
平成２２年度 第７回

川合市長と語り合うタウンミーティング

～ 若 者 か ら 見 た 川 越 ～

日時：平成２２年１１月１７日

日時：午後３時４０分～午後５時

場所：市立川越高等学校 ２階大会議室
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参加者

市立川越高等学校の皆さん ３３名（１年生:１１名、２年生:１２名、

３年生:１０名）

出席者

市長、石川副市長、秘書広報監、市民部長、学校教育部長

意見数

分 類 件数 内 容 頁

教育・文化・スポーツ 13 野球場のネット

柔道場

エアコンの管理

国際交流

遠足

学科の編成

就職

入試制度

市立高等学校の設備

文化際の模擬店

市立大学

市立川越高等学校の校舎

制服

2

2

3

3

5

5

6

10

11

12

13

13

15

都市基盤・生活基盤 5 初雁球場

一番街の一方通行

歩道の整備

川越駅西口の地下道

公園整備

2

7

8

9

15

環 境 2 鳥のふん被害対策

川越駅西口の喫煙場所

7

10

地域社会と市民生活 5 川越駅西口の自転車置場

川越の印象

川越駅西口の放置自転車

住んでみたい街

川越市長

4

6

9

14

14

計 25
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意見交換（要約）

《初雁球場》

意見 野球部に自分は所属しているのですが、初雁球場の件でお願いがあります。

今、初雁球場はベンチやスタンドなどの老朽化が進んでおり、夏の高校野球の大会

でも使えるかどうかわからなくなってきています。自分たちとしては、この市立川越

高校に入学して甲子園を目指して練習しています。ぜひ川越初雁球場で夏の大会を行

い、自分はおととしと去年と球場に立たせてもらったんですけれども、やっぱりあの

夏の舞台は、市立川越高校の試合となると、スタンドにたくさんのお客さんが来てく

れますし、やっぱりあそこでしか味わえないものがあったので、ぜひ老朽化した初雁

球場をどうにか改修してもらって、ぜひ、いい球場でベストなプレーをして甲子園に

行けたらと思っているので、よろしくお願いいたします。

川合市長 初雁球場は、普通の規格より若干狭いのですね。たしか来年度から高校野

球では使わないと決めたみたいですよね。確かに古くなっているし、普通の規格より

狭いから正式な野球ができないという面があるので、ぜひ何とかしなくてはと今考え

ています。若干時間はかかるかもしれないけれども。

植松秘書広報監 そういう返事でいいですか。

意見 はい。

《野球場のネット》

意見 自分も今野球部に所属しているのですが、練習のときにここのグラウンドを使

っていると、回りのネットがちょっと古くなって破れていたりして、周りの家にボー

ルが出ていって迷惑をかけることも結構多いので、その修理をお願いしたいです。

川合市長 わかりました。

《柔道場》

意見 私は柔道部に所属しているのですけれども、柔道場が少し狭いので、もう少し

広くしてほしいとの要望があります。ほかの学校から来たり中学生が来たりしている

ので、やっぱりやっていると狭いなと思ったので、広くしていただきたいと思います。

川合市長 柔道場はどのくらいの広さなのですか。私は入ったことはないけれども。

意見 赤畳１枚分。川越市の武道館の試合場は赤畳が２枚あって、それが１枚なんで

す。

川合市長 建物をつくったり広げたりするのはすごくお金がかかるけれども、今聞く

ところによると、体育館か何かに畳を並べて、そこで試合ができるという話を聞いた
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のですね。要望で、総合体育館に畳をそろえて、そこで試合ができるようにしようと

