
   ◎ 市政に対する質問 

 

○関口遼議長 日程第７、市政に対する質問をお受けいたします。 

  はじめに、１番 俣野耀太郎議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  俣野耀太郎議員。 

     〔１番 俣野耀太郎議員登壇〕 

○１番 俣野耀太郎議員 １番 久喜小学校 俣野耀太郎です。 

  通告書により久喜駅前商店街の活性化のための対策について質問いたします。 

  ぼくは、久喜駅前商店街の活性化のための対策について質問します。３年生の時、駅

前商店街へ行って、どんなお店があるか調べました。その時に、駅前には昔から続いて

いる伝統のあるお店が多いことを知りました。 

ぼくは、昨年、久喜商工会が発行している「久喜の逸品」という冊子を読みました。

久喜ならではの商品がたくさん売っていることが分かりました。ぼくは、田中菓子店の

塩あんびんを食べてみたいと思いました。他にも久喜市が自まんできるたくさんの商品

が駅前商店街にあることが分かりました。 

しかし、休日でも商店街がにぎわっているとは感じられません。そこで、古き良き商

店街を残すためにも、また、活気がある商店街にするためにも、久喜市は、どのような

対策を考えたりしているのか教えて下さい。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○関口遼議長 俣野耀太郎議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 それでは、俣野耀太郎議員のご質問に対してお答えをいたします。 

近年、生活スタイルの多様化や自家用車の普及などが進みまして、消費者の多くは、

大きな駐車場のあるショッピングセンターや、国道などの大通りに面したお店で買い物

をするようになってきました。 

しかしながら、車を持たない世帯の方や高齢者の方、また、体に障がいを持った方な

ど、遠くのお店まで買い物に行くことのできない消費者の方も沢山おられます。身近な

買物の場である商店街は、今後とも欠くことのできない存在であると思います。 

また、商店街は、買い物の場としてだけではなく、七夕祭りやさくら祭りを開催する

など、地域で催される様々なイベントを主催しておりまして、地域の活性化にも貢献し

ております。 
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そこで、久喜市では、商店街が地域の特徴を活かしたイベントや共同セールに積極的

に取り組んでいただけるよう「商店街活性化推進事業費補助金」を交付して、商店街の

自主的な活動を応援しています。 

また、商店街が管理している街路灯は、商店街のイメージアップだけではなく、犯罪

の防止や交通安全にも貢献していることから「商店街街路灯電気料補助金」を交付して、

街路灯の維持費用を負担しています。 

さらに、現在、商店会では、商工会が実施する「一店逸品事業」などにも取り組んで

おりまして、お客様にとって魅力あるお店づくりや新しいサービスが提供できるよう研

究を行っています。 

今後、商店街に賑わいを取り戻し、活気ある商店街とするためには、多くのお客様に

お店まで足を運んでいただけるよう、商店街が一体となって取り組む楽しいイベントの

開催や、他のお店では行っていない特別な商品の開発が必要となるなど、特徴のあるお

店づくりが必要であると思っています。 

このようなことから、今後、久喜市におきましては、多くの方々が集まるイベントの

開催や消費者の方が何度でも足を運びたくなるような魅力あるお店が増えるよう、多く

のお客様が訪れている商店街の活動事例を検討するなど、商工会や商店街の方々と連携

しながら、活気ある商店街づくりに向けまして、取り組みを進めていきたいと考えてい

ます。 

○関口遼議長 以上で、俣野耀太郎議員の質問を打ち切ります。 

  次に、２番、鹿野日南子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  鹿野日南子議員。 

     〔２番 鹿野日南子議員登壇〕 

○２番 鹿野日南子議員 ２番 江面第一小学校 鹿野日南子です。 

通告書により、久喜市総合運動公園に遊具を設置できないか、また、年に一度程度子

供からお年寄りまで楽しめるイベントができないかについて、質問いたします。 

久喜市にはとても広い運動公園がありますが、スポーツをしている人しか利用してい

ないように思います。白岡や宮代にも同じくらい広い公園がありますが、健康遊具や小

さい子が遊べる遊具などがあるので、沢山のお年寄りから小さい子まで色々な人が利用

しています。 

以前、私のひいおばあちゃんを桜のお花見に連れて行きました。手を引き、ゆっくり

と歩いていたのでイスがもう少し多いといいなと思いました。イスを、合併した町の名

前に関連する形にしても楽しいと思います。同時に遊具を設置すれば小さい子からお年
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寄りまで楽しめると思います。 

