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△議事日程
平成二十四年十一月十四日午前九時開議

第三七番 貞松菜々子 議員

第三五番 武田 淳志 議員

第三三番 吉田絵里佳 議員

第三八番 吉田 周平 議員

第三六番 姫野 愛菜 議員
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△欠席議員︵なし︶

第 九番 松本 陽介 議員

第 七番 福垣 萌香 議員

第 五番 山田 眞椰 議員

第 三番 松田 千尋 議員

第 一番 野村 祐輔 議員

第一二番 澤田 綾乃 議員

第一〇番 市岡 星南 議員

第 八番 白石 沙哉 議員

第 六番 小松

第 四番 望月

皓 議員

巧 議員

聡 議員

第 二番 奥泉 彩香 議員

保健医療部長

福祉部長

文化スポーツ部長

市民部長

総務部長

政策財政部長

上下水道事業管理者

副市長

副市長

市長

今 井 孝 雄

木 島 宣 之

小 川 倫 勝

久都間 益 美

宍 戸 信 敏

風 間 清 司

川 合 善 明

会期決定について

第一一番 江島 竜星 議員

第一四番 村中

環境部長

宇津木 二 郎

日程第 一

│││││││││││││││││││││││││││││

第一三番 廣瀬 毬子 議員

第一六番 鈴木 優平 議員

産業観光部長

藤 條

会議録署名議員指名について

第一五番 井上 結聖 議員

第一八番 西原 実優 議員

都市計画部長

野 原 英 一

日程第 二

第一七番 芳賀 一寿 議員

第二〇番 山川 梨花 議員

建設部長

岸 田 政 明

△議場に出席した理事者

第一九番 小野澤広樹 議員

第二二番 椛澤 彩乃 議員

会計管理者

牛 窪 佐千夫

一般質問について

第二一番 内田 瑠菜 議員

第二四番 西野 航平 議員

経営管理部長

飯 嶌

日程第 三

第二三番 田邊 有紗 議員

第二六番 藤村 紗耶 議員

事業推進部長

新 井 孝 次
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第二五番 吉﨑 奈園 議員

第二八番 内田 優衣 議員

教育長

根 岸 孝 司

日程第 四 決議第

第二七番 佐藤 理子 議員

第三〇番 山元智太郎 議員

教育総務部長

△議場に出席した議員︵三八人︶

│││││││││││││││││││││││││││││

梓 議員

第三二番 内田龍之介 議員

森

薫

茂

聡

政 一

水 野 典 子

栗 原

司

第二九番 奥原

颯 議員

福 田

第三一番 髙橋

１

学校教育部長

猪 鼻 幸 正

│││││││││││││││││││││││││││││
岡 部

宏

△議場に出席した事務局職員
議会事務局長
徹

野 口 昭 彦

大河内

広聴課長
小久保 辰 也

副事務局長兼議事課長
広聴課主任
│││││││││││││││││││││││││││││

お願いいたします︒

はじめに︑市長並びに市議会議長から︑皆さんに対しまして挨拶

がございます︒それでは︑川合市長からお願いいたします︒よろし
くお願いいたします︒

│││││││││││││││││││││││││││││
△市長挨拶

尚美学園大学芸術情報学部情報表現学科二年

高 橋 沙 瑛

関 口 宜 樹

︵川合善明市長登壇︶

同
疋 田

開会に先立ちまして︑私から一言ご挨拶を申し上げます︒

△映像記録及び会議録作成協力者

同

松 本 清志郎

皆様ご承知のとおり︑川越市は︑大正十一年に埼玉県内で最初に

○市長 皆さんおはようございます︒市長の川合でございます︒

同

箕 輪 春 花

この九十周年という節目に︑三十年ぶりに子ども議会を開催でき

市になり︑今年でちょうど九十年になります︒

をいただきましてありがとうございます︒

本日は︑市制施行九十周年記念事業川越市子ども議会にお集まり

同

水 谷 有 貴
秋 濱 知 輝

たということは︑私といたしましても︑誠に喜ばしいことと思って

如

同

石 田 優 里

おります︒

一年

川越市立川越高等学校情報処理科三年

野 口 和香奈

この子ども議会は︑皆さんのように︑川越市の未来を担っていく

同
同

長 島 いちる

子どもたちに︑議会の重要性を学んでいただくことや︑自分たちが

二年

小山田 衣 里

暮らしている︑川越というまちに関心をもっていただくこと等を目

同

高 山 七響愛

同
同

的に開催いただきました︒

国際経済科二年

│││││││││││││││││││││││││││││
○野口昭彦広聴課長 只今から︑市制施行九十周年記念事業︑第一回

ことは︑とても貴重な経験になることと思います︒子ども議会で体

営を体験することや︑自分たちが暮らしているまちについて考える

これからの川越を創って行く皆様にとって︑この議事堂で議会運

川越市子ども議会の開会式を開催いたします︒私は進行を務めさせ

験したことを︑未来のために役立てていただければと思っておりま

△開会式︵午前九時〇分︶

ていただきます︑広聴課長の野口でございます︒どうぞ︑よろしく

２

私も︑皆さんのような若い人たちのご意見や︑自由な発想に触れ

ているわけであります︒本日の︑この川越市子ども議会も︑市制施

十周年を迎え︑その記念といたしまして︑たくさんの事業が行われ

川合市長さんよりご挨拶がありましたとおり︑本年は︑川越市が九

させていただくことを︑とても楽しみにしておりますので︑いろい

行九十周年の一環として開催されるわけでございます︒そのような

す︒

ろなご提案をお聴かせいただければありがたいと思っております︒

中で︑皆さんにおかれましては︑本当に今日はご苦労さまでござい
ます︒

これまで︑皆さんが準備のための勉強会で熱心に取り組んできた
様子は︑担当からも良く聞いております︒私たちも真剣に考え︑お

さて︑皆さんも既にご承知かと思いますが︑議会とは市民から︑

直接選挙で選ばれた議員によって構成をされておりまして︑市民の

答えさせていただきます︒
川越市がより良くなっていく道を︑皆さんと︑ともに考え歩んで

選挙で選出されました市長さんは︑この議会の議決に基づいて事務

意思を代表し︑決定をしていく合議制の機関と言われます︒また︑

最後に︑今日お集りの子ども議会議員の皆さんをはじめ︑保護者

の事業を執行していく立場でございます︒そのようなことから︑私

行く︒今日の子ども議会がそんなきっかけになれば幸いであると思

の皆様︑また︑子ども議会の記録作成にご協力をいただいておりま

たちの議会は︑議決機関と呼ばれまして︑また︑市長さんの方は︑

先ほど市長さんもご挨拶がありましたが︑市議会議員と同じように︑

す︑尚美学園大学並びに︑川越市立川越高等学校の皆様へのお礼を

執行機関と呼ばれているわけでございます︒両者はお互いに対等の

っております︒

申しあげまして︑私の挨拶とさせていただきます︒どうぞ︑よろし

立場でありまして︑お互い独立をして均衡を保ちながら︑より良い

議事で進められるとお聞きしておりますが︑日頃の直面した問題や︑

になるかと思います︒また︑今日の進め方は︑一般質問という形の

議会という形で行われることは︑皆様にとっては大変に貴重な体験

今︑皆さんが着座しております︑この議事堂を使いまして︑本式の

今日は︑これから子ども議会が開催されるわけでありますけど︑

市政のために︑日頃︑活動をしているわけでございます︒

くお願い申し上げます︒
○野口昭彦広聴課長 ありがとうございました︒
│││││││││││││││││││││││││││││
△市議会議長挨拶
○野口昭彦広聴課長 続きまして︑川越市議会の小野澤議長︑よろし
くお願いいたします︒

また︑皆さんの地域社会における諸問題等を︑この場で討論をして

○小野澤康弘市議会議長 皆さんおはようございます︒ご紹介いただ

を︑素直にお話をしていただき︑本日のこの子ども議会が意義深い

どうか︑皆さんの目から見た︑思っていることや感じていること

︵小野澤康弘市議会議長登壇︶

きました︑川越市議会議長の小野澤康弘と申します︒今日は︑よう

ものとしていただきまして︑そして︑この子ども議会を大いに盛り

いただくことは︑とても意義深いものがあると思います︒

こそおいでいただきました︒また︑ご苦労さまでございます︒只今︑

３

上げていただくよう︑私からはお願いしたいと思います︒

○野口昭彦広聴課長 以上で出席理事者の紹介を終わります︒

また︑本日は︑議会事務局から事務局長の岡部が出席しておりま

すので︑併せて紹介させていただきます︒

終りに︑今日のこの子ども議会を開催されるにあたり︑学校の先
生方をはじめまして︑保護者の方︑そして関係者の方々にご尽力い

︵岡部宏事務局長起立により一礼する︒︶

○野口昭彦広聴課長 なお︑先ほど︑
市長の挨拶にもございましたが︑

ＯＡ部紹介

△尚美学園大学芸術情報学部情報表現学科及び川越市立川越高等学校

│││││││││││││││││││││││││││││

ただきましたことを︑この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げ
たいと思います︒今日の子ども議会が成功裏に終わります事をご祈
念申し上げまして︑簡単でございますが開会のご挨拶とさせていた
だきます︒
今日は皆さん︑頑張ってください︒
○野口昭彦広聴課長 ありがとうございました︒
│││││││││││││││││││││││││││││

