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市内３大学学生と市長との懇談会概要 

 

日  時：令和元年１１月１２日（火） 午後４時３０分から午後６時まで 

会  場：新座市役所 本庁舎４階 庁議室 

 

参加学生 

No. 学校名・学部・学科・学年 氏  名 テーマ 

1 
跡見学園女子大学 

観光コミュニティ学部観光デザイン学科２年 
青田 真優子 

新座市のブラ

ンドイメージ

の向上や魅力

を発信するた

めにどのよう

なイベントを

企画してみた

いか 

2 
跡見学園女子大学 

観光コミュニティ学部観光デザイン学科２年 
守屋 有梨 

3 
跡見学園女子大学 

観光コミュニティ学部観光デザイン学科２年 
杉本 伊織 

4 
十文字学園女子大学 

人間生活学部文芸文化学科３年 
岡本 沙知奈 

5 
十文字学園女子大学 

人間生活学部文芸文化学科３年 
島村 美結 

6 
十文字学園女子大学 

人間生活学部文芸文化学科３年 
安田 優李 

7 
立教大学 

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科２年 
吉田 真彩 

8 
立教大学 

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科２年 
山口 敦大 

9 
立教大学 

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科２年 
中馬 佳子 
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大学関係者 

No. 大学及び所属、役職 氏  名 

1 
跡見学園女子大学 

観光コミュニティ学部コミュニティデザイン学科 准教授  
土居 洋平 

２ 
十文字学園女子大学 

文芸文化学科 准教授 
星野 祐子 

３ 
十文字学園女子大学 

地域連携推進センター 地域連携コーディネーター 
名塚 清 

４ 
立教大学 

コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科 講師 
小長井 賀與 

５ 
立教大学 

新座キャンパス事務室 課長補佐 
小瀬 典明 

 

市出席者 

No. 役  職 氏 名 

1 市 長 並木 傑 

2 教育長 金子 廣志 

3 総合政策部長 永尾 郁夫 

4 
総合政策部副部長 

兼シティプロモーション課長 
平野 静香 

5 総合政策部秘書広聴課長 浅島 忠睦 

6 総合政策部秘書広聴課係長 高山 裕一 
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懇談の概要 

(◇提言者発言要旨 □他大学発言要旨 ◆市長発言要旨 ■教育長発言要旨) 

 

No.１ 跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 観光デザイン学科２年 

青田 真優子、守屋 有梨、杉本 伊織 

◇ 新座市のブランドイメージの向上や魅力を発信するためには、まずは市民全体が新

座市の魅力を知り、地元愛を持つ必要がある。 

そのために、１年間で行われた市内イベントやロケーションサービスなどをまとめ

て紹介する場を設け、市民により興味や関心を持ってほしいと考える。自分自身が魅

力に気づいていないと、アウトプットできないからである。 

 成功例として、神奈川県の綾瀬市と藤沢市が、現在、観光やロケーション 

サービスに力を入れていて、市民向けにそのようなイベントを開催し、市全体を盛り

上げている。 

私達自身もシティプロモーション課のインターンシップで全国ふるさと甲子園に参

加し、にんじんうどんと豆乳ティラミスを販売するに当たり、実際に試食をした。試

食をすることによって両商品の魅力に気づき、当日、お客様に実食した感想を伝える

ことが出来た。 

このように、ブランドイメージの向上や魅力を発信するためには、まずは市民が新

座市の良さや市内で起きていることなどを改めて知ることができる場を設けるイベン

トが必要だと考える。 

そこで、私たちは「ロケツーで新座ツー」を提案する。これは、新座市が行ったロ

ケーションサービスを市民に向けて発信する報告会である。報告会の内容として考え

ているのは、１つ目は、シティプロモーション課の職員によるロケの実績や新座市が

ロケツーを推進し始めた経緯の説明である。２つ目は、新座市内のロケ地紹介や作品

上映などである。市内で撮影された作品やロケ地を紹介することで、新たな新座市の

発見をしてもらいたい。３つ目は．新座市ブランド認定品「にんじんうどん」の試食

会である。にんじんうどんを試食してもらうことで、にんじんうどんの認知度を高め、

ブランドイメージの向上につなげたい。４つ目は、エキストラ登録、ロケ地登録であ

る。市民にエキストラとして登録してもらうことで、ロケの協力体制を整えるととも

に、新座市のロケーションサービスの拡大を図りたい。 

その他、市民が興味を持つような内容を盛り込んだ報告会を開催する。例として、

ロケ地マップの作製・配布、市内のロケ地を巡るツアーである。このような報告会を

毎年度末に実施することで、定着を促したい。 

効果については、市民の理解度や協力の増加、新座市の知名度アップ、ロケツーリ

ズムの誘致の増加、地元愛の醸成、新座市ブランド認定品であるにんじんうどんの知

名度アップが期待できる。 
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実際に神奈川県藤沢市では、毎年、湘南藤沢フィルムコミッションフォーラムが行

