良いと思いますが、各小学校で  

キャッチフレーズを考えて横断幕を作り、５０周年イベ

ント会場に飾るということを考えました。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。 

私たちは、「市制５０周年」と聞いてもぴんとこない

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。 

５池田小学校 

山﨑 純汰 

白幡 千眞 

市制施行５０

周年記念事業

を盛り上げる

には 

 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」を大々的に行いたいと考えていま

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５０周年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
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す。 

 一つ目は、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ると思います。

また、ブラジル料理や新座の名物料理を販売することも

考えています。 

 二つ目は、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、子どもを楽しませ

るねらいがあります。子どもが来れば大人も付いて来て

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。 

 三つ目は、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作ることです。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。 

６新堀小学校 

 山原 魁珠 

 知野見 香苗 

  

「野火止用水

サイクリング

ロードの開

発」～魅力あ

ふれる新座の

推進～ 

 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への安全を兼

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。 

 サイクリングロードの途中には、休憩のできる公園を

作ってみてはどうでしょうか。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分かる資料を掲示すると、新座市の

魅力が更に伝わると考えます。 

他に、屋根付きベンチを設置してみてはどうでしょ

う。雨や暑さにも対応でき、たくさんの人が集まる憩い



- 61 - 

質 問 者 テーマ  

の場になると思います。 

マンホールに新座市を紹介できることをデザインする

のも面白いと思います。デザインの中に一文字ずつ平仮

名を書いておき、それをつなげて言葉を作りオリエン 

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共に、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。 

７東野小学校 

 橋本 蒼太朗 

齊藤 瑠希 

  

新座市ならで

はの魅力を全

国の人に知っ

てもらうには 

 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。ですが、他の県の人や外国の人

は、新座市の良いところをあまり知りません。 

そこでぼく達は、新座市の良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良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、地元の良いところを知ってもらいたいで

す。 

 パンフレットを作ることによって、新座市の魅力を 

知ってもらい、観光客も増えます。また、新座や日本の

良さが外国にも広がることで、外国の人々が新座や日本

の良さを知ることができます。そうすることで、文化の

保護にもつながります。また、新座に住んでいる人もパ

ンフレットを読んで、新座の良さを守っていこうという

意識が高まる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見る人の興味を引く写真をのせる。 

②一目で分かりやすい表紙にする。 

③日本語版と英語版をつくる。 

 そうすることで、多くの人に興味をもってもらえま

す。 

 また、設置場所も工夫すると良いです。オリンピッ

ク・パラリンピックには沢山の人が来ます。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。他にも

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 

レットの内容をのせると、世界中の人が見ることができ

ます。 
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 パンフレットを作ることによって、新座に住んでいる

人も、観光で訪れる人も共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」。ぜひご検討ください。以上、

私たちの提案を終わりにします。 

８栄小学校 

 関田 一樹 

 青山 采生 

東京２０２０

オリンピッ

ク・パラリン

ピックを盛り

上げるには 

 私たち栄小学校は、「新座で結ぼう世界の絆」の  

キャッチフレーズの下、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いかした外国の

方々との文化交流の工夫を二つ提案します。 

 一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

んなすてきな光景を思い浮かべると胸がワクワクしてき

ます。たくさんの方々が新座市に訪れ競技を観るととも

に、大江戸新座祭りに参加す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ので

はないでしょうか。 

 二つ目は、その時に新座を訪れた方々と交流するため

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。これ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

ると考えました。 

 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あいさつを学び、こちらか

らあいさつすることで外国の方々を温かく迎え、交流を

深めることにつながるはずです。 

 ブラジルのサンバ、日本の扇子等を通して、日本とブ

ラジルの人々の文化交流を深めることで、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。 

９石神小学校 

 小林 結宇 

 田代 里桜 

東京２０２０

オリンピッ

ク・パラリン

 市長に提案です。いよいよ来年にせまってきた東京オ

リンピック・パラリンピックを更に盛り上げるために、

次の３点を提案します。 
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ピックを盛り

上げるには 

 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。その射撃に慣れ親しんでもらう

ために、新座市内の小学校や各地区で行われるお祭り等

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作ったり、実際

に射撃を体験してもらったりするコーナーを作ってはど

うでしょう。本当の射撃体験が難しいのであれば、射的

などを行ってもいいと思います。このような機会があれ

ば、あま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、射撃について更に知ることが

できるでしょう。世界中から新座市に来る射撃の出場選

手達をあたたかく迎えることができ、２０２０年のオリ

ンピック・パラリンピックが盛り上がるはずです。 

 二つ目は、新座市のにんじんを使った料理等を入れた

“にんじん弁当”を作り、お祭りやオリンピック・パラ

リンピック会場等で販売するのはどうでしょうか。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

にんじんです。そのにんじんのおいしさを、新座市から

日本全国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

みやげにすることができます。遠くから来ている方で

も、おみやげとして近所の人や家族に届けることができ

ます。 

三つ目に、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、

ブラジルの公用語である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」）等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。 