また、広い施設を生かして年に一度程度、子供からお年寄りまで楽しめるイベントを

開いたらどうですか。公園にかかるお金は理由を書き、募金をすればいいと思います。 

家族ですごす時間を大切にすれば、きっと久喜市は笑顔あふれる市になると思います。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○関口遼議長 鹿野日南子議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 鹿野日南子議員のご質問にお答えをいたします。 

  はじめに、久喜市総合運動公園内に、遊具を設置できないか、またイスを合併した町

の名前に関連する形にしては、とのご質問です。 

  久喜市総合運動公園内には、子供広場を設置するための敷地がありますが、現在のと

ころ、遊具などは設置されておりませが、現状で、遊具を設置できるかどうか検討して

まいります。 

また、子供広場の中にイスを設置し、合併した町に関連した形にすることができるか

どうかも含めて検討してまいります。 

  鹿野議員のご質問のとおり、子供さんにもお年寄りにもやさしい公園をめざしまして、 

各地域の公園のベンチにつきましても、老朽化したものは取りかえたり、また新しく設

置したりしていきたいと考えています。 

  次に、子供からお年寄りまで楽しめるイベントを開いたらどうかとのご質問について

でございます。 

  久喜市のイベントとしましては、天王様のお祭りをはじめ、数多くのイベント、お祭

りがあり、賑わいを見せております。  

  今後、総合運動公園内におきましても、イベントの開催が可能かどうかにつきまして、

検討してまいりたいと考えています。 

  これからも、久喜市の公園で、ご家族やお友達と過ごす時間を少しでも増やせるよう

な公園整備をはかっていきます。 

  以上です。 

○関口遼議長 以上で、鹿野日南子議員の質問を打ち切ります。 

  次に、３番、松本由希議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  松本由希議員。 

     〔３番 松本由希議員登壇〕 
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○３番 松本由希議員 ３番 清久小学校 松本由希です。 

  通告書により、学校の給食に特産物をとり入れることについて質問いたします。 

  久喜市には、なしやぶどう、いちごといったおいしい特産物があります。私たちは、

久喜市の特産物をあまり良く知らない人も多いし、食べたことがない人も多いと思いま

す。私自身、久喜市のなしを食べた時、とてもおいしいと思いました。そして、今年の

３月に久喜市は、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町と合併しました。きっとそれぞれに、おいし

い特産物があると思うし、食べるのが楽しみです。 

そこで学校給食に特産物をとり入れることを提案します。なしを給食に出すとすれば、

そのまま食べてもとてもおいしいし、タルトやジャムにしてもおいしく食べられます。

このように学校給食で久喜市の特産物を様々な形でとり入れることができれば、とても

給食が楽しみになり、私たちが育った久喜市が、そして新しい久喜市がとても身近に感

じられると思います。このような給食に特産物をとり入れることは可能でしょうか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○関口遼議長 松本由希議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 それでは、松本由希議員のご質問にお答えいたします。 

  学校給食は、現在、合併した旧の４つの市や町ごとに、合併前と同じ給食方法で、別々

の内容の給食を行っています。久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮地区とも、松本議員のご提案の

とおり、できるだけ多くの特産物や地元の農産物を学校給食に取り入れるようにしてい

ます。 

例えば、主食のご飯ですけれども、すべて地元でとれた久喜産米を使用していますし、

副食、おかずですね、野菜や果物でも、久喜地区では、なしやぶどうといった特産物の

他に、にんじん、玉ねぎ、じゃがいもなど、地元で採れた農産物をできる限り学校給食

に多く取り入れています。 

また、菖蒲地区、栗橋地区及び鷲宮地区においても、なしやいちごなどの果物やきゅ

うり、トマト、大根、白菜など、地元で採れた農産物を取り入れています。 

学校の給食では、特に、果物については、衛生面についてしっかり考えなくてはいけ

ないのですけれども、調理しなくてもよい、ぶどうやいちごをそのまま出すようにして

います。また、なしは、りんごの代わりにカレーに入れたり、焼肉の隠し味にしたり、

ソースにするなど、調理加工して学校給食に取り入れています。 

さきほどお答えしたように、地元で採れる特産物などについては、４地区ごとに学校
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給食に取り入れていますが、今後も、皆さんが、久喜市をより身近に感じられるように、