子ども議会の運営にあたりましては︑映像記録として︑尚美学園大

○野口昭彦広聴課長 続きまして︑ご出席いただきました︑子ども議

高等学校ＯＡ部の皆さんにご協力をいただいておりますので︑この

埼玉県ワープロ競技大会で団体優勝をいたしました︑川越市立川越

△子ども議会議員自己紹介

会議員並びに出席理事者の紹介を行います︒まず︑子ども議会議員

場を借りてお礼申し上げます︒どうぞ︑よろしくお願いいたします︒

学芸術情報学部情報表現学科の皆さん︑また︑会議録作成として︑

の皆さんから自己紹介をお願いいたします︒自己紹介は議席番号順

│││││││││││││││││││││││││││││

は六月二十三日の勉強会で議長︑副議長を選出しておりますので︑

議会開会の後︑はじめに議長選挙を行うことになりますが︑今回

○野口昭彦広聴課長 それでは︑これから︑子ども議会を開催します︒

△子ども議会議長及び子ども議会副議長選任と子ども議会議長挨拶

に行います︒自分の席で起立して︑大きな声で学校名と名前を言っ
てください︒それでは︑第一番から順にお願いします︒
︵各子ども議会議員起立により自己紹介を行う︒︶
○野口昭彦広聴課長 ありがとうございました︒
│││││││││││││││││││││││││││││

紹介いたします︒

瑠菜副議長︑以上の二人にお願いいたします︒副議長には後ほど挨

△理事者並びに議会事務局長紹介
○野口昭彦広聴課長 続きまして︑出席理事者を紹介いたします︒

拶をお願いいたしますが︑まず山元議長からご挨拶をお願いいたし

まず︑南古谷中学校の山元智太郎議長︑次に︑芳野中学校の内田
︵各理事者広聴課長の点呼に従い︑起立により一礼する︒︶

ます︒

４

︵山元智太郎議長登壇︶
○山元智太郎議長 本日︑第一回川越市子ども議会議長に選任されま
した︑山元智太郎です︒

これより開会いたします︒

│││││││││││││││││││││││││││││
△日程第 一 会期決定について

日程に入ります︒

○山元智太郎議長 ただちに会議を開きます︒

行い︑川越市の仕事や市議会の仕組みなど学んでまいりました︒私

日程第一︑会期決定についてを議題とします︒

五月の子ども議会議員当選証書付与式に始まり︑数回の勉強会を
たちの子どもの目線より︑未来の川越のことを考えて本日に至りま

お諮りいたします︒

します︒
望 月

会議録に署名する議員は︑
新宿小学校

髙 橋

△日程第 三 一般質問について

颯 議員

│││││││││││││││││││││││││││││

の三人といたします︒

寺尾中学校

霞ケ関東中学校 佐 藤 理 子 議員

聡 議員

○山元智太郎議長 日程第二︑会議録署名議員指名についてを議題と

△日程第 二 会議録署名議員指名について

│││││││││││││││││││││││││││││

期は︑本日一日間とすることに決定しました︒

○山元智太郎議長 全員起立でありますので︑川越市子ども議会の会

︵賛成者起立︶

起立を求めます︒

川越市子ども議会の会期を本日一日間とすることに賛成の議員の

した︒
ご指導いただきました市長さんをはじめ︑市役所の職員の方々に︑
本日無事開催できます事を大変嬉しく思い︑感謝申し上げます︒
子ども議会の議員︑そして議長としての自覚と誇りを持ち︑一生
懸命努めてまいります︒
どうぞ︑よろしくお願いいたします︒︵拍手︶
○野口昭彦広聴課長 ありがとうございました︒ここからは︑山元議
長に進行していただきますので︑小野澤議長と議長席を交代してい
ただきます︒
小野澤議長ありがとうございました︒
︵小野澤康弘市議会議長退席︶
○野口昭彦広聴課長 以上で開会式を終わらせていただきます︒
︵午前九時十六分︶
│││││││││││││││││││││││││││││
△開会︵午前九時十七分︶
○山元智太郎議長 出席議員が定足数に達しておりますので︑平成二
十四年第一回川越市子ども議会は成立しております︒

５

○山元智太郎議長 日程第三︑一般質問についてを議題とします︒

自転車レーンをつくれば︑歩行者と自転車の接触事故や交通事故

の防止にもつながると思っています︒そうすれば事故が少ない川越
になります︒

みなさんは︑川越での事故が少なくなってほしいですよね︒

発言の通告がありましたので︑順次︑発言をお願いします︒
﹁交通ネットワーク﹂
︒

だから︑自転車レーンをできるだけつくり︑将来は︑今より事故

︵木島宣之市民部長登壇︶

これで﹁交通ネットワーク﹂の一般質問を終了いたします︒︵拍手︶

るのは知っていますが︑できるだけつくってください︒

が少なく︑安心できる川越になってほしいと考えます︒お金がかか

︵会派﹁交通ネットワーク﹂登壇︶
○奥泉彩香議員 私たちの会派名は﹁交通ネットワーク﹂です︒
私は代表者の川越小学校の奥泉彩香です︒会派の仲間を紹介しま
す︒
川越第一小学校の野村祐輔です︒
山田小学校の澤田綾乃です︒

川越市内での歩行者と自転車の接触事故について︑自転車レーン

自転車レーンについてご答弁申し上げます︒

○木島宣之市民部長 おはようございます︒

これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

があるところと︑無い所ではどちらの方が多いかについてでござい

芳野小学校の江島竜星です︒

○江島竜星議員 私たち﹁交通ネットワーク﹂は︑自転車レーンにつ

ざいます︒どちらが多いのか正確なお答えはできませんが︑自転車

ますが︑そのような統計は︑警察でもとっていないということでご

理由は︑川越市は車や自転車の通りが多く︑事故の原因となって

レーンのある場所であれば︑歩行者と自転車が分離されますので︑

いて一般質問をします︒
しまうので︑安全な道路を増やして事故防止につなげたいと思った

接触事故の危険も減ると思われます︒

次に︑大通りに自転車レーンをもっとつくらないのですかとのお

からです︒
自転車レーンについていくつか質問しますので教えて下さい︒

尋ねでございますが︑自転車レーンは︑自転車と歩行者︑自転車と

なお︑現在までの川越市内における自転車レーンの整備状況でご

設置も考えた整備をしていく必要があると考えております︒

そのため︑今後︑整備する道路につきましては︑自転車レーンの

大通りであっても自転車レーンをつくれない道路もあります︒

の幅を確保できなければ自転車レーンを設けることはできないため︑

自動車の事故を防ぐうえで︑とても有効なものですが︑一定の道路

一つ目は︑川越市内での歩行者と自転車の接触事故は︑自転車レ
ーンがあるところと︑無い所ではどちらの方が多いのですか︒
二つ目は︑大通りに自転車レーンをもっとつくらないのですか︒
教えてください︒
○澤田綾乃議員 私たち﹁交通ネットワーク﹂は︑川越市に自転車レ
ーンが少なく︑危ないということから︑整備された︑安全な道路に
なってほしいと考えました︒