いうことで、今年度、畳を 200 枚ぐらい買うことにしたのだけれど、そういうような、

例えば体育館に畳を敷いてやるというやり方ではだめですか。建物をつくったり広げ

たりするのはすごくお金がかかるけれども、畳をそろえるだけだとそんなにお金がか

からないで安くできるので、どうでしょうか。

意見 その辺はちょっとわからないので。

川合市長 そのときに聞いた話では、昔はだだっ広いところに畳を敷いた場合は、周

りを束ねるような枠みたいなものをつけなければならなかったのだけれど、今は重く

ていい畳があって、しかも柔道に使える畳で、置いて並べただけでずれないのがある

そうですよ。だから場合によっては、そういう方向で検討させてもらえますか。

意見 はい、ありがとうございます。

《エアコンの管理》

意見 昨年設置されたホームルーム棟についているエアコンについてですが、今、各

クラスにエアコンのリモコンが置いていない状態で、事務室のほうで管理されていま

す。移動教室とかで教室を使っていない時間とかもあるし、あと温度の感じ方とかも

人それぞれだと思うので、各クラスにエアコンのリモコンを設置してもらうことを検

討していただけないでしょうか。

吉野学校教育部長 学校のほうと調整させていただこうと思います。

川合市長 運用の問題だから、話し合うとかそういう方向でということであれば、す

ぐにでもできることだと思いますが、各クラスに置いていないというのは、何かそれ

なりの理由があると思うのですね。学校のほうに伝えて、今、話が出たような方向で

いけるかどうか検討してもらいます。

《国際交流》

意見 私は、９月の初めから 10 月上旬にかけてノースセーレム高校の２週間の交流

に参加した者なのですが、川越市の資金を使わせていただいて、すごくいい経験がで

きました。すごくたくさんいろいろな体験をして、すごくいい思い出ができたし、自

分の英語力のなさとかを気づいた機会になったので、これからもこれは続けていって

ほしいと思いました。

それから、あちらのアメリカのほうの旅のマップに、川越の旅マップみたいのが載

ったことがあるようなので、外国人の方にも川越の人気が高まっているんだなと感じ

たので、これからも外国人の方にも、川越のことをよく知ってもらうような企画など

を考えていったら、もっと川越が国際的な町になると思うので、こういう企画をなく
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さないようにお願いしたいと思います。

川合市長 わかりました。

《川越駅西口の自転車置場》

意見 質問ですが、川越駅西口の駐輪場は今無料ですが、それが何で有料になってし

まうのでしょうか。

尾崎市民部長 あそこをどういうふうに使っていこうかというのは、皆さんで考え

て、どういうものが一番いいか、西口をどうしていったらいいかという考え方の中で

検討する話なのですけれども、それ以前に、使い勝手として、とりあえずあそこを自

転車置き場にしておこうかというだけで今まで使われてきて、そのままできてしまっ

ていたわけですが、本当に駐輪場が必要なのか、もっと何が必要なのか、それを考え

るためにもあそこを一度、有料の自転車置き場にします。実際には何台の自転車駐輪

場が必要か、本当にとめておきたい人が何人いるのか、今 4,600 台あるのですね。で

すけれども、市長の方針で、いつまでも暫定で無料でということはやめなさいという

ことで、３年ないし４年の間に新しい駐輪場をつくり、それまでの間、実際に何台あ

そこにとめる方、必要な方がいるのかを調べます。

将来的には、あの広場を、西口のためにどういうものをつくって、どういうものに

したらいいのかをみんなで考えていただく。使い勝手としては一番いい土地ですよ

ね。川越の西口のこちらにはすばらしい市立川越高校もあるし、奥行きの広い場所の

ところに何も使っていない土地があるというのはよくないから、市民の皆さんがみん

なで考えて、どういうものをあそこにつくったらいいのかを考えて、４年なり５年の

間にそういうものを決めていく。暫定的に、ただ単にとりあえずということで自転車

置き場になっているところは、とりあえずではしようがないから、何にするかをはっ

きり決めていく。本当にあの土地は駐輪場としての使い方が一番いいのか、今考えて

いるところで、とりあえず期間を切って有料にしました。将来的にはきちんとした自

転車駐車場をつくりますので、そういうような流れで今やっています。

川合市長 もうちょっとわかりやすく言うと、川越市の財政もなかなか厳しいので

す。あれだけ駅前のいい場所を、もうあの土地は 20 年以上ああいう状況ですが、活

用できるのだったら活用して、市の収入に充てるべきではないかという考え方もあっ

て、有料の駐輪場にしようと。実際には、駐輪場の業者さんにやってもらって、市は

土地を貸すお金をもらうというやり方でやる予定ですが、そういう理由もあります。

皆さんはただで使えたほうがいいだろうけれども、ただでお貸しするには、だんだ

ん市の余裕がなくなってきた、簡単に言えばそういう状況です。
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《遠足》