10新座中学校 

 小村 健悟  

小・中学生の

子どもがいる

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

ちになるには 

新座市は、「住み良いまち」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。 

子どもを育てるには「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。
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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

ム機器の普及で子ども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、子どもへの手厚いサ 

ポートが欠かせません。 

将来、僕が子どもと住むならば、子どもと快適に暮ら

せるまちがいいです。このような環境を整え、十年後、

二十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。 

11第二中学校 

 今村 聡志 

小・中学生の

子どもがいる

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

まちになるに

は 

 第二中学校は、小・中学生の子どもがいる家庭が「新

座市に住んでみたい」、「新座市に住み続けたい」と思

うまちになるにはというテーマに沿って主に三つのこと

を提案します。 

一つ目は、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なった新座市ですが、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危険で、その親も心配

してしまいます。そのため、先ほども言ったようにガー

ドレールや街灯のさらなる設置を提案します。 

二つ目は、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。新座市にもいくつかの公園があります。

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、僕たち生徒会は第二中学校に昼寝を

導入することを検討しています。なぜなら、昼寝は午後

の授業の眠気を取り除くだけでなく、全体の学力アップ

も図れるからです。そう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見込める

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
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安全で、楽しく、勉強がはかどる素晴らしい環境を整え

ることができます。そんな地域で自分の子どもが健やか

に育ってほしいと願う小・中学生の親も少なくはないは

ずです。 

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。 

12第三中学校 

 藤原 咲来 

小・中学生の

子どもがいる

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

まちになるに

は 

 私は、小・中学生の子どもがいる家庭が、「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、二つのことが大切だと思います。 

一つ目は、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作り、掲示板な

どに貼ってもらうなど、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。 

二つ目は、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ぱなしになっているものが

多くあります。天井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どもを送り出せると思います。 

以上のことを行えば、小・中学生の子どもがいる家庭

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。 

13第四中学校 

 細沼 光希 

新座市ならで

はの魅力を全

国の人に知っ

てもらうには 

 新座市をより良くするために「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。個人が一畳くらいの小さなスペースで色々な

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「にんじん」に
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限定します。それによって「新座＝にんじん」という印

象が強まり新座という名のブランド力も高まっていくの

ではないでしょうか。 

 「にんじんマルシェ」ではにんじんの中でも、オーガ

ニックにこだわる人のための「無農薬にんじん」だった

り、見た目にこだわる人のためのカラフルなにんじんを

販売するなど、にんじんが「選択」できる空間を目指し

ます。しかし、素敵なにんじんでも、野菜としてのにん

じんだけでは集客につながりません。そこで、にんじん

を色々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。タピオカはにんじんを混ぜて「にんじんタピオ

カ」にするなど、よりにんじんをアピールするドリンク

はいかがでしょう。 

そして、ドリンクを買ったあとに写真を撮ってＳＮＳ

に発信したくなるような場も必要です。にんじんを味だ

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」期間限定で、ＳＮＳのゾウキリン

のアイコンをにんじん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を販

売しても良いと思います。そのデザインを市内の中高生

にしてもらうのもどうですか。 

このように、「にんじんマルシェ」は新座市が飛躍す

る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。 

14第五中学校 

小山 四葉 

小・中学生の

子どもがいる

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

まちになるに

は 

 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必要があると思います。 

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、市内で門限を作るのはいかがでしょうか。ま

た、不審者に出遭った時のために、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。 
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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すると良いのではな

いでしょうか。子どもから見たら、目立つものではあり

ませんが、大人の視点、特にたくさんの子どもを持つ家

庭、貧しい家庭、母子家庭、父子家庭の方々にとって、

子どもの医療費がかからないというのは、素晴らしい魅

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。 

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。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

座市の良いところを教えていただく機会を作っていただ

くのはいかがでしょうか。 

15第六中学校 

 臼田 桃香  

新座市ならで

はの魅力を全

国の人に知っ

てもらうには 

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い

ます。その際にちょっとした撮影ブースを作っておくの

も効果的です。 

また、ハッシュタグも効果を示します。新座を訪れた

方々が、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あがると全国

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。 

 

 