６

ります︒

の五二〇メートルの二区間で︑合計一︑一五〇メートルとなってお

本川越駅前から川越駅西口に向かう途中にある︑赤心堂病院前まで

ざいますが︑川越市役所前から初雁球場前までの六三〇メートルと︑

芳野中学校の内田瑠菜です︒

城南中学校の田邊有紗です︒

野田中学校の椛澤彩乃です︒

会派の仲間を紹介します︒

これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

砂中学校の内田龍之介です︒

ンについてのご提案は︑自転車が関係する交通事故を減らす方法と

○田邊有紗議員 私たち﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂は︑川越

会派﹁交通ネットワーク﹂の皆さんからいただいた︑自転車レー
して非常に有効であると思っております︒また︑皆さんが︑交通安

川越のごみについて質問がいくつかあるので教えてください︒ま

のごみのポイ捨て状況について一般質問をします︒理由はごみの清

ご質問にもあります様に︑交通事故を減らしたいという思いは私

ず始めに︑川越市内で︑ごみに関する活動をしていますか︒川越の

全について高い意識をもっていることをお聞かせていただき︑とて

たちも同じでございます︒そのため︑市では道路整備のほかにも︑

まちをきれいにする工夫や考えはありますか︒タバコなども特定の

掃活動や︑川や森林をきれいにする活動が少ないからです︒

警察などと協力をしながら︑交通ルールやマナーの啓発にも力を入

場所で吸う所を措置しているなどの活動はありますか︒教えてくだ

もうれしく思っております︒

れているところでございます︒

私たちは︑私たちのまちが今よりも︑より良い所になることを望

さい︒

ールを守り︑お互いに気をつけ合いながら︑交通事故の無い川越市

んでいます︒まちを見るとある場所では﹁そこにごみをポイ捨てす

自動車を運転する大人も︑自転車を運転する子供たちも︑交通ル
にしていきたいと考えておりますので︑子ども議会の皆様も︑川越

ると罰金になる﹂と看板に書いてありました︒でもその場所には︑

の目標を達成するためには︑まち全体で定期的にごみ拾いをして︑

だけではなく︑まちにでも出来ることだと思っています︒そしてこ

それは︑ポイ捨てをなくして川や森林をきれいにするです︒自然

そこで私たちの会派はごみのポイ捨て対策として目標を考えました︒

しまう話を聞いて︑このままだと自然が崩れてしまう気がしました︒

○内田龍之介議員 ほかには︑山や川などに大きな家電製品を捨てて

いるというのが今の状況です︒もっと厳しくあるべきだと思います︒

ことを覚えています︒罰金になるとわかっていてもごみを出す人が

レジ袋やコンビニのお弁当の食べ終わったごみなどが散乱していた

市の交通安全にご協力くださるようお願い申し上げます︒
以上でございます︒
○山元智太郎議長 これで﹁交通ネットワーク﹂の質問を終わります︒
次に︑﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂︒
︵会派﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂登壇︶
○髙橋颯議員 私たちの会派名は﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂
です︒
私は代表者の寺尾中学校の髙橋颯です︒
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とが必要だと考えています︒ポスターは︑今までのように小中学校

の人に協力をしてもらい︑まちや近くの川や森林をきれいにするこ

ポスターで呼びかけることを提案します︒具体的には︑学校や地域

ています︒

望する人にもお配りし︑地域をきれいに保つために利用してもらっ

うにする看板の配布を行っています︒これは︑各自治会のほか︑希

すが︑まず︑質問の中にもありましたように︑ポイ捨てをしないよ

からです︒

ている︑きれいな場所には︑ごみをポイ捨てしにくくなると考える

な場所をつくる活動のお手伝いをしています︒たくさんの花が咲い

そのほかにも︑道路沿いに花壇をつくるなど︑まちの中にきれい

の子供たちに依頼するなどして︑目の届く所に貼ることをしたほう
がいいと思います︒
これで私たち﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂の一般質問を終
了いたします︒︵拍手︶
︵森政一環境部長登壇︶

また︑皆さんも夏休みに描いたことがあると思いますが︑
﹁３Ｒ推

ターコンクール﹂を行い︑市内の小中学生の皆さんから︑作品のご

進とごみの散乱防止ポスターコンクール﹂や︑
﹁川越市環境月間ポス

まず︑皆さんがまちの環境に興味を持ち︑もっと川越のまちをき

応募をいただいています︒その絵をもとに作成したポスターを︑各

○森政一環境部長 ご質問にお答えいたします︒
れいにしていきたいと思っていることを大変ありがたく︑また︑心

自治会の掲示板などに貼っていただいているのを見たことがあると

のまちをつくるため︑市民全体で工夫することができるような活動

このように︑川越市ではごみのポイ捨てをしない︑きれいな川越

思います︒

強く思っています︒
まちをきれいにしようとする一番大きな活動には︑市内全体でご
み拾いをする︑﹁ごみゼロ運動﹂があります︒
これは︑年二回︑だいたい五月と十月の終わりごろに実施してい

を行っています︒

続きまして︑タバコに関する活動についてのご質問ですが︑川越

る運動で︑市内の各自治会や団体などの人たちが︑地域に散乱して
いるごみを拾って︑まちをきれいにしようとするものです︒今年の

市内では︑市内全部の道路上でタバコを吸わないように努力しなけ

また︑川越駅のまわりなど︑人通りの多いところでは︑道路の上

五月の﹁ごみゼロ運動﹂には︑三百二団体・五万四百八十六人の方
このほかにも︑自分たちでまちをきれいにするために︑清掃活動

でタバコを吸ってはいけない地区を指定しています︒この地区の中

ればならないという条例を定めています︒

を行っている人たちや︑これから清掃活動を始めようとしている人

には︑そこでなら︑タバコを吸うことができる︑特定の場所を設け

が参加されました︒

たちに︑清掃用具などを提供してお手伝いをすることにより︑住み

ています︒

して︑きれいな川越になるように努めているところでございます︒

以上のような取り組みの中で︑皆さんと一緒に︑ポイ捨てをなく

良い美しいまちづくりをめざすという制度を設けています︒この制
度を環境美化活動支援制度と呼んでいます︒
続きまして︑川越のまちをきれいにする工夫についてのご質問で

８

以上でございます︒
︵川合善明市長登壇︶
○川合善明市長 ﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂の皆さんのご提
案にお答えいたします︒
皆さんが︑まちをきれいにして︑もっと住み良い環境にしていき
たいと考えていることを︑大変ありがたく思います︒

○山元智太郎議長 これで﹁ＳＴＯＰポイすて きれいな川越﹂の質問
を終わります︒

次に︑﹁ストップ無駄遣い！﹂︒

︵会派﹁ストップ無駄遣い！﹂登壇︶

○望月聡議員 私たちの会派名は﹁ストップ無駄遣い！﹂です︒

私は代表者の新宿小学校の望月聡です︒

会問題だと思います︒皆さんもお気付きのように︑地域の皆様にこ

大塚小学校の廣瀬毬子です︒

武蔵野小学校の松田千尋です︒

会派の仲間を紹介します︒

まめに掃除をしていただき︑いつも︑きれいにしている場所にはあ

福原小学校の村中皓です︒

ごみのポイ捨ては︑川越市に限らず︑多くの地域が抱えている社

まりポイ捨てもないという傾向があると思います︒きれいにしてい

これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

市と市民で話す場を設けているのか︒市と市民の意見は合っている

川越市の行政について︑いくつか質問しますので教えてください︒

のように税を使っているかが気になったからです︒

駄遣いについて一般質問をします︒理由は︑川越市が︑どこに︑ど

○村中皓議員 私たち﹁ストップ無駄遣い！﹂は︑川越市の行政の無

る場所にはごみが捨てにくい︒という心理も影響しているからだと
思います︒
ご提案の様に︑みんなが住むまちを︑みんなで協力し合ってきれ
いにすることは︑とても重要なことだと思います︒その様な意識が︑
大きく広がって行くことによって︑ポイ捨てもなくなり︑きれいな
川越につながっていくことだと思っております︒

市と市民が話し合うことでより良い施設を建てることができると

のか教えてください︒

いては︑今後も﹁ごみゼロ運動﹂への参加を︑地域の皆様に呼びか

思っています︒また市民と話し合うことで市民が困っていることを

そのためにも︑ご提案いただいた︑まちの定期的な清掃活動につ
けていくほか︑清掃活動のお手伝いをする制度のＰＲも引き続き行

市が知り︑対策をたてることができると思います︒そのためには︑

本当に必要ものが決まって行くようになれば幸いです︒

○松田千尋議員 そして︑ただ話すだけではなく︑
話し合いの中から︑

でなく︑障害者にも意見を話してもらいたいと思います︒

市と市民が定期的に話し合うことが必要だと思います︒健常者だけ

っていきたいと思っています︒
また︑部長が申し上げましたポスターコンクールにつきましても︑
今後とも続けていきたいと考えておりますので︑子ども議会の皆さ
んにも︑積極的に応募していただければ︑とてもうれしく思います︒
よろしくお願いします︒

それは︑市と市民の意見が一緒になってつくられた建物は︑多く
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の人に使用される物になると思ったからです︒
また︑あまりニーズがない物に関しては︑ほかの建物と一緒にし
て︑一つの建物にする事で︑土地を買うのに充てるお金をほかの市

となるよう︑利用者をはじめ関係する市民の方などによる集まり︑

これを懇話会と呼んでおりますが︑そういった会をつくって︑その

中で検討していただく︑といったことも行っております︒

って︑今︑市ではどんなことを行い︑どんな事業や施設を計画して

二つ目は︑月二回発行の﹁広報川越﹂や︑ホームページなどを使

まちがきれいだと︑ほかの地域からの移住者が増え︑さらに豊か

いるのか︑そういった情報を市民の皆様に分かりやすく伝えながら︑

民の困っていることに充てることができると思いました︒
になると思います︒今現在川越市の人口は減っていく試算がでてい

それに対するご意見などをいただくといったものでございます︒

てです︒

次に︑市と市民の意見はあっているのか︑といったご質問につい

ります︒

間接的ではありますが︑話し合いの場の一つとなるものと考えてお

説明させていただく方法があります︒この﹁市民意見箱﹂などは︑

問を書面でいただき︑それにお答えするかたちで市の考え方などを

うものを出張所などに設置し︑市民の皆様から自由にご意見やご質

お話をいただく方法もありますが︑そのほかに︑
﹁市民意見箱﹂とい

このご意見などをいただく方法には︑電話や市役所窓口で直接に

ますが︑将来この予想より人口が多く︑にぎやかで豊かな川越市に
なってほしいと思っています︒
これで﹁ストップ無駄遣い！﹂の一般質問を終わりにします︒
︵拍
手︶
︵福田司政策財政部長登壇︶
○福田司政策財政部長 ご質問にお答えいたします︒
はじめに︑市と市民で話す場を設けているのか︑とのご質問につ
いてです︒
市では︑実施中の事業や今後の計画などについて︑広く市民の皆