われており、映画監督や俳優のトークショー、ロケの紹介等を企画している。毎年実

施していることで、市民の理解も得られており、ロケーションサービスの協力体制が

整っている。 

新座市でこのような報告会を開催するに当たり、跡見学園女子大学として、報告会

の運営サポート、ＳＮＳへの情報発信等、シティプロモーション課と協力して携わっ

ていきたい。ＰＲ方法については、広報にいざや市ホームページへの掲載のほか、「＃

（ハッシュタグ）ロケツーで新座ツー」を使用し、ＳＮＳでの拡散を促したい。 

最後にまとめであるが、毎年市民向けの「ロケツーで新座ツー」報告会を開催し、

市民に理解してもらうことで、ロケの協力体制が整う。また、メディアへの露出が増

えることで、シティブランドの向上が期待できる。やみくもに誘致して終わるだけで

なく、それを観光や地域活性化につなげることがロケーションツーリズムだと考えて

いる。ロケーションツーリズムをとおして市民に新座市の魅力に気付いてもらい、新

座ツーになってもらいたい。 

 

◆ 素晴らしい提案であった。是非、実施できれば良いと思う。 

  昨年の１月から始まったロケーションサービス、フィルムコミッション等の取組を

市民の皆様に知ってもらう機会として、１１月２０日にふるさと新座館で新座市ロ

ケーションサービスシンポジウムの開催を予定しており、若干ではあるが新座市とし

ての取組を報告する時間も設けている。新座市はロケーションサービス等の取組を始

めて日が浅いので、藤沢市等の先進市を研究し、市で取り組んでいるロケーションサー

ビスの報告会が実施できるか検討したい。また、新座市で撮影をした作品を上映する

ことが可能であるなら、報告会の中で上映してもよいと思う。 

  御提案のとおり、新座市の知名度やブランドイメージを上げるには、ＳＮＳ等を活

用して新座市を発信していくことが重要である。今後も、跡見学園女子大学とタイアッ

プしながら進めていきたいと思う。 

 

■ マスメディアの力を借りるというのは重要である。現在、新座市で様々な映画やド

ラマの撮影が行われているが認知されていないので、もっと広報することが重要であ

る。市民の知っている場所等がドラマや映画で映っていることを知れば、作品もより

身近に感じると思う。また、皆さんの大学がロケ地になるのもよいと思う。 

  以前、体育系のテレビ番組の企画で全国の小学校が大縄跳びにチャレンジするとい

うものがあり、そこで新座市の小学校が優勝した。その際は、教育委員会にも多くの

問合せがあり、メディアの力は大きいと感じた。こういった番組の企画がきっかけと

なって市の知名度アップにつながることもあるのだと思った。 

  また、かつて、子どもたちに映画はどうやってできるのかということを体験しても
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らうために、文化庁の補助金を頂いて映画を製作する授業を行ったことがある。新座

市で撮影をしている映画で、作品も残っているので、機会があれば、是非、皆さんの

大学でも上映してほしい。 

 

◆ メディアやＳＮＳの力は強いので、上手に活用すれば、日本だけでなく世界にも発

信することができる。例えば、清瀬市では夏にひまわり祭りを開催しており、外国人

や若い女性が多く来場していた。新座市においても、このようなイベントを始め様々

な情報を発信し、「新座市って住みやすそうだな」、「新座市って面白そうだな」と思っ

ていただくことが重要である。 

  新座市では、定住人口や転入人口の増加を促すために新座市シティプロモーション

方針を作成した。そのメインターゲットとして首都近郊で戸建て住宅を取得しようと

している３０歳代の子育て世代としており、サブターゲットとして市内大学に通う大

学生を設定している。新座市で４年間過ごした皆さんが社会人になった後、また、家

庭を持った時に新座市に住んでもらえたら嬉しく思う。 

 

□ 試食会の提案があったが、新座市ブランド認定品の中でにんじんうどんにスポット

を当てた理由は何か 

 