そして、生産者の方々への感謝の心を持ってもらえるように、地元の特産物などを、で

きるだけ多く各地区の学校給食に取り入れていきたいと考えています。 

なお、埼玉県では、農産物が収穫期を迎える１１月に「彩の国ふるさと学校給食月間」

として地元産の農産物の使用を勧めています。久喜市も、この「彩の国ふるさと学校給

食月間」に合わせて、地元の農産物を使い、久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮地区が同じ献立で

の学校給食を提供できるよう、今現在計画していますので、楽しみにしていてください。 

  よろしくどうぞお願いいたします。 

○関口遼議長 以上で、松本由希議員の質問を打ち切ります。 

  次に、４番、森野フィリピ議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  森野フィリピ議員。 

     〔４番 森野フィリピ議員登壇〕 

○４番 森野フィリピ議員 議席番号４番 青葉小学校 森野フィリピです。 

  通告書により、校庭の芝生化について質問いたします。 

  ぼくは、校庭に芝生を植えてほしいという願いを伝えます。 

その理由１つ目は、芝生の校庭なら、ぼくたちは、けがの心配もなく思いきり遊び運

動できるからです。ワールドカップをテレビで見ました。試合会場は、緑の芝でおおわ

れていて、すごいスピードで転んでもけがをしていないように見えました。ぼくたちの

学校の校庭はちょっと転んでも、すりきずをつくり保健室に行くことが多いのです。 

２つ目は、校庭が芝でおおわれていると緑化にもなるし、校庭の温度の上昇や砂ぼこ

りもおさえられるからです。 

もちろん、芝かりや草取りをしないと芝は育ちません。ぼくたちでやれることは、が

んばります。だから、校庭に芝生を植えてください。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○関口遼議長 森野フィリピ議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 森野フィリピ議員のご質問に対しましてお答えしたいと思います。 

森野議員もおっしゃるように、南アフリカ共和国で開催されたサッカーワールドカッ

プでの日本選手の活躍は、私たちに多くの感動と勇気を与えてくれました。 

  そして、確かに試合会場は、どこも緑の芝生に覆われていてとてもきれいで、テレビ

でみてもすばらしいものでした。 
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ところで、学校の校庭は、主に体育の授業や運動会などで使用され、また、学校とは

別に、少年サッカーや少年野球、ソフトボールなどに利用されるなど多目的に使える運

動場になっています。 

また、森野議員の通う青葉小学校の校庭ですが、平成１０年度に、雨水を一時的に貯

めておく調整池の機能を持つように整備されています。 

これは、大雨が降った時に、周囲の小さな川に急激に雨水が流れないようにしたもの

で、住宅地への浸水や川の氾濫を防ぐためのものです。 

校庭の雨水の貯水量は、小学校プールのだいたい約３倍分ぐらいの水の量を貯める機

能があります。そのため、校庭に水を貯める時間が長くなることから、水が吐けた後に、

すぐに校庭が使えるように緑色のグリーンコート材というものを使用しています。 

このように青葉小学校の校庭は、運動だけではなくて、地域に住んでいる人たちにも

役に立つようになっています。 

森野議員の言われるとおり、校庭を芝生化にすることで生まれる良い点は沢山ありま

す。しかし、その反面、芝生の植え込みから根づくまでに約３か月間ぐらいは保護しな

くてはいけませんし、校庭の使い方にいろいろ制限が出てしまうということもあります。

また、整備に多額の費用がかかるということもあります。また、芝生にした時の維持管

理と言いますが、森野議員がおっしゃるように、確かにいつもきちっときれいにしてお

かないとデコボコが出てきたりとか、あるいは芝がはげて薄くなったりということもあ

ります。また、デコボコで転倒して捻挫等の怪我も発生しやすくなるという心配がある

ということも私達の調べで考えられるところです。 

校庭の芝生化につきましては、こうした良い点とそれから心配な点について、より慎

重な検討が必要だと思っています。 

現在、中央幼稚園がすぐ近くにありますけれども、中央幼稚園の庭の一部を芝生にし

ました。今後、それらを参考にしながら、校庭の芝生化の在り方についてしっかり考え

ていきたいと思っています。 

よろしくどうぞお願いいたします。 

○関口遼議長 以上で、森野フィリピ議員の質問を打ち切ります。 

  次に、５番、長尾奏議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  長尾奏議員。 

     〔５番 長尾奏議員登壇） 

○５番 長尾奏議員 ５番 久喜東小学校 長尾奏です。 

  通告書により、市内循環バスについて質問いたします。 
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  市内循環バスを使えば、子ども達の自転車事故も減らせると思います。また、行動範