合いの場を設けることで︑市民の皆様が必要とされているもの︑よ

ただいまの︑一点目のご質問でお答えいたしましたように︑話し

その方法といたしましては︑大きく二つに分けられます︒

り多くの方に喜ばれるような施設整備や事業の実施が進められてい

様からご意見やお話をいただくよう努めています︒
一つ目は︑市の職員が地域に出向き︑市民の皆様と直接顔を突き

るものと考えています︒

もちろん︑市民の皆様の中には様々な考えをお持ちの方がおられ

合わせて︑話し合いを持つといった方法です︒この中には︑川合市
長が直接市民の皆様と話し合う﹁タウンミーティング﹂というもの

ますので︑すべての方に納得いただけるといったわけではありませ

しかしながら︑市にとりましても︑また市民の皆様にとりまして

があります︒この﹁タウンミーティング﹂は︑平成二十一年度から
そのほかに︑各担当職員が個々の計画などについて︑市民の皆様

も︑無駄使いをすることなく︑より良い事業︑施設整備を行ってい

ん︒

にご説明し︑ご意見をいただきながら進めていくような場を設けた

くことが必要ですので︑話し合いを進めていくことにより双方の理

実施しており︑これまでに四十八回開催しています︒

り︑また︑ある施設を建設する計画をつくる段階で︑より良い施設
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解も深まり︑まとまっていくものと考えております︒

や病気になり︑治療︑つまり修理が必要になってきているというこ

学校の建物のほかに︑
公民館や橋などもそのようになっています︒

とでございます︒

ういった取り組みを進め︑更に︑多くの方に川越市に住んでいただ

年数がたって修理が必要となってくる建物などが︑どんどん増えて

会派﹁ストップ無駄遣い！﹂の皆様のご指摘のとおり︑今後もこ
き︑にぎやかで豊かなまちとなるよう頑張ってまいりたいと考えて
います︒

そこで只今︑会派﹁ストップ無駄遣い！﹂の皆様には︑的を射た

今︑このような状況にあることを︑ぜひ知っておいてください︒

とになります︒

減って︑出ていくお金︑必要とされるお金が増えていく︑というこ

別の言い方をすれば︑これからは︑市に入ってくるお金︑税金が

おります︒以上でございます︒
︵風間清司副市長登壇︶
○風間清司副市長 会派﹁ストップ無駄遣い！﹂の皆様からいただい
たご提案について︑お答えいたします︒
まず︑まちづくりを進めるに当たっては︑今︑いくつかの大きな

必要とされるお金はどんどん増えていく︑しかし︑使えるお金は

大切なご提案をいただきました︒

市を含め多くのまちで︑子どもの数が減り︑高齢者の数がどんどん

増えていかない︒ではどうするか︑まさしく︑皆さんの会派名どお

課題があります︒その一つが人口減少︑少子高齢化です︒今︑川越
増えています︒どうようなことが問題なのかと申しますと︑子ども

り︑無駄遣いをしないで︑本当に必要とするものに使っていく︑と
いうことだと思います︒

の数が減り︑人口が減少すると︑将来の働き手の数が減ってしまい︑
単純に言いますと税金を納めていただける方が少なくなるというこ

様々なことについて︑市と市民の皆様とで話し合いを持ち︑色々

合いの中から︑本当に必要とされるもの︑皆さんに喜んでいただけ

とでございます︒例えば︑皆さんの学校ですが︑校舎を建てたりす

一方︑人は歳をとってくると︑どうしても体力的にも仕事をする

るもの︑そのようなものが出来上がってくるのではないかというこ

と意見を出し合います︒いくら市で良いと思っても︑市民の皆様が

ことが難しくなってきます︒また︑病気になる割合も増えてきます︒

とでございます︒そして︑あまり必要のないもの︑ニーズのない物

るには︑多くの人が働いて納めていただいた税金が必要です︒そう

高齢者の皆さんが︑できるだけ病気にならないで︑健康で安心し

は他の建物と一緒にして︑その分のお金を市民の困っていることに

あまり使われないようなものをつくっても仕方がありません︒話し

た生活を送れるような取り組みが︑今後︑ますます必要とされてい

充てる︒といったご提案は︑川越市の課題を認識し︑先を見据えた︑

いった必要なお金が減ってくるということになります︒

ます︒

市といたしましては︑先ほどの部長の答えにありましたように︑

非常に大切な考え方だと思います︒

べて終わりますが︑建物自体︑建ててからの年数がだいぶ経ってい

様々な話し合いの場を設けてきておりますが︑これからも︑只今ご

また︑皆さんの学校ですが︑校舎や体育館の耐震補強の工事はす
ます︒つまり︑学校の建物も歳をとってきていて︑あちこちでケガ

１１

提案をいただいたような取り組みを進めてまいります︒そして︑皆

り︑花壇をつくる活動を増やした方が良いと思います︒

と思います︒そのためには︑住宅街や観光地などに植物を増やした

えいたします︒

○森政一環境部長 ﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂の皆さんのご質問にお答

︵森政一環境部長登壇︶

す︒︵拍手︶

これで私たち﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂の一般質問を終わりにしま

気持ち良く過ごせる場所になってほしいと思っています︒

ぜひ︑この川越に︑沢山の緑を増やして︑環境のいい︑みんなが

れいになると思います︒

良いと思います︒そうすれば︑川越市内にも緑が増えて︑空気がき

その植えた木は︑月に二︑三回以上地域の人たちで手入れをすれば

歩をしてのどが渇いた時のために︑水飲み場を用意してください︒

○吉﨑奈園議員 また小さめの木をたくさん植えたり︑所々に犬の散

さんがずっと住み続けたくなる︑また︑他のまちの人が住んでみた
くなる︑そんな川越市を皆さんと一緒につくっていきたいと思いま
すので︑よろしくお願いします︒
○山元智太郎議長 これで﹁ストップ無駄遣い！﹂の質問を終わりま
す︒
次に︑﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂︒
︵会派﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂登壇︶
○西野航平議員 私たちの会派名は﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂です︒
私は代表者の川越第一中学校の西野航平です︒
会派の仲間を紹介します︒
富士見中学校の吉﨑奈園です︒
寺尾中学校の吉田絵里佳です︒
これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

には田や畑︑河川などが含まれます︒川越市には︑約五︑九〇〇ヘ

には︑林の木や草花のほかに︑公園︑公共施設にある緑︑そのほか

川越市内に緑はどのくらいあるのですかというご質問ですが︑緑

○吉田絵里佳議員 私たち﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂は︑川越市の緑化

クタールの緑があり︑川越市の面積の約半分︑五十四％を占めてい

山田中学校の菊嶋彪人です︒

について一般質問をします︒理由は︑川越には緑が少ないと思うこ

次に︑緑を増やすために︑どのような活動をしているかというご

ます︒

環境について︑いくつか質問しますので教えてください︒川越市

質問ですが︑工場などの大きな建物を建てる際には木を植えてもら

とがあったからです︒
内に緑はどのくらいあるのですか︒緑を増やすため︑どのような活

っています︒

助しています︒

り︑壁を植物で覆ったりする時に︑掛かった金額の一部を市から補

また︑新しく生け垣をつくる時や︑家やビルの屋上に木を植えた

動をしていますか︒車がたくさん走っているのに︑まちに緑がない
ので空気が悪いのではないか︑観光地に植物は植えないのですか︒
教えてください︒
川越市に緑を増やして︑人も動物も快適な場所をつくってほしい
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校や市の施設などに木を植えたり︑苗木を配布するイベントを行っ