◇ 新座市役所でインターンシップをした際、ふるさと甲子園に参加した。その会場で

にんじんうどんの販売を行ったということもあり、思い入れがあった。 

 

□ 市内のおすすめの場所等はあるか 

 

◇ 跡見学園女子大学は桜の名所となっている。桜の種類や本数が多く、東日本で一位

になったこともあるので、桜の咲く時期に撮影で使っていただけたらいいなと思う。 

 

□ 立教大学はステンドグラスがきれいなチャペルがある。また、大きなもみの木があ

り、クリスマスの時期はデコレーションされてきれいである。 

 

 

No.２ 十文字学園女子大学 人間生活学部文芸文化学科３年 

  岡本 沙知奈、島村 美結、安田 優李 

◇ イベントを企画するにあたって、次の点を考慮した。 

  ① タイムリーであること 

② 実施可能であること 

③ 継続可能であること 
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④ 新座市が注力している取り組みをさらに発展させたものであること 

以上の観点から、次の２つのイベントを企画した。 

 

ゾウキリンを助け出せ！謎解きラリー 

 新座市の名所や観光スポットに謎解き形式のクイズを設置する。ルートは参加者の自

由で、１日で巡っても数日かけて巡ってもかまわない。あわせて、ラリーのゲーム性を

高めるために、スマートフォンの活用も考えたい。インターネット上で参加者同士がヒ

ントを出し合ったり、相互にコミュニケーションを取ったりすることで、ＳＮＳで話題

になることが期待できる。ただし、幅広い世代の参加を期待したいので、スマートフォ

ンの使用は任意とする。 

 さらに、イベントを盛り上げるために、ゾウキリンはもちろん、周辺のご当地キャラ

クターも巻き込んだストーリー性のある魅力的なラリーを考案したい。このストーリー

の原案を市内外に募集し、市民参加型の企画イベントとする。市内の三大学の学生が企

画段階から関わるのもよいと考える。ここでは、仮に「ゾウキリンを助け出せ！謎解き

ラリー」としたが、ストーリーは毎年変わり、時事を取り入れた内容を盛り込むことで、

継続的に注目を集めるイベントにしたい。来年度ならオリンピック・パラリンピックに

関連づけて、ホストタウンであるブラジルに関する内容を入れてもよいと考える。 

 

フィルムコミッションをもっと身近に 

 現在、新座市が注力している事業に、ロケーションサービス事業がある。私たちは、

ＳＮＳ等を通じてその情報を得ることはできるが、市の取組を更にアピールする方法に、

イベントの開催があるのではないかと考えた。 

 例えば、撮影のために用意したセットや衣装を限定で公開し、作品に関心のある人に

新座市を訪れてもらう、ということが考えられる。もし、作品放送中にそのようなイベ

ントを実施することができれば、来場者がＳＮＳ上にアップした写真（例：衣装を身に

付けた写真、セットの中で撮った写真）を、ドラマや映画の公式サイトが引用・拡散す

ることで、作品の注目度を高めることができる。また、「なりきり〇〇コンテスト」など、

投稿された写真を、コンテスト形式で評価するのも一案である。 

 近隣の市の例として、旧狭山市立入間中学校で、映画「暗殺教室～卒業編～」の撮影

が行われた。撮影現場を２日間限定で公開すると、のべ６,２０３人が来場したとのこと

で、イベントでは狭山茶もふるまったそうである。このようなイベントを新座市でも行

うことで、市外の方も興味を持ってくれると考える。 

 また、こうしたイベントを開催するに当たっては、制作会社側にもメリットがなくて

はならない。制作会社側は来場者限定グッズを制作し、販売する機会を得る。販売等に

当たってのサポートは、大学生が行うことで人件費を削減する。 
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２つのイベントを同時に開催 

 謎解きラリーのスポットに、ロケ地やセット・衣装公開などの企画コーナーを設けた

ら、よりイベントが盛り上がるのではないかと考える。 

 映画やドラマの制作など、クリエイティブなことに関心のある学生は、私たちの大学

にも多くいる。そうした学生が運営の一部を担うことで、市や制作会社の負担も、やや

軽くなるのではないかと考える。そして、イベントの企画・運営に参加した学生が、経

験を活かせる仕事（例 映画制作会社、広告会社など）に就けば、市と大学とが協働で

「人づくり」に関わったことになる。 

さらに「にいざクリエイターセミナー」と銘打って、３大学の学生から、このような

事業に関わりたい学生を募集するのもよいと考える。「にいざクリエイターセミナー」で

は、毎年度セミナー生を募集し、セミナー生の活動は大学の単位認定の対象とする。単

位認定という形にすることで、学生たちのモチベーションも高まることが期待される。 

 