意見 ことしの遠足は、３年生は毎年ディズニーランドだったのですが、なぜ横浜に

なったのですか。

川合市長 そういうことは全部学校が決めていることで、市のほうで決めているわけ

ではないのですね。

石川副市長 簡単に言うと、この学校は川越市がつくった学校で、みんなが学んでく

れているのだけれども、その学校の中の、例えば遠足はどこに行こうかだとか、リモ

コンを各部屋に置くとか、そういうことは学校の中で先生方が生徒の皆さんと話し合

って自主的に決めていることなのね。それを市役所のほうで、リモコンは先生方が持

っていなさいとか、今回の旅行はディズニーランドをやめなさいとかそんなことは言

わないのですね。経営というか、管理しているのは市だから、最後の責任者は市長な

のだけれども、毎日毎日行うことや授業の内容などは、すべて学校の先生方や皆さん

方の話し合いで決まっているということで理解していただくとありがたいですね。

意見 わかりました。ありがとうございました。

川合市長 市立の学校だから市がお金を出しているのだけれど、基本的には口は出し

ていないのですね。

吉野学校教育部長 教育委員会にその話がありまして、小中学校でも遠足をやってい

ますが、小中学校の遠足では例えば遊園地とか、そういったところは認めていないの

です。遠足の本来の目的がありまして、それを考えるとどうなのかなということもあ

りましたので、教育委員会に尋ねられたときは違うところを考えたほうがいいかなと

いうことでは返事をしました。多分そういったことも踏まえて、校長先生のほうで判

断されてお話があったのだと思います。

意見 直接話は聞いていなかったんですね。

川合市長 どうやらそういう理由のようです。

《学科の編成》

石川副市長 恥ずかしがらずに今みたいに聞いてみてください。聞けばいろいろわか

ってくることもあるから。

意見 私は情報処理科ですが、この間、情報処理科と国際経済科のクラスを減らして、

普通科をもう１学級ふやすという話を聞いたのですが、それは本当ですか。

吉野学校教育部長 教育委員会で市立川越高等学校の将来構想懇話会というのを立

ち上げています。第１回目、第１次が平成 13 年度に行いまして、そのときは、普通

科の導入だとか校名の変更等について検討していただきました。今回が第２回目、第
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２次の懇話会でして、その中で、今後の将来構想として、学科等についてどうしたら

いいのかということで話し合いを持っていただいているのですが、例えば商業科だと

か情報処理科、旧商業系統の２科について廃止ということは、今のところは出ていな

いようです。ただ、縮小についての意見等もありますので、今後検討していく中で、

提言書というか、まとめた意見書が出てくる予定です。

川合市長 その懇話会はどういう人を入れていますか。

吉野学校教育部長 懇話会は、学識経験者、それから一般公募で入っていただいてい

る方とか、市立高校の関係者、校長先生、事務長さんとか先生方も入ってもらってい

ます。普通科の先生、それから商業系の先生、それからＰＴＡ会長さんとかそういっ

た方も入っていただいて、今、話し合いを持っているところです。

川合市長 そういう意見が出ているという段階で、まだそういう方向に決まったと

か、そういうことではないということです。

《就職、川越の印象》

川合市長 みなさんは何年生ですか、２年生、３年生ですか。

石川副市長 ３年生、手を挙げて。はい、２年生は、１年生はいらっしゃいますか、

３分の１ということですね。

川合市長 就職希望で、なかなか就職がことしは大変だというお話だけど、そういう

人もいますか、苦労しているというか。

石川副市長 就職希望だけどという方はいますか。

意見 全員進学です。

川合市長 市外から通っている人は結構いますか。

石川副市長 市外の人、どのくらいいらっしゃいますか。川越市に住んでいなくて、

ほかの町から来ている人はいますか。

川合市長 そういう人は、自分が住んでいる町と川越とを見比べてみて、どこがどう

違うとか、こっちのほうがいいなとか、そういう意見がもしあれば。余りそういうこ

とは感じないですか。

石川副市長 大丈夫だよ、川越のことをほめなくても。

意見 自分は若葉駅が最寄りなんですが、若葉駅と川越駅を比べると、交通機関がと

ても充実しているなと思いました。

川合市長 川越駅のほうがですか。

意見 川越駅のほうがです。

川合市長 バスがいっぱい出ているということですか。
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意見 バスとか、あといろんな方向に行けるからです。