そのほかに︑皆さんにご協力をいただいた緑の募金を使って︑学

きます︒以上でございます︒

たいへんによい提案であると思います︒今後の参考にさせていただ

れば︑川越市が︑人にも動物にもやさしいまちになると思います︒

○山元智太郎議長 これで﹁ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ﹂の質問を終わりま

ています︒このイベントは︑昭和五十八年から行っており︑これま
でに約七万本の苗木を配布しました︒
次に︑まちに緑がないので空気が悪いのではないかというご質問

次に︑﹁みんなを安全にし隊﹂︒

す︒

スなどの汚れた空気を吸収し︑きれいな空気をつくり出しています︒

︵会派﹁みんなを安全にし隊﹂登壇︶

ですが︑木などの緑は︑光合成を行う事により︑車から出る排気ガ
このようなことから︑まちに緑を増やすことは大切なことであると
考えています︒

○小松巧議員 私たちの会派名は﹁みんなを安全にし隊﹂です︒

私は代表者の南古谷小学校の小松巧です︒

川越市には住宅などの建物がたくさんあり︑木など植える場所に
限りはありますが︑公園や公共施設の庭に木などを植えることで︑

古谷小学校の山田眞椰です︒

会派の仲間を紹介します︒

また︑川越市は︑多くの人が訪れる観光地ですので︑訪れた人に

牛子小学校の井上結聖です︒

まちに緑を増やしています︒
観光スポットでの楽しい思い出とともに︑緑あふれるまちという印

寺尾小学校の鈴木優平です︒

これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

象が残るように︑まちに緑を増やしていきたいと考えています︒
住宅街や観光地などに植物を増やすには︑市役所と市民の皆さん

○鈴木優平議員 私たち﹁みんなを安全にし隊﹂は︑お年寄りや車い

○山田眞椰議員 私たち﹁みんなを安全にし隊﹂は︑お年寄りや車い

ことはありますか︒教えてください︒

川越の中でスロープをたくさんつけるなど安全に気をつけている

をしていますか︒

時の鐘周辺の道路はガタガタしていますが︑どのような安全対策

きたいことがでてきましたので教えてください︒

安全な道路について︑みんなで意見を交換したところいくつか聞

たので︑安全な道路について質問しようと考えました︒

すにのっている人たちも︑安全にまちを歩けるようにしたいと思っ

で︑協力しあって実現していければよいと考えています︒まずは︑
皆さんの家でも︑花を育ててみてください︒
花壇をつくる活動を増やした方がよいとのご提案についてですが︑
川越市には︑年に二回花を配り︑地域の皆さんに世話をしていただ
く﹁市民花壇﹂という制度があります︒平成二十四年十月までに六
十箇所の﹁市民花壇﹂がつくられていますが︑これからも︑地域の
皆さんの力を借りながら︑さらに増やしていけるようにと思います︒
また︑小さめの木を植えたり︑散歩する犬の水飲み場を用意して
ほしいとのご提案がありましたが︑皆さんがとてもまちのことや緑
の大切さを理解していると感じました︒提案された内容が実現でき
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由から︑お年寄りや車いすにのっている人たちが︑転んでケガをし

すにのっている人たちも安全にまちを歩けるようにしたいという理

さらに進めていきたいと考えています︒

を参考にさせていただきながら︑誰もが安全に歩ける道路づくりを

今後は︑平らなタイルを隙間なく敷き詰める︒というご提案内容

が安心して歩ける道づくりは︑魅力的な川越をつくって行くうえで︑

さんが言われるとおり︑子どもや高齢者︑障害のある人など︑誰も

実現するには大きな課題を抱えた場所もございますが︑議員の皆

えております︒

がら︑誰もが安全に川越のまちを歩けるようにする必要があると考

め︑幅の広い歩道の整備や︑電柱の除去など様々な工夫を凝らしな

しかしながら︑ご提案いただきましたとおり︑段差の解消をはじ

ございます︒

差があるところが多いですが︑なかなか解消しきれていない状況で

次に︑スロープが必要な場所は︑交差点をはじめ歩道と車道に段

ないように平らなタイルを隙間なくつめれば︑転んでケガをする人
が減ると考えました︒
ほかにも︑体が不自由な人でも簡単に歩けるように︑スロープを
つけて︑安全にだれでも通れる道をつくって︑将来はもっと安全な
川越になってほしいと考えました︒
これで私たち﹁みんなを安全にし隊﹂の一般質問を終了いたしま
す︒︵拍手︶
︵野原英一建設部長登壇︶
○野原英一建設部長 ﹁みんなを安全にし隊﹂の皆様のご質問にお答
えいたします︒

川越に住んで良かった︒住んでみたい︒また川越に遊びに来たい︒

とても大切なことだと思います︒

まち並みが色濃く残る市街地で︑まち並みの風景との調和を図りな

そう思っていただくような美しいまちづくりに全力で取り組んでい

川越市は古くから城下町として栄えてきましたが︑この歴史的な
がら︑安全で快適な道路をつくるために︑電柱を取り除いたり︑石

もっと安全な川越になってほしいという会派﹁みんなを安全にし

きたいと思っています︒

時の鐘前の道路をはじめといたしまして︑周辺では長喜院︑養寿

隊﹂の皆さんのやさしい気持ちと︑たくましい意気込みを励みに︑

の舗装材料を使った道路工事を行っております︒
院︑行伝寺の各門前の道路整備が完成していますが︑一番街の大通

今後も一生懸命に道づくりを進めてまいります︒

ご協力ありがとうございました︒

一般質問の途中でありますが︑ここで︑副議長に交代いたします︒

す︒

○山元智太郎議長 これで﹁みんなを安全にし隊﹂の質問を終わりま

大変に貴重なご質問ありがとうございました︒

りでも︑歩行者が通る部分に石の舗装材料が使われております︒
ご指摘のとおり︑舗装材料として使っている石の表面がゴツゴツ
していたり︑あるいは石と石の隙間が大きいと︑ガタガタの原因に
もつながります︒
最近では︑歩行者が滑らない程度に石の表面を平らにしたり︑表
面積の大きな材料を使うことによって︑石と石の隙間を減らすなど
の工夫をしております︒

１４

暫時休憩いたします︒
午前九時五十七分 休憩
│││││││││││││││││││││││││││││
午前十時十分 再開
○内田瑠菜副議長 休憩前に引き続き会議を開きます︒
ここから私︑芳野中学校の内田瑠菜が議事を進めます︒よろしく

現在︑失業者になっている人が多いので︑十年後には誰もが安定

した職業につけるようになって︑安定した生活を送れるようになっ

てほしいです︒そのためには︑市が仕事をつくっていただけると良
いと思います︒

○姫野愛菜議員 例えば︑小江戸のまち並みを整えるという仕事をつ

くれば︑その仕事のために木などの材料を運ぶ人︑ペンキをぬる人︑

実際に工事をする人など︑たくさんの人々を雇う事ができます︒ま

た︑その仕事について︑広報などで広く募集したり︑意見箱で仕事

について︑市民の声を聴くなどの取り組みをしたほうが良いと思い

ご協力をお願いします︒
一般質問を続行いたします︒﹁かわごえお仕事事務所﹂︒

ます︒

○宇津木二郎産業観光部長 ﹁かわごえお仕事事務所﹂の皆さんのご

︵宇津木二郎産業観光部長登壇︶

ます︒ありがとうございました︒︵拍手︶

これで私たち﹁かわごえお仕事事務所﹂の一般質問を終了いたし

このような政策が実現していると良いと思っています︒

山の人が仕事に関心をもってくれると思います︒
ぜひ︑十年後には︑

資料の左下を見て下さい︒広報にこのような記事をのせれば︑沢

︵会派﹁かわごえお仕事事務所﹂登壇︶
○佐藤理子議員 私たちの会派名は﹁かわごえお仕事事務所﹂です︒
私は代表者の霞ケ関東中学校の佐藤理子です︒
会派の仲間を紹介します︒
霞ケ関中学校の藤村紗耶です︒
川越西中学校の武田淳志です︒
名細中学校の姫野愛菜です︒
これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

まず︑川越市が行っている就職難についての政策でございます︒

質問にお答えします︒

ついて一般質問します︒理由は︑私たちが成人になった時︑就職難

今年の十月一日に市の雇用支援課と︑国のハローワーク川越が協力

○武田淳志議員 私たち﹁かわごえお仕事事務所﹂は︑市民の仕事に
ではなく︑誰もが安定した職業につけるようになってほしいと思っ

このセンターでは︑仕事を探している人の相談にのったり︑仕事

して﹁川越しごと支援センター﹂をオープンしました︒

市民の仕事について︑
いくつか質問しますので︑教えてください︒

を紹介したり︑就職に役立つ研修会などを開催したりしています︒

たからです︒
川越市が行っている就職難についての政策はありますか︒ニート︑

次に︑ニート︑フリーターの人数でございますが︑国が実施した

国勢調査によりますと︑平成二十二年十月一日現在の川越市内のニ

フリーターの人数は︑どのくらいですか︑職についていない成人は
どれくらいいますか︒教えてください︒
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ります︒これは回答していただいた人数ですので︑回答していない

ートの人数は︑十五歳から三十四歳までで一︑九九三人となってお
す︒

市が何かに取り組む際には︑大変有効な手段であると考えておりま

ータがないため︑国勢調査を基に︑埼玉県内のフリーターの割合を

次に︑フリーターの人数でございますが︑川越市の人数を示すデ

いて︑安定した生活を送れるようにすることは︑
これからの社会で︑

く伝わってきております︒ご意見のように誰もが安定した職業に就

皆さんが難しい課題を一生懸命考えていただいたということが︑良

﹁かわごえお仕事事務所﹂の皆さんのご意見を聞かせていただき︑

川越市に当てはめ計算しますと︑十五歳から三十四歳までで一一︑

最も力を入れなければならない課題の一つだと思っております︒私

人数を含めるともっと多くなると思われます︒

二五〇人となり︑就業している人のうち約四人に一人が︑パートや

たちもその目標に一歩でも近づけるように︑一生懸命努力していき

︵会派﹁環境の川越﹂登壇︶

次に︑﹁環境の川越﹂︒

ます︒

○内田瑠菜副議長 これで﹁かわごえお仕事事務所﹂の質問を終わり

ご提案ありがとうございました︒以上でございます︒

たいと考えております︒

アルバイトとして働いている状況でございます︒
次に︑職についていない成人とのご質問でございますが︑国勢調
査によりますと︑川越市における職についていない二十歳以上の成
人でございますが︑九︑六六七人となっております︒
次に︑安定した生活を送れるよう︑市が仕事をつくっていただけ
ると良いとのご提案いただきました︒小江戸のまち並みを整えると
いう仕事は︑道路の整備や︑市民のための施設の建設や︑修繕など
の公共事業を行うことで︑市内の事業所がその仕事を請け負い︑多
くの人を雇い入れることができます︒
うにするためには︑市内の商店街の支援や︑工場等の誘致などによ