◆ 「にいざクリエイターセミナー」は面白い企画だと思う。このセミナーを大学だけ

でなく、市を巻き込んで実施するにはどうしたらよいかという点が課題であると思う。 

例えば、市が監修となって新座市のＰＲ動画を各大学の学生につくってもらう、市

が実施しているお祭りに企画の段階から入ってもらう、といったことが各大学の授業

の単位として認められれば学生のメリットにもなり、祭りに参加する学生の数も増え

ると思う。 

謎解きラリーについてだが、新座市では過去に「ゾウキリンを探せ！夏休み家族

ウォークラリー」というものを実施していたが、時期的に熱中症が懸念されるため、

休止している。謎解きラリーについては、是非、十文字学園女子大学で具体的に企画

してみてほしい。時期を変えて大学のキャンパスや市内の小・中学校を使って実施し

てみてはどうだろうか。 

旧狭山市立入間中学校で撮影された映画「暗殺教室～卒業編～」の撮影現場を２日

間限定で公開すると、のべ６,２０３人が来場したとのことであるが、新座市でもド

ラマ撮影で第六中学校を使用し、約６００人の市民が集まった。撮影する内容にもよ

るが、市民が参加できるものについては、どんどん参加してもらい話題性を発信して

もらいたい。 

また、映画やドラマの制作等のクリエイティブなことに関心のある学生がイベント

の運営の一部を担うことで、映画制作会社や広告会社に就職にするための糧とすると

いう発想も大変よいと思う。 

 

■ 各大学に新座市のＰＲ動画をつくってもらい、コンクールをやってみてはどうか。 

 

◆ 企業から資金を集めて、金賞、銀賞、銅賞等の上位の動画に懸賞金を出すというこ
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ともよいと思う。また、動画ではないが、３大学の学生から新座市をテーマとしたエッ

セイを募集し、優秀な作品を選考するトラベルライティングアワードを実施しており、

１２月に表彰式を行う予定である。 

 

□ 立教大学にも映像に力を入れている学科があるので、参加できたらよい経験になる

と思う。 

 立教大学にはボランティア活動をしてレポートを提出すると単位が取得できると

いった制度はないのでよいなと思った。実際にどのようなボランティア活動があるの

か教えてほしい。 

 

◇ 子ども大学や市民体育祭の協力などがある。 

 

■ 大学のキャンパスで撮影できたらよいと思う。ロケ隊としても大学での撮影は魅力

があると思う。 

 

◆ 学生が自分の大学に誇りを持つことにもつながると思う。 

 

 

No.３ 立教大学 コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科２年 

吉田 真彩、山口 敦大、中馬 佳子 

◇ 「新座市のブランドイメージや魅力の向上のための企画」として、「子育て支援」、

「生涯学習」、「観光都市づくり」の３つの領域から考えた。いずれもこの時代の日本

にとって重要な課題であり、同時に新座らしさをアピールできる領域である。そこで、

次のイベントを企画した。 

 

提言１：子育て支援領域 ＜子ども大学 にいざ＞ 

新座市の魅力を発信してもらう対象者として、新座市在住の方に焦点を当てた。その

理由は、新座市民に満足感や誇りを持ってもらい、市民自らが情報の発信者になっても

らいたいからである。そして、その発信した情報が市外の方々にも伝わることで、効果

的に新座市の魅力を広めることができると考える。 

例えば、新座市の魅力の１つに１８歳までのこども医療費が無料であるということが

ある。この他にも新座市の魅力は多々あり、これらをより多くの市民に知ってもらいた

いと思う。 

そこで、新座市のブランドイメージの向上や魅力を発信することができるイベントを

考えた。そのイベントが「子ども大学にいざ」である。 

立教大学新座キャンパスでは、毎年１１月に、学生が Ivyfesta という学園祭を企画・
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運営しており、毎年、新座に住む多くの子どもたちが遊びに来てくれる。そこで、一過