川合市長 ＪＲもありますしね。

意見 はい。

《鳥のふん被害対策》

意見 質問ですが、川越駅の周辺に鳥がときどきものすごく集まりますが、あの鳥の

ふんの被害とかとても大きいと思いますが、対策とかとられているのでしょうか。

川合市長 枝を下ろして、なるべくとまらないようにするとかはやっていると思いま

すが、鳥って来てしまいますよね。

意見 またなんで集まってくるかわかりますか。

川合市長 習性だと思います。なんで町中の木に集まるのだろうと思うけど、どうし

てでしょうね。

石川副市長 あれはムクドリですよね。私は本川越を使っているのだけれど、本川越

のところもすごいです、夜は、恐ろしいほど。

川合市長 ほかの町でも、駅前の木にいっぱい集まっているとかをときどき見ますよ

ね。

石川副市長 ハトは、餌づけしなければいいのだけれど、ムクドリは、餌づけは関係

ないですから、確かに習性じゃないですかね。

植松秘書広報監 ここ何年かひどくなっているというので、どこの市でも困っている

はずですね。川越の場合には、うろ覚えですが、丸広デパートの裏側に大きな森みた

いのがあったのですが、そこがなくなってから、あちこち駅のほうに出てきたという

話を聞いたことがあります。

川合市長 なんで町中の明るいところに来るのか、それがよくわからないですね。で

も、それなりの対応はしているのだけれども、ちょっと追いつかないというか、まさ

か全部つかまえるとか退治するとかそういうわけにもいかないし、枝を下ろして、な

るべくとまれないようにするぐらいの対策しか今のところないのですね。あるいは、

その木の周りに人が行かないようにガードして、フンの被害を受けないようなことを

するぐらいしか今のところ対応の方法というのはないのです。

だれか、鳥が嫌がるような音を発見するとかしてくれて、そういう音でもがんがん

出せばいなくなると思いますけどね。カラスもいっぱいふえて困っているのですよ

ね。

《一番街の一方通行》

植松秘書広報監 なかなかしゃべりにくいと思うのですけど、どうですか。
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意見 僕は川越市内に住んでいますが、蔵の町の通りで一度、一方通行の社会実験を

しましたが、あの後で一方通行にさせるとかそういうことが出ているのですが、一方

通行にすると、確かに歩道が広がって自転車とかでも走りやすいのですが、あの後は

どうなっているのですか。

川合市長 社会実験をした結果をアンケートして集めて、どういう形にするのがいい

ですかという結果を出して、それをもとに今、地元の町内と話をしているところです。

一方通行にするにも、地元の人たちの理解がないと、行政が無理やり、ここは一方

通行にするぞと言ってしまうといけないので、今、地元の人たちとの意見の調整をし

ているところです。

私も、あそこは何らかの形で交通規制をしないと、今のところ、そんなにびっくり

するような大きい事故はないけれども、観光客の人を巻き込むような大きい事故が起

きる心配があるというふうに思っているので、そう遠からず、１、２年のうちには結

論を出して、何らかの形の交通規制をしていきたい。一方通行になるのか、まだはっ

きりと断言できない状態だけれども、１、２年のうちには結論を出す予定です。

《歩道の整備》

意見 川越市内に住んでいて自転車で学校には通学しているのですが、ほかの市とか

に行ったりすると感じるのですが、少し歩道が狭いと思います。大体町中だと、川越

もそうですけれども、歩道がちゃんと整備されていて観光客の方にもそんな狭いとは

感じさせないと思いますが、ちょっと外れたところですと、小学生や自転車で通学し

ている高校生がたくさんいるんですけれども、そういうとき、車道の幅が狭くて、お

互いに譲り合って移動するようになっているのですが、高校生は並行して自転車を走

行しているので、学校でも一列になって行くように指示を出していると思いますが、

そうすると、車がとても困っているのを朝よく見るので、歩道のことも考えていただ

けると、学生も、交通もすごく便利になると思いました。

川合市長 道路整備がまだまだできていないところが多いというのは指摘されたと

おりですので、特に通学路に使っているところは、できるだけ早く整備していきたい

と考えています。

石川副市長 市長の指示で、特に小中学校の通学路で危ない場所って、みんなが、こ

こは危ないよねという場所がわかっているから、それを先生方と地図上に落として、

それを順繰りに順序よく整備していくことをことしから始めます。小さい子どもたち

の安全のためにそういう歩道も含めた整備というのも始めたところです。
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《川越駅西口の地下道》