会派の仲間を紹介します︒

私は代表者の霞ケ関小学校の芳賀一寿です︒

○芳賀一寿議員 私たちの会派名は﹁環境の川越﹂です︒

る商業や工業の振興を図ること︑小江戸の歴史を活かした観光政策

大東東小学校の福垣萌香です︒

さらに多くの人が安定した職業に就き︑安定した生活を送れるよ

を展開していくことなどによる︑地域の活性化が必要であると考え

大東西小学校の白石沙哉です︒

気がキレイになると思ったからです︒

します︒理由は︑森林は︑熱中症対策や二酸化炭素も吸うので︑空

○西原実優議員 私たち﹁環境の川越﹂は︑森林について一般質問を

これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

霞ケ関南小学校の西原実優です︒

ております︒
また︑仕事について︑広報などで広く募集したり︑意見箱で仕事
について︑市民の声を聴くなどの取り組みをしたほうが良いとご提
案をいただきました︒
広報やホームページなどを活用し︑広くお知らせすること︑意見
箱により市民の声を聴くことは︑仕事に関することだけではなく︑
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森林について︑いくつか質問しますので教えてください︒最近︑

いろな場所に木があったら︑もっともっと住みやすくて気持ちの良
い毎日が過ごせると思います︒

皆さんが利用する公園やサイクリングロード︑駅前は︑それぞれ

まわりの森の木が切られているのですが︑どのくらい木があるので
すか︒河原の公園やサイクリングロード︑駅前などに木を植えれば

管理をする人がいて︑毎日︑気持ちよく利用してもらうために木や

ても大事なことであると考えております︒

ご提案いただきました内容は︑将来の地球環境にとりまして︑と

申し上げます︒

○宍戸信敏副市長 ﹁環境の川越﹂の議員の皆さんのご提案にお答え

︵宍戸信敏副市長登壇︶

いろなことに取り組んでいきたいと思います︒以上でございます︒

じておりますので︑皆さんと一緒に緑を増やしていけるよう︑いろ

今後も各施設などに適した緑を増やしてしていければいいなと感

生を張ったりして︑緑をできるだけ増やしています︒

植えることが難しい場所もありますので︑花壇に花を植えたり︑芝

いろいろな場所に木を植えたいのですが︑場所によっては︑木を

花の管理を行っています︒

いいと思っていますが今はどういう状況ですか︒教えてください︒
森林を人が集まる場所などに植えて︑将来はもっとクリーンな川
越になってほしいと思っています︒また︑いつまでも空気のキレイ
な川越になってほしいと思っています︒
○白石沙哉議員 そのためには︑サイクリングロードや駅前などに木
を植えた方がいいと思います︒そして︑サイクリングロードには日
陰をつくり︑休める場所を増やしてほしいと思っています︒
駅前にも花や木を植えて︑空気をキレイにすれば︑みんなが行き
やすい場所になると思います︒ぜひ︑将来にはこんな快適な森林の
多い場所が︑川越市内にたくさんできるようになってほしいと思っ
ています︒
これで︑私たち﹁環境の川越﹂の一般質問を終了いたします︒
︵拍
手︶
︵森政一環境部長登壇︶

また︑サイクリングは︑健康にもいいし︑ガソリンなどの燃料が

しいといえると考えております︒サイクリングロードの休憩スペー

不要でございますから︑排気ガスも出ないので︑とても環境にやさ

川越市にはどのくらいの木があるのですかというご質問ですが︑

スなどに木陰となる木を植えれば︑身体を休めることができ︑気持

○森政一環境部長 ご質問にお答えします︒
森は︑あたらしい空気をつくったり︑地球の気温が暑くならないよ

ちもほっとしますし︑もっと自転車を利用する人が増えて︑川越市

また︑駅は︑川越市へ訪れる方や︑市民の皆さんが利用される市

うに防いでくれたり︑皆さんの気持ちを癒してくれたりと︑良いと
川越市の森は︑面積で言いますと︑約四平方キロメートルありま

の玄関口でございます︒議員の皆さんのご自宅でも︑玄関をきれい

全体がクリーンなまちになると考えております︒

す︒これは︑市内にある初雁球場の面積の約九十倍に相当します︒

にしていると︑出かけたり帰ってきたりする時など︑とても気持ち

ころがたくさんあります︒

次に︑河原の公園などに木を植えたらというご質問ですが︑いろ
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もきれいに掃除しておくことで︑利用する人は気持ちも良いし︑皆

が良く感じると思います︒皆さんのご自宅と同じように︑駅や駅前

を教えてください︒そして︑対策をしているならば︑対策の強化を

品の中で不足しているものがあります︒備品の配分についての対策

えてください︒現在︑私たちの学校では︑理科の実験器具などの備

お願いします︒対策をしていないのであれば︑学校と教育委員会の

さんが行きやすい場所にもなると考えます︒
市といたしましても︑議員の皆さんがこれから先︑大人になられ
ついて議員の皆さんと一緒に考え︑かつ努力をしていきたいと考え

から︑百周年という節目の年に︑川越が市になってから︑百年間と

○奥原梓議員 また︑私たちは先ほど申し上げたテーマと︑その理由

連絡強化などの対策を提案します︒

ております︒大変参考となる貴重なご意見どうもありがとうござい

いうことに焦点をあてた︑博物館での特別展示や体験学習を行うこ

ましても︑よりクリーンな川越でいられるよう︑これからも環境に

ました︒

とを提案します︒

についての歴史をまとめたものや年表︑そして百年前の生活体験コ

例えば博物館では︑川越市ができてからのできごと・生活・文化

次に︑﹁私たちが変える！ 川越﹂︒

ーナーなどの展示をしたりすることです︒また︑学校に体験コーナ

○内田瑠菜副議長 これで﹁環境の川越﹂の質問を終わります︒
︵会派﹁私たちが変える！ 川越﹂登壇︶

ーを出張して︑川越市が出来たばかりの百年前の文化を体験し︑学
私は代表者の大東中学校の吉田周平です︒

人との交流も深まり︑とても良いと思います︒そして将来は住んで

の人を学校に呼んで︑借りた物について説明してもらえば︑地域の

んでいくことです︒さらに︑先生たちが博物館から物を借り︑地域

会派の仲間を紹介します︒

いる人がもっと誇りに思える川越市に変えていけるように︑今は小

○吉田周平議員 私たちの会派名は﹁私たちが変える！ 川越﹂です︒

南古谷中学校の山元智太郎です︒

さい私たちの力ですが︑努力していきたいと思います︒

○猪鼻幸正学校教育部長 会派﹁私たちが変える！ 川越﹂の皆さんの

︵猪鼻幸正学校教育部長登壇︶

︵拍手︶

これで﹁私たちが変える！ 川越﹂の一般質問を終了いたします︒

高階中学校の内田優衣です︒
高階西中学校の奥原梓です︒
福原中学校の貞松菜々子です︒
これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒
の良さを知ってもらい︑誇りに思ってもらいたいという理由から︑

ご質問のうち︑児童生徒の皆さんが︑いつも使って学習している理

○内田優衣議員 ﹁私たちが変える！ 川越﹂は︑子どもたちに︑川越
今の教育の問題点を解決し︑百周年につなげようというテーマを決

科の実験器具などの中で不足している備品があるとのことですが︑

その備品の配分の対策についてのご質問にお答えします︒

め︑教育問題について︑質問しようと思いました︒
意見交換をしたところ︑聞いてみたいことが出てきましたので教
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くさん行い︑児童生徒の皆さんに科学的な力をつけてほしいと願っ

教育委員会では︑小学校や中学校の理科の授業で観察や実験をた

とても大切なことだと思っています︒また︑ご意見のように︑地域

去の偉業や文化を伝え︑
過去の出来事から学べる場をつくることは︑

皆さんのように︑これからの未来を創っていく子どもたちに︑過

百周年目にあたる平成三十四年度には︑百年を振り返り︑主な出

形成する上でも︑とても効果的なことだと思います︒

の方々と交流しながら︑川越の文化を体験することは︑地域社会を

ています︒
そこで︑川越市の予算だけでなく︑国から補助されるお金と合わ
せて︑十分な備品が整うよう︑各学校から購入したい備品の希望を
とり︑それをもとに予算を各学校に配分し︑学校が備品を購入して