性のものではなく長く愛される立教大学を目指すために、「子ども大学 にいざ」という

イベントを提案する。子どもたちには、１日大学生として授業を受けたり学食を食べた

りしながら、楽しい思い出作りと新座の魅力を再発見してもらいたいと考えている。 

このイベントは、新座市内の子育て世代とその子どもたちをターゲットとしており、

この企画で得られるメリットとしては、３つのことが考えられる。 

１つ目は、子育て世代の親と子が新座市にある大学を知り、興味・関心を持つことで、

地域の魅力に気付き、将来に渡って、新座で生活していくことを選択肢の一つにしてく

れる可能性が広がる。 

２つ目は、子ども大学を運営する学生側も、地域の子どもたちを知ることで新座市へ

の関心を深め、将来自分たちが子育て世代となった時に新座市で暮らしていこう、残ろ

うという考えの向上が見込まれる。 

３つ目は、子どもたちが授業を受けている間に、保護者を対象とした「新座市の子育

て支援」を紹介するプログラムを、新座市の協力を得て開催する。そのことで、保護者

は、新座市の子育て支援施策についての全体像や方向性を知り、理解を深めることが出

来る。 

私たちは、新座市の出前授業を通し、また自分たちで調べていく中で、新座市は多く

の充実した子育て支援施策を実施しているが、未だそれが市民に伝わり切ってないので

はないかという疑問を持った。それを解消する一手段として、この「子ども大学 にい

ざ」は有効なのではないかと考える。 

 

提言２：生涯学習領域  ＜新座市の住民が英語で外国人に新座市を案内する＞   

私たちは東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて、あるいはそれを契機

に「新座市の住民が英語で外国人に向けて新座市を案内する」イベントを提案する。 

イベントの概要は、まず、新座市の英語を学びたい人や英語を学校で勉強している小

学生に、我々新座市にキャンパスを置く大学生が必要な英語を教え、その後に、新座市

に居住し、あるいは訪問する外国人を招待し、平林寺や野火止用水、新座市のおいしい

飲食店などを案内してもらう。学んだ英語を実践で更に磨いてもらうというものである。 

このイベントは、東京２０２０オリンピック・パラリンピックではブラジルのホスト

タウンであり、オリンピック・パラリンピックで射撃競技の会場となる新座市の強みを

いかして、内外に市の魅力を発信することを目指している。さらに、この企画を通じて、

市民は英語力を身に付け、向上させることができる。生涯に渡って英語を学び、ツール

として活用することが期待できる。 

さらに、このイベントを通してブラジルのナショナルチームを巻き込むことができれ

ば、新座市とブラジルとの繋がりを築き、オリンピック・パラリンピックを更に盛り上

げることができ、メディアからの注目も集まると考える。また、ブラジルの都市と新座
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市、ブラジル人と新座市民との国際交流も深めていくことができ、このイベントを通し

て、新座市の魅力を外部のみならず内部へも発信できると考える。 

外国人に分かり易く新座市を案内するためには、新座市民が新座をより深く知る必要

がある。その結果、新座市民も、案内をするという経験を通して新座市の魅力を再発見

できるはずである。加えて、大学生が市民に英語を教えるので、大学生と市民との交流

も生まれるのではないか。 

しかし、このイベントを１回限り行っても効果は薄いので、オリンピック・パラリン

ピックに向けて何回か行い、より多くの人に経験してもらうことが大切である。また、

より多くの外国人にイベントに参加してもらうために、立教大学を含め新座市の３大学

の留学生にも、参加してもらうことを考えている。彼らも巻き込むことができれば、継

続的なイベント開催が可能になると考える。 

  