意見 ＪＲで通っている者なのですが、一つのケースで、足がちょっと不自由でつえ

をつかないといられない人を見たことがあります。川越駅西口前の噴水のところの地

下道をその人は通って行くのですが、あそこの地下道は階段がすごく深くて、手すり

を使っているのに転がっちゃったのを見たことがあるんですよ。

それで、そのような人たちにはちょっと階段が深いからスロープとかをつけてもら

えると、その人たちも近道をショートカットみたいに使えると思うので、階段とかが

深いので、そのあたりのバリアフリーの充実がもう少しできればなと思いました。

川合市長 西口の地下道については、すごく使い勝手が悪く、一度道路を横切ってか

ら地下にもぐってという形になっているから、余り使う人が多くないという現状もあ

るのですね。ここのところで西口の形を変えようというので、あの地下道はもう使わ

なくして、むしろ２階からそのままあの広い道路の両側に出られるようなデッキとい

うのですか、歩道橋のようなものをつくることを今、検討しています。これは再来年

ぐらいまでにはできると思います。

石川副市長 １年生は使えるかもしれないね。

《川越駅西口の放置自転車》

意見 最初に野球部さんからあった駐輪場の件とダブッてしまいますが、私は今、日

高に住んでいて、最寄り駅が高麗川駅です。私のいつも利用する高麗川駅の周辺と比

べて、川越駅の西口は自転車の路上駐車がすごく多いと思います。路上駐車をされて

いる自転車には黄色い紙とかちゃんと張ってあるのですが、やっぱり路上駐車を減ら

すためにもというか、駐輪場が少ないというのも一つの原因だと思うので、20 年間ず

っと使われていた、最初の話にあった土地は、無料の駐輪場の使い方でいいんじゃな

いかなって思いました。

尾崎市民部長 川越に駅が十幾つかあるのですが、ほとんどが、自転車をとめてはい

けません、とめた場合は撤去しますよという場所ですが、川越駅の西口だけが放置自

転車禁止区域になっていないのです。なぜなっていないかというと、自転車駐輪場が

ないからなのです。おかしいじゃないかと思うのだけれども、暫定の自転車駐輪場は

駐輪場としてカウントできないのですね。

だから、今回、有料で民間さんが駐輪場をやることによって、駐車台数、駐輪場と

して数えられるので、今おっしゃっていたとおりのあの辺の違法駐車については、放

置自転車の禁止区域に来年中にしますので、そうすると違法であの辺に置いてある自

転車はすぐ撤去できるようになるのですね。通行しているお年寄りだとか障害をお持
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ちの人が道路を普通に通れるように、違法な駐輪している自転車を撤去できるような