えてみたいと思います︒またさらに︑特別展に合わせて︑体験を通

来事や暮らしの様子がわかる資料を中心とした︑特別展の開催を考

教科書の内容が新しくなり︑学習する内容が変わった場合でも︑

して当時の様子を理解できるような内容も考えていきたいと思いま

います︒
皆さんが︑十分に実験や観察ができるよう︑必要な備品を学校と相

す︒

変える﹂という思いが伝わり︑頼もしく思いながらお聞きをいたし

意見が︑特に印象的に心に残りました︒会派名にもある﹁私たちが

に思える川越市に変えていけるように努力していきたい﹂というご

皆さんのご提案を聞かせていただき︑﹁住んでいる人がもっと誇り

談しながら︑計画的に整備していきたいと考えています︒以上でご
ざいます︒
︵新井孝次教育長登壇︶
○新井孝次教育長 ﹁私たちが変える！ 川越﹂の皆さんのご提案にお

ました︒

ぜひ︑この子ども議会で体験したことや︑仲間たちと話し合った

答えをいたします︒
まず︑備品配分の対策強化についてのご提案をいただきました︒

ことを︑将来に役立て︑川越を発展させてください︒心から期待を

○内田瑠菜副議長 これで﹁私たちが変える！川越﹂の質問を終わり

しています︒ご提案ありがとうございました︒

観察や実験をとおして学ぶことは多く︑授業でたくさん行っても
らいたいと思っております︒観察や実験を充実させるためには︑材
料や器具が十分に揃っていることが必要だと思います︒
可能な限り予算を配分して︑備品の購入ができるように︑また︑

ます︒
次に︑﹁ときもファミリー﹂︒

その予算を学校に有効に使ってもらえるように︑学校と連絡を十分
取り合いながら︑教育委員会も努力していきますので︑皆さんも学

︵会派﹁ときもファミリー﹂登壇︶

私は代表者の芳野中学校の市岡星南です︒

○市岡星南議員 私たちの会派名は﹁ときもファミリー﹂です︒

習に励んでください︒
次に︑百周年という節目の年に︑川越が市になってから︑百年間
ということに焦点をあてた特別展示や体験学習の実施についてのご
提案をいただきました︒

１９

会派の仲間を紹介します︒
初雁中学校の松本陽介です︒
鯨井中学校の小野澤広樹です︒

︵藤條聡都市計画部長登壇︶

○藤條聡都市計画部長 ﹁ときもファミリー﹂の皆様のご質問にお答

蔵づくりの通りは︑江戸時代の初めにつくられてから現在まで︑

えいたします︒

これから一般質問を行いますので︑よろしくお願いします︒

ほとんど変わらない姿で残っております︒城下町の道路ですから︑

山田中学校の山川梨花です︒
○小野澤広樹議員 私たち﹁ときもファミリー﹂は︑車が運転しにく

敵に一気に攻められないように︑あまり道幅を広くつくったりしな

広い所でも十一メートルとなっておりまして︑そのうち車道部分が

く︑観光客が歩きにくいという理由から︑蔵づくりの通りについて
蔵づくりの通りについてみんなで意見を交換したところ︑聞いて

六メートルあります︒ですから実質的に歩ける場所は︑片側で一メ

かったようです︒そのため︑道幅は一番狭い所で九メートル︑一番

みたいことが出てきましたので教えてください︒
車が運転しにくく︑

ートルから二メートル五十センチ程度の幅しかなく︑正式な歩道に

質問しようと考えました︒

観光客も歩きにくいという︑蔵づくりの道路の問題について︑どの

はなっていません︒

とができないままになってしまっているのです︒

ていなかったり︑歩行者が安心して歩ける歩道をつくったりするこ

からある道路なので︑現代のような多くの自動車交通量に対応でき

このように︑蔵づくりの通りは︑まだ自動車も発明していない昔

にすることに決めました︒

建物を保存するということを優先しまして︑道路はこのままの道幅

づくりの建物を壊さないと広げることができないため︑蔵づくりの

以前はこの通りを広げる計画もあったのですが︑そのためには蔵

ように改善していくかを教えてください︒
私たち﹁ときもファミリー﹂は︑蔵づくりの通りについて︑観光
客が観光しやすい安全な道路になってほしいと考えました︒
○松本陽介議員 そのために︑路地裏を整備して安全に観光してもら
えるようにすることと︑路地裏にも新しい観光スポットをつくって
観光客を増やしていくことを考えました︒そうすることによって観
光客と住民が共に便利になると思います︒
例としては︑路地裏をライトアップしたり︑神社をパワースポッ
ト化したり︑お茶菓子のお店をつくって有名にしたり︑観光客や住

題を解決できないかと考えまして︑地域の皆様と話し合いを始めま

そのため︑市では蔵づくりの通りの使い方を工夫することで︑問

そのようなことをして︑将来はもっといろいろな年代の観光客が

した︒そして︑平成二十一年には実験的に蔵づくりの通りを一方通

民も楽しめる足ツボをつくったりすることです︒
楽しめるようになり︑道路もきれいに整備されていて︑より安全な

行にしてみたり︑歩行者天国にしてみたりと︑こういう実験を行い
ているところです︒

ました︒現在はその実験の結果を基に︑より良い解決策を話し合っ

川越になってほしいと考えました︒
これで︑私たち﹁ときもファミリー﹂の一般質問を終了いたしま
す︒︵拍手︶

２０

いずれにいたしましても︑蔵づくりの通りは川越市の観光の中心

とは︑観光客の周遊性が増し︑より多くの観光客に訪れていただけ

みを楽しみに訪れています︒将来にわたって︑蔵づくりのまち並み

イトアップしたり︑神社やお寺をパワースポット化し︑寺社とつな

﹁ときもファミリー﹂の皆さんにご提案いただいた︑裏通りをラ

るようになると思っております︒

を残しながら︑市民の皆様も︑観光客の皆様も安心して歩け︑川越

がる門前通りを整備することは︑効果的な方法であると思っており

になっている所です︒毎年多くの観光客の皆様が蔵づくりのまち並

に来て良かった︑と思っていただけるような道路にしていきたいと

ます︒

△日程第 四 決議第

一号 ともに歩む未来に関する決議

│││││││││││││││││││││││││││││

わります︒

以上で全会派の質問は終わりました︒これをもって一般質問を終

○内田瑠菜副議長 これで﹁ときもファミリー﹂の質問を終わります︒

えるようにしていきたいと考えています︒以上です︒

皆さんの提案を実行できるよう今後検討し︑安全に観光してもら

考えております︒以上です︒
︵川合善明市長登壇︶
○川合善明市長 ご答弁申し上げます︒蔵づくりの通りと周辺の路地
裏の整備についてのご提案をいただきましてありがとうございます︒
一番街に電線がないことは︑皆さんご存知だと思いますが︑一番
街につながる路地につきましても︑電線を地中化したり︑道路面を
石畳にしたりした整備を行っています︒
こうした区域を︑もう少し広げていく予定でいます︒そうするこ
とで︑楽しくまちを歩いてもらって︑点々と存在している観光スポ

決議を議題とします︒

○内田瑠菜副議長 日程第四︑決議第一号︑ともに歩む未来に関する

次に︑路地裏に新しい観光スポットをつくって観光客を増やして

︵大河内徹書記 朗読︶

ットを広い面で見ていただけるようになると思っております︒
いくという提案ですが︑一番街は非常に多くの観光客が訪れていま

決議第一号

ともに歩む未来に関する決議を別紙のとおり決議する︒

ともに歩む未来に関する決議

す︒観光客の皆さんが安心して︑安全に川越の観光を楽しんでいた
だけるよう︑路地の整備を進めると共に︑路地にも観光スポットを
つくるなどの工夫をしていきたいと思っております︒