囲も広がり、新しい久喜市の事を自分の体でも感じ取り、さらに理解が深まるのではな

いでしょうか。 

そこで、今までの市内だけでなく、新しい久喜市内全体に範囲を広げて、さらに１日

の運行本数を増やして、市内循環バスをもっと身近に使いやすくする事はできないでし

ょうか。 

これが実現すれば、お年寄りの方々の行動範囲も広がり、とても便利になると思うの

ですがどうでしょうか。 

  以上で質問を終わりにします。よろしくお願いいたします。 

○関口遼議長 長尾奏議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 それでは、長尾奏議員のご質問にお答えをいたします。 

  市内循環バスは、平成６年４月より、市役所、公民館、図書館などの公共施設等を利

用する市民の皆様の交通の便の確保を目的に、運行を開始しています。 

  その後、運行コースの変更や、1 日乗車券、回数券の発行などを行い、現在は、７つ

のコース、６９本で、月曜日から土曜日まで運行しています。料金は１回当たり１００

円です。 

  ご存知のように久喜市は、今年の３月２３日に、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町と合併し、

新しい「久喜市」となりましたが、市内循環バスを新市全域に広げるためには、運行す

るための経費と、それによる効果はどうか、運行コースや本数はどの位が適当なのか、

また、路線バスやタクシー会社などへの影響はどうかなど、多くのことについて検討す

る必要があったことから、現在は、久喜地区だけで運行しています。このため、新市と

して、公共交通機関をどのようにしていくかについて、久喜市公共交通検討委員会を今

年の 11 月頃に作り、その中で話し合っていきます。 

  この検討委員会には、市民の皆様にも参加をしていただき、市内循環バスの運行をど

うするかなども含めて検討していただく予定ですので、その結果を待ちたいと思います。 

  次に、バスの運行を新市全域に広げることや、バスの本数を増やすことについてお答

えします。 

現在、久喜地区を運行している循環バスの本数は、１日あたり、さっき言いましたと

おり６９本です。仮に、今の久喜地区と同じような循環バスの運行コースや運行本数で、

菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区に広げるとした場合には、バスの台数も倍以上に増やさ
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なくてはなりませんので、多くの経費が必要となります。このようなことから、便利に

なることはとても良いことですけれども、財政的なこと、つまりかかる費用のことにつ

いても慎重に検討したいと思っています。 

  長尾議員は、久喜東小学校の区域にお住まいですので、これまでにも、市内循環バス

を利用したことがあるかと思いますけれども、ご質問にもありましたように、市内循環

バスや路線バスなどの公共交通機関を利用していただくことにより、皆さんの行動範囲

も広がり、また、自動車からバスに乗りかえることにより、環境面にも役立つなど、市

内循環バスには良いところがたくさんあります。どうぞ、ご家族、あるいはお友達にも

ＰＲしていただき、引き続き、積極的に市内循環バスを利用していただくようお願いを

いたします。 

  以上です。 

○関口遼議長 以上で、長尾奏議員の質問を打ち切ります。 

  次に、６番、山﨑誠士議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  山﨑誠士議員。 

    〔６番 山﨑誠士議員登壇） 

○６番 山﨑誠士議員 ６番 菖蒲小学校 山﨑誠士です。 

  通告書により、合併によってよくなったことはどのようなことかについて質問いたし

ます。 

  １市３町の合併によって３月２３日に新「久喜市」が誕生しました。そこでぼくは次

の２つのデータを調べました。 

１つは面積が旧菖蒲町の３倍、８２．４０ｋ㎡になったこと。２つ目は人口は旧菖蒲

の約７倍、１６万人になったことです。そこで分かったことは、合併によって新久喜市

の規模が非常に大きくなったことです。 

私達の生活はより快適になったと思います。なぜなら小さい子どもから小学校卒業ま

で、医りょう費が無料になり、家計が助かるようになったことがあげられます。その他

に、合併によってどのようなことがよくなったのでしょうか。あるいはこれからよくな

っていくのでしょうか。具体的に説明していただきたいと思います。 

  以上で終わります。よろしくお願いいたします。 

○関口遼議長 山﨑誠士議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 それでは、山﨑誠士議員のご質問にお答えいたします。 
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  はじめに、合併によってどのようなことが良くなったかについてのご質問であります。 