方法も一緒に考えているのですね。環境はこれでよくなるかと思うので、きれいにな

るのを期待していてください。来年あたりに何とかしますから。

《川越駅西口の喫煙場所》

意見 私は川越駅をたまに利用するのですが、川越駅西口の噴水のところに喫煙の場

所がありますが、あそこはバスでの観光とか、学生のバスとかの関係で結構人が集ま

ったり、お年寄りとか小さい子どもとかもいたりして、体に悪かったりとかそういう

ことがあるから、喫煙できる場所を変えたほうがいいのではないかなと思いました。

川合市長 先ほど言ったように西口は近々形を変える予定ですので、十分考慮させて

もらいます。

《入試制度》

意見 私はバレー部に所属していますが、入試制度が、面接ではなく、５教科受験に

なってしまい、バレー部も私立の推薦になっていく人がふえてしまい、私立のほうが

優勢になってしまったのですが、これから入試制度を変えることはないですか。

石川副市長 入試制度を変えることはできます。今のご質問は、中学生の方が高校生

になる試験の制度の話ですよね。

ご案内のとおり、推薦入学と５教科の試験をするというので、県がやっていたのだ

けれども、多くの人たちが、東京が近くにあるから私立の学校に、試験日も早いし、

３教科で受かるというようなこともあって、どんどん流れていってしまっているんで

すね。

そうすると、県の高校全体から考えると、レベルも下がってしまいますし、やっぱ

り学校には運動の得意な子もいれば、理科が得意な子もいれば、英語が得意な子もい

れば、すごくボランティアが上手な子もいれば、いろんな能力のある子がたくさん集

まって、みんながお互いに刺激し合って磨き合うところが学校という場所だと思って

いるのですね。

そういう中で、どうも学力にすぐれた子がどんどん都内に行ってしまうので、今ま

での埼玉県の高校の入試制度ではだめだというので、ずっと検討してきて、それで今

までの前期分をほとんど何もしない、成績だけで入れたのをやめて、前期もちゃんと

５教科の試験を受けてもらう。そうすると、試験があるということは、みんな勉強す

るということだし、あと、試験日も早くすることで早く決められるから、東京都内の

私立の学校に行かない子もたくさん出てくる、いろんなことを勘案して、今のような

制度に改めたというところなのですね。
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また、それがいいかどうか、ご提案のように、やっぱり変えれば変えたで、もとも

とのよさというのがあって、前のほうがよかったねという意見も出てきますから、そ

うすると、前のいいところをもう少し加えて、また少し変えようじゃないかというこ

とは必ず議論の俎上に出てきますので、これは県の教育委員会のほうだけれども、あ

わせて、この学校のことは市の教育委員会で議論することになりますね。

吉野学校教育部長 私立のほうにどうしても行ってしまうということですよね。部活

等で得意な生徒がどうしても東京だとか私立のほうに行ってしまう、公立のほうにな

かなか来ない、特にバレーとか、そういったことでしょうか。

意見 はい。

吉野学校教育部長 例えば市立高校ですと、市としてはそういう部活だとか、ある特

技というか、あるものですぐれている生徒に対して特典を加えていくとか、例えば市

内在住の生徒についてはとか、そういったことについては今後検討して、入試につい

ても若干変更することはできるかもしれませんので、教育委員会としてもまた検討し

ていきたいと考えています。

川合市長 市立高校の場合は、県のやり方に従わなくてもいいのですか。

石川副市長 もちろんそれは構わないと思います。

吉野学校教育部長 基本的には県の入試の５教科の試験をやるのですが、それとは別

に、市独自のものでしたら、例えば県と協議しながら進めることもできますので、今

の点等も踏まえて検討させていただきます。

川合市長 中学校のバレーをやっている人は、３年の秋に合宿みたいなものがいっぱ

いあるようなシステムになっているのだそうです。だから、バレーの得意な人は勉強

している時間がなくて、なかなか難しくなってしまうという話を聞きました。

吉野学校教育部長 そういう特技を持った子に対しては少し特典があるような入試

制度というか、そういうものをちょっと検討する必要もあるかなと考えています。

《市立高等学校の設備》

意見 設備ということについてですが、以前は県立よりも市立がどんどん先に進んで

いたと思いますが、今は市立が県立よりもおくれていたり衰退していると思うんで

す。そのことについてどう思いますか。

川合市長 それは学校の設備のことですね。

意見 はい。川高さんとかは各教室に１台ずつパソコンがあったりしてますが、エア

コンは市立が先に設置したりしていたと思います。

川合市長 例えば具体的にこういうものを学校に入れてほしいとか、そういう意見が
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あるのですか。