提言３： 観光都市づくり領域 ＜新座市ハーフマラソンの開催＞   

私たちは、「新座市ハーフマラソンの開催」を提案する。ハーフマラソンの開催によ

り、自然に溢れる新座市の魅力を、新座市民だけではなく市外の方や遠方の方へも発信

することができる。新座市は土地が広大で道路も広く整備されているため、住宅地に入

り込むことを避ければ、マラソンコースが比較的ゆったりと作れると考える。 

ハーフマラソンを開催するに当たって、多くのボランティア人員が必要になるが、新

座市には立教大学・十文字学園女子大学・跡見学園女子大学と大学が３つあり、中学校

も多いため、生徒や学生による給水ボランティアスタッフを集めることが可能である。

このボランティアスタッフの交流を通して、新座市にゆかりのある人々が新たに市の魅

力を見つけ出すことも狙いとしている。 

 また、新座市内は電車・車・バスでのアクセスも良く、東武東上線志木駅・武蔵野線

新座駅があるため、他県や他市から参加者を呼び込むこともできる。全国にハーフマラ

ソンを行っている地域は多く、どの大会も参加者が多いことから推測すると、マラソン

大会を通じて新座市の魅力を押し出すことができれば、確実にブランドイメージの向上

につながると考える。マラソンコースには、平林寺大門通りなど新座市の主要な観光地

を取り入れ、ゴールを新座市総合運動公園など広い土地に設けることができれば、完走

地点の近くの場所で、新座市特産物の販売、新座産のにんじんを使ったけんちん汁の炊

き出し、新座市のイメージキャラクター「ゾウキリン」も参加したＰＲなどを行い、そ

の企画を通じて新座市のネーム向上が図れる。完走後の参加賞や賞品に、グルメカード・

新座市内で使える割引券、地域通貨などを取り入れることによって、何度も訪れたい町

を目指すことができるのではないだろうか。 

このハーフマラソンをアピールするためには、市内の学校はもちろん市外への発信が

必要不可欠である。新座市公式ホームページはもちろん、ハーフマラソンの公式ホーム
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ページの新規開設、新座市出身の芸能人や著名人とのトークショーなどを取り入れるこ

とで、多くの人に知らせることができる。ゾウキリンにも大いに活躍してもらいたい。 

埼玉県内でも戸田市・越谷市・三郷市など多くの市がハーフマラソン・リレーマラソ

ン・完走マラソンを行っている。ハーフマラソンの開催によって市外の方に新座市の魅

力を知ってもらえ、同時に新座市民の郷土愛が深まるという２つの相乗効果が生まれ、

新座市の発展につながると考える。 

  

◆ 新座市の強みをもっとアピールしてはどうかという御提案を頂いた。 

  県内には６３市町村あるが、１８歳までのこども医療費が無料である自治体は、現

在２１ある。新座市もその１つだが、これが新座市の魅力であると言ってくださる方

も多い。財政負担が大きいことが悩ましい点であるが、御指摘のとおり新座市の強み

の１つである。 

  子ども大学にいざについては、すでに実施しているが、更にブラッシュアップして

はどうかという御提案を頂いた。 

  また、新座市ハーフマラソン開催の御提案を頂いた。新座市ではクォーターマラソ

ンを実施しているが、ハーフマラソンンの開催については、他でも御要望を頂いてい

る。しかし、ハーフマラソンの実施に当たっては、距離が長くなることから、総合運

動公園からスタートした後、川越街道を渡らなくてはならない。そのため、交通規制

が大きな課題となるが、マラソンは人気があり、企業協賛も見込めることから、よい

アイデアだと思う。 

 

■ 市で実施しているクォーターマラソンは、毎回約１，０００人程度の参加者が集ま

るが、ハーフマラソンになると、より多くの参加者が見込めると思う。さらに、参加

費も高く取れるので、ある程度の運営費は賄えるのではないか。また、開催する季節

によっては景色のよいスポットがあるので、以前からハーフマラソンの実施の検討は

しており、市としても体育協会に働きかけをしているところである。しかし、開催に

当たっては道路占用許可や川越街道をどのように渡るかといった課題があり、体育協

会にも研究をお願いしているところであるが難しい状況である。そのような中、学生

の力を借りてハーフマラソンが実現すると、新座市の大きな目玉となる。 

  子ども大学にいざについては、現在、十文字学園女子大学で実施しているが、それ

ぞれの大学で企画して実施してもらえればありがたく思う。特に、御提案を頂いた子

育て講座については、若いお父さんやお母さん同士のコミュニケーションの場を設け

るといった点からも重要な観点である。親と子の両方にサービスの提供ができる、市

としても大変ありがたい企画である。 

  また、英語で新座市の案内をするといった御提案も頂いたが、学生が英語で案内を

したり、学生が市民に英語を教え、英語を学んだ市民が案内したりするアイデアは、
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とても面白いと思う。子どもたちも、自分の住んでいるまちを紹介する機会があれば、

やりがいや誇りにつながり、とてもよい効果が期待できる。また、案内までできない

にしても、道を聞かれたとき等に簡単な英会話でもよいので対応ができるくらいにな

れば、東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けたおもてなしの気持ちが市

民の間にも浸透していくのではないかと思う。 

 

□ ハーフマラソンの参加賞にある地域通貨とは、どういったものを想定しているか。

また、配布対象者を教えてほしい。 

 

◇ 新座市内のみで使える通貨で、参加者に配布する。新座市内で使用してもらうこと

で地域活性化を狙いたい。 

 