奥 泉 彩 香

平成二十四年十一月十四日提出

提出者 川越小学校

市 岡 星 南

今後︑整備を予定しています︑松江町二丁目の﹁旧山崎家別邸﹂
は︑埼玉りそな銀行の裏通りに面していますし︑川越がかつて織物

芳野中学校

聡

同

巧

の産地であったことを証明する﹁旧川越織物市場﹂は︑蓮馨寺の門

小 松

望 月

南古谷小学校

賛成者 新宿小学校
同

前通りである立門前通りに面しています︒
路地を整備すると共に︑路地に新たな観光スポットが生まれるこ

２１

同

同

同

大東中学校

寺尾中学校

川越第一中学校

霞ケ関小学校

佐 藤 理 子

吉 田 周 平

髙 橋

西 野 航 平

芳 賀 一 寿

以上をもって︑提案理由の説明といたします︒よろしくお願いし

川越市子ども議会

会

○野口昭彦広聴課長 以上で第一回川越市子ども議会は全部終了いた

△閉会式︵午前十時四十六分︶

│││││││││││││││││││││││││││││

午前十時四十六分 閉会

閉会いたします︒

りました︒よって︑これをもって会議を閉じます︒

○内田瑠菜副議長 以上をもって川越市子ども議会の議事全部を終わ

△閉

│││││││││││││││││││││││││││││

することに決定いたしました︒

○内田瑠菜副議長 全員起立でありますので︑本件は原案どおり可決

︵賛成者起立︶

本件を原案どおり可決することに︑賛成の議員の起立を求めます︒

これより本件の採決を行います︒

討論に入ります︒
討論はありませんか︒︱ 討論はありませんので︑

︱ 質疑なしと認めます︒質疑を終わります︒

○内田瑠菜副議長 これより質疑に入ります︒質疑はありませんか︒

△質疑・討論・採決

│││││││││││││││││││││││││││││

○内田瑠菜副議長 提案理由の説明は終わりました︒

ます︒

同
霞ケ関東中学校

颯

同
│││││││││││││││││││││││││││││
△提案理由の説明︵奥泉彩香議員︑市岡星南議員︶
○内田瑠菜副議長 提案理由の説明を願います︒
︵奥泉彩香議員︑市岡星南議員登壇︶
○奥泉彩香議員 決議第一号︑ともに歩む未来に関する決議︑提案理
由の説明を申し上げます︒なお︑決議案を朗読いたしますので︑よ
ろしくお願いいたします︒
ともに歩む未来に関する決議︵案︶
私たちは︑九十周年を機に︑次の十年︑さらにその先の未来をと
もに歩んでいくために︑次のことを心がけていきます︒
○市岡星南議員 一 規則やルールを守り︑礼儀正しい生活を心がけ
ます︒
二 バランスよく食事をとり︑毎日運動し︑病気に負けない体をつ
くるよう頑張ります︒
三 思いやりの気持ちを持って︑豊かな人間関係を築いていくよう
努力します︒
四 昔からの伝統と︑今ある自然環境をまもるよう努力します︒
右 決議します︒
平成二十四年十一月十四日

２２

しました︒これから閉会式を行います︒
│││││││││││││││││││││││││││││
△子ども議会副議長挨拶
○野口昭彦広聴課長 最初に︑子ども議会の内田副議長からご挨拶を
お願いします︒

○新井孝次教育長 教育長の新井でございます︒子ども議会議員の皆
さん︒お疲れ様でした︒

今︑教育長という立場ですが︑私は元教員であったものですから︑

担任をしたころを思い浮かべながら︑この議会を感じています︒子

ども議会議員の皆さんから多くのご提案をいただきましたことへの

お礼と︑今後の皆さんの活躍を期待いたしまして︑これから若干︑

本日︑開催されました︑この子ども議会は︑先ほど市長の方から

︵内田瑠菜副議長登壇︶
○内田瑠菜副議長 今日はお忙しい中︑市長さんをはじめ︑皆様方︑

挨拶がありましたように︑市制施行六十周年以来︑三十年ぶりの開

講評を申し上げます︒
長時間にわたりご指導︑ご協力ありがとうございました︒私たちの

催になります︒

ますが︑どの会派の質問も︑大変︑立派だったと思います︒

川越市の本物の議事堂で発言することは︑とても緊張したと思い

質問を真剣に回答いただき︑大変に嬉しく思います︒
私たちは子ども議会議員になり︑今日までたくさんの交流をして︑
班の仲間で協力することを学びました︒そして︑この場で議会を行

今回︑皆さんが勉強してきた内容は︑皆さんが暮らす川越市につ

いてであります︒とても︑難しい内容もあったと思いますが︑言い

うことは貴重な体験になったと思います︒未来の川越をより良いも
のにするために︑活動してきた私たちの行動は︑将来何かに活かす

これまでの勉強会で︑この重要な問題を︑皆さんが意見を出し合

換えれば︑それだけ重要な問題でもあります︒

今日は︑初めて︑副議長という大役をさせていただきましたが︑

い︑みんなの意見を一つにまとめ上げる作業に︑一生懸命取り組ん

ことができると思います︒
議員の皆様方のご協力により無事終えることができましたことを︑

でいただいた様子は︑同行した職員からもよく聞いております︒本

最後に︑
﹁ともに歩む未来に関する決議﹂でありますが︑未来に向

っかりと進行していただき︑立派にその大役を果たせたと思います︒

また︑この子ども議会を進行していただいた正副議長さんも︑し

で︑ぜひ︑将来に活かしてほしいと思います︒

いて考えたことや︑一緒に勉強した仲間は一生の宝にもなりますの

子ども議会の経験はもちろんのこと︑自分たちが暮らす地域につ

当に︑皆さん良く頑張ったと思います︒

心から感謝申し上げます︒どうもありがとうございました︒
︵拍手︶
○野口昭彦広聴課長 どうもありがとうございました︒
│││││││││││││││││││││││││││││
△教育長講評
○野口昭彦広聴課長 続きまして︑新井教育長から講評をお願いいた
します︒
︵新井孝次教育長登壇︶

２３

けた︑皆さんの率直な思いや︑意気込みを感じることのできる︑素
晴らしい決議文だと思います︒今回︑決議した内容を心がけ︑楽し
く︑元気に︑充実した学校生活を送ってください︒
皆さんの未来︑そして将来にわたっての活躍を心から願って︑私
の講評といたします︒ありがとうございました︒
○野口昭彦広聴課長 どうもありがとうございました︒以上を持ちま
して閉会式を終わります︒
午前十時五十一分 終了

一号 ともに歩む未来に関する決議

│││││││││││││││││││││││││││││
△会議の結果
日程第 四 決議第
原案可決

２４

◎署

名

以上の会議の正当なことを証するため、議長、副
議長並びに署名議員３名が署名する。

川越市子ども議会議長

山

元

智太郎

同

副議長

内

田

瑠

員

望

月

同

佐

藤

同

髙

橋

署

名

議

２５

菜
聡

理

子
颯

◎一般質問通告事項書
順序
１

会派名及び議員名
交通ネットワーク

要

旨

掲載ページ

自転車レーンが少なく、危ないとい ６〜

野村 祐輔(川越第一小学校６

うことから、整備された、安全な道路

年)

になってほしい。

奥泉 彩香(川越小学校６年)
江島 竜星(芳野小学校６年)
澤田 綾乃(山田小学校６年)
２

ＳＴＯＰポイすて きれいな川越
内田 瑠菜(芳野中学校２年)

ポイ捨てをなくして川や森林をき ７〜
れいにしたい。

椛澤 彩乃(野田中学校２年)
田邊 有紗(城南中学校２年)
髙橋

颯(寺尾中学校１年)

内田 龍之介(砂中学校１年)
３

ストップ無駄遣い！

市民との話し合いの中から、本当に ９〜

松田 千尋(武蔵野小学校６年)

必要なものが決まって行くようにな

望月

ってほしい。

聡(新宿小学校６年)

廣瀬 毬子(大塚小学校６年)
村中
４

皓(福原小学校６年)

ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ
西野 航平(川越第一中学校２

緑を増やして、人も動物も快適な場 １２〜
所をつくってほしい。

年)
吉﨑 奈園(富士見中学校１年)
吉田 絵里佳(寺尾中学校２年)
菊嶋 彪人(山田中学校１年)
５

みんなを安全にし隊

お年寄りや車いすにのっている人 １３〜

山田 眞椰(古谷小学校６年)

たちも安全にまちを歩けるようにし

小松

たい。

巧(南古谷小学校６年)

井上 結聖(牛子小学校６年)
鈴木 優平(寺尾小学校６年)
６

かわごえお仕事事務所

１０年後には誰もが安定した職業 １５〜

藤村 紗耶(霞ケ関中学校１年)

につけるようになって、安定した生活

佐藤 理子(霞ケ関東中学校２

を送れるようにしたい。

年)
武田 淳志(川越西中学校２年)
姫野 愛菜(名細中学校１年)

２６

順序
７

会派名及び議員名

要

環境の川越

旨

掲載ページ

森林を人が集まる場所などに植え １６〜

福垣 萌香(大東東小学校６年)

て、将来はもっとクリーンな川越にな

白石 沙哉(大東西小学校６年)

ってほしい。

芳賀 一寿(霞ケ関小学校６年)
西原 実優(霞ケ関南小学校６
年)
８

私たちが変える！川越

１

理科の実験器具などの備品の中 １８〜

内田 優衣(高階中学校１年)

で不足しているものがあるので、対

奥原

策の強化をお願いしたい。

梓(高階西中学校１年)

山元 智太郎(南古谷中学校２
年)

２ 子供たちに、川越の良さを知って
もらい、誇りに思ってもらいたい。

貞松 菜々子(福原中学校２年)
吉田 周平(大東中学校１年)
９

ときもファミリー

蔵づくりの通りについて、観光客が １９〜

松本 陽介(初雁中学校１年)

観光しやすい安全な道路になってほ

市岡 星南(芳野中学校１年)

しい。

小野澤 広樹(鯨井中学校２年)
山川 梨花(山田中学校２年)

２７

◎各会派の掲示資料
交通ネットワーク

ＳＴＯＰポイすて きれいな川越

２８

ストップ無駄遣い！

ＧＲＥＥＮ ｔｅａｍ

２９

みんなを安全にし隊

かわごえお仕事事務所

３０

環境の川越

私たちが変える！川越

３１

ときもファミリー

３２

３３