意見 そういうのはないのですが。

石川副市長 県立のほうがいいという感じがするということですか。

意見 はい、そうです。

吉野学校教育部長 県立高校と市立川越高校との比較で、コンピューターの台数だと

か、皆さんが使えるような台数に差があるということですか。

意見 はい。パソコンに限らないのですけど。

吉野学校教育部長 あとは冷暖房という施設面でということですか。

川合市長 エアコンは保護者の皆さんのご協力で入れたと聞きましたが。

石川副市長 正直に言うと、県立高校の平均から考えると、この学校はかなりいい。

建物も施設も、先生方も含めて、みんなかなりいいレベルの高い状態にきている。た

またま、ある学校に行ったら、例えばパソコンがとても多いとか、それは一個一個比

べれば、多少市立川越のほうが少ない部分もあるのかもしれないけれども、全体的に

見ると、県の平均よりははるかにこの学校はすぐれていると思いますよ。それは間違

いないと思います。皆さんはここにもういるから、ここが基準になってしまっている

からほかのところがよく見えたのかもしれないけれども、ほかの学校に行ってみる

と、冷房が入っていない学校もまだたくさんあります。個々に何かあるなら言ってい

ただきたいと思いますが、ここの学校はかなり充実していると思いますよ。

《文化際の模擬店》

意見 私は今３年で、以前生徒会を務めさせていただいたのですけれども、私は市長

さんに文化祭についてお聞きしたいのですが、市立川越の文化祭は、生徒のみんなが

言っているのですけれども、なかなか食品の面で規定などが厳しくて、少しでも多く

の食品を扱えるように頑張っているのですが、それは保健所の関係と聞いたのです

が、ふやすことってやっぱり難しいことなのでしょうか。

川合市長 食品の関係というのは、模擬店みたいなところで売る食べ物のことです

か。

意見 そうです。今、ここの学校では生徒が食べ物を包んだりとか、開封したりして、

それを売ってはいけないというふうになっているんですよ。包まれているものをその

まま売るという形です。

川合市長 どこかから仕入れてきてですか。

意見 そうです。そのまま売る。しかし、ほかの学校を見ていると、やはりつくって

いたりしているところがあると思うんですけれども、それはやはり難しいですか。
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川合市長 焼きそばみたいなものを生徒がつくって売るというのは認められていな

いのですか。

意見 はい。例えばＰＴＡの方と一緒につくって売るとかもどうですかと聞いたので

すが、難しいと言われてしまいました。

吉野学校教育部長 恐らく高校ですと、どの高校でも模擬店はやられているのだと思

いますが、模擬店をやるに当たっては、衛生上、多分、事前に保健所に届出をしたり

する必要もありますし、そういう手続があるかと思いますが、多分校長先生の考えと

か先生方の考えがあって、とりあえず市立高校についてはこの辺までということで基

準が出されているのかなと思います。その辺のところにつきましては、また校長先生

と詰めてもらえるといいのかと思います。恐らく保健所で安全面とかいろいろなこと

を考えて、法令上に照らしてやっているのだと思います。

川合市長 今の意見は学校のほうに伝えておきます。

《市立大学、市立川越高等学校の校舎》

意見 市立は学校の施設がすごく充実していて私はいいと思いますが、聞いた話で

は、施設をつくるときに、大学をつくろうと思い始めたところで、それが中断して高

校になったという話を聞いたのと、それと、どうして校舎をギリシャ神殿の形に決め

たのかなと思いました。

川合市長 この校舎をつくったときに、いずれはここを大学にするとかそういう考え

方はなかったはずです。それを考えたのは、その後の市長さんだと思います。なぜこ

の校舎が今のような形とか体裁になったのかはよくわかりません。その当時の父兄の

方とか先生とか、市の教育委員会とか、そういう人たちが集まって、どういう形にし

ようかといろいろ考えてしたのだと思います。

石川副市長 多分多くの皆さんが入学を希望してくれるようなモダンな建物にしよ

うというので、そういう形にしたのではないですかね。

川合市長 それと、つくった時期がちょうど日本の経済がすごく調子のいいときで、

簡単に言えばみんながお金をいっぱい持っている、そういう時期だったので、思い切

ってかなり豪華なものをつくってしまったという面がありそうな気がしますね。

市が大学をつくろうという構想を考えたのは、前の市長さんのはずですね。この校

舎ができたのは前の市長さんがなる前のはずです。だから時期的に、つくったときに

は大学にしようという構想はなかったと言えると思います。

石川副市長 特に川越に大学をつくらなくても、市には四つの大学があるし、埼玉県

の西部地域にもかなりの大学があるのですね。全国から比べると本当にたくさんある
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ので、そういう意味では市が単独でここの校舎を例えば半分つぶして大学をつくる必

要はなくて、皆さんが大学を受けようとすれば受ける大学が近くにあるし、東京都内

にもあるということもあって、構想は前時代にあったのだけれども、今はもうそうい

う考えはないのですよ。高校は高校として運営していってもらう、そのかわり、もっ

ともっといい教育をしていくためにはどうしたらいいか、さっき吉野部長が言ったよ

うに検討はいろいろしていて、その中で、さっきご質問があった学科をどうするかと

いうようなことも、もし検討するなら検討の中にあるということで理解してもらえれ

ばいいと思います。

《住んでみたい街、川越市長》

川合市長 せっかくの機会なので、何か発言ありませんか。何でもいいですよ。

石川副市長 もし、いないのならば、私が一つ聞きたかったのは、事前アンケート調

査で、川越に住みたいという人が２人はいたけれど、あとはみんな「その他」と書い

た人が多い。その他ってどこか答えてくれる人いませんか。

意見 私は、横浜出身なので横浜にしたいなと思っています。

石川副市長 ほかに「その他」って書いた人はいますか。

この間、新聞で見た方がいるかもしれないけれども、東京、神奈川、千葉、埼玉の

首都圏で住んでみたい街はどこですかというアンケート調査があって、埼玉県では川

越が 1番になったのを知っていますか。

全員 えっ。

石川副市長 知らないんだ。大宮を抜いて 1番になったのね。

意見 すごい。

植松秘書広報監 首都圏では 16 番だよ。埼玉県内で１番。

意見 １位はどこなのですか。

石川副市長 鎌倉が入っていたけれど、吉祥寺ですね。

植松秘書広報監 どうですか、川越の市長というのはこういう人だというのを知って

いた人いますか、きょう初めて見たという人はいないですか。

石川副市長 大体きょう初めて顔を見たのですね。じゃあ前に１回ぐらい見たことあ

るよという人はいますか。

石川副市長 そんなにいないんだ。川越市内に住んでいる方ですよね。10 人ぐらいか

な。

川合市長 最近、ケーブルテレビに月に一度出ているので、小学生から声をかけられ

るのですよ。この間、プライベートで都内に行った帰りの電車の中で、高校生ぐらい
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の女の子から、市長さんですかって声をかけられて、そうですと言ったら、頑張って

くださいって言われた。思わず元気が出てしまいましたよ。

《制服》

尾崎市民部長 せっかくの機会ですから、話したい人、あと１人、だれか最後にトリ

をとってもらって、市長にこんなことを聞いてみたいなというのをだれかやってくだ

さい。何でもいいですよ。

川合市長 意見でもいいですよ、情報でもいいですよ。

意見 市立川越のカーディガンはどうして指定なのですか。

川合市長 それは学校で決めています。市立川越高校の運営には口を出していないの

ですね。

《公園整備》

意見 川越市民ですが、先ほど川越は財政難と言っていましたが、ここ数年で西武線

沿いに、南大塚周辺にいっぱい公園をつくられたのですが、あれはなぜつくったので

すか。

川合市長 財政難でも、例えばいろいろな支出をどんどん減らしてしまうわけにはい

かないのですね。限られたお金の中でどういうふうに回していくかというようなこと

を市としては常に考えているのだけれども、公園については、基本的には川越の公園

は、ほかの町に比べると少ない。埼玉県の市民一人当たりの公園の面積が、たしか県

の平均で６平米ぐらいになるのだけれど、市の一人当たりの公園面積は４平米ちょっ

とぐらいなのです。全国の平均でいくと９平米ぐらいなので、そういう水準から見る

と、川越は公園が少ない。だから、少しずつでも、できるときにふやさなければなら

ないという考えを持っているから、たまたま土地を貸してくれる人が出たとかそうい

うことだと思いますが、そういう形でつくっています。

きょうは、皆さんの生の声というか意見が聞けてとてもよかったです。学校に対す

る質問であるとか要望は学校のほうにきちんと伝えて、何らかの形で答えが行くよう

にします。本当はもっと行政とか政治向きの質問が出るのかなと思っていたのです

が、それはそれで、いずれまた別の機会に聞かせてもらえたらありがたいなと思って

います。きょうは本当にどうもありがとう。