山﨑議員がお住まいの菖蒲地区では、合併によりサービスが良くなったものとして、

保育園や学童保育の保育料が合併前に比べて安くなっています。また、３人目以降の子

どもさんを出産した方に、お祝いとして、「すくすく出産祝金」を贈る制度もできました。

この他、私立幼稚園に通う園児の保護者に対する補助金も合併前に比べて増えています。 

なお、この他、合併前にそれぞれの市、町で行っていた住民サービスのうち、例えば

ある福祉サービスの事務では、市と町で行える事務が異なっていたり、あるいは同様の

事務であっても、内容に旧久喜・菖蒲・栗橋・鷲宮で差があったりと様々な状況でした。 

このような実態を踏まえて、合併にあたり、基本的には も高い住民サービスを行っ

ていた内容に合わせたことから、合併前と比較しまして、全体的にサービスが良くなっ

たものと考えています。 

次に、合併によってどのようなことが良くなっていくかについてお答えします。  

  久喜市は、合併により人口約１５７,０００人、また、面積は８２.４ｋ㎡の市となりま

した。今年の３月２３日時点で、県内には４０の市と２３の町、１つの村、合わせて埼

玉県は６４の市町村で構成されていますけれども、その中で人口規模では１２番目、面

積では１０番目と山﨑議員のお話しのとおり、合併前に比べて非常に大きな市となりま

した。 

このように市の規模が大きくなると、まずは、市の知名度があがり、イメージアップ

につながるとともに、埼玉県のこの地域は東北部にありますけれども、この東北部の中

心的な役割を担う市として、今後更なる発展が期待できるものと考えています。 

特に、久喜市は、現在、圏央道という高速道路のインターチェンジや、東北自動車道

と圏央道を連結するジャンクションが今、建設されておりますので、この関係につきま

しては、平成２３年３月末までに一部開通する予定になっています。 

  高速道路の連結により、本市は、東京から東北地方につながる南北の道路と、成田空

港から八王子につながる東西の道路が交わる市となります。この交通の利便性を生かし

まして、新たな工業団地も現在菖蒲地区に造成されていまして、完成後、ちょうど一年

後の今頃、この現在造成中の工場の完成が予定されておりますけれども、多くの企業が

久喜市に進出することによりまして、企業から久喜市が集められる税金が増えることが

見込まれています。 

久喜市では、それにより増えた税金を有効に使って、市民の皆様が合併して良かった

と感じていただけるような行政サービスの充実に努めていきたいと思っています。 

  以上です。 
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○関口遼議長 以上で、山﨑誠士議員の質問を打ち切ります。 

  次に、７番、市田珠里議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  市田珠里議員。 

     〔７番 市田珠里議員登壇〕 

○７番 市田珠里議員 ７番 三箇小学校 市田珠里です。 

  通告書により、安全に遊べる公園づくりについて質問いたします。 

  私達の周りから遊びが消えました。多くの友達は習い事や塾通い、土日でもスポーツ

少年団に入部して練習をしています。みんなとても忙しい毎日です。友達と思いきり遊

んだり、大声を出して笑ったり、おしゃべりをしたりという時間は、学年が進むにつれ

て少なくなりました。クラスの中には、一日中ゲームをしている人もいます。これで本

当にいいのでしょうか。心配になりました。 

三箇小学校では、月に１度ふれ合いタイムの時間に、全校児童が縦割り班でドッチボ

ールやサッカー、リレーや鬼ごっこ等、思い思いの遊びを工夫しています。体を動かし

ての仲間とのふれ合いは、自然と思いやりの心も生まれています。近くに三崎の森公園

や白鷺公園がありますが、どちらも運動公園ではありません。ぜひ合併を記念して、み

んなが安全で、運動のできる広場のある公園の設置をお願いします。みんなの笑い声を

取り戻したいのです。 

  以上で質問を終わりにします。よろしくお願いいたします。 

○関口遼議長 市田珠里議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 市田珠里議員のご質問に対し、お答えをいたします。 

  市田議員は、現在久喜市に全部でいくつ公園があるかご存知ですか。久喜地区には１

１０箇所、菖蒲地区には８５箇所、栗橋地区に３４箇所、鷲宮地区に４５箇所、合計で

久喜市には２７４箇所の久喜市で管理している公園があります。この他にも、埼玉県で

管理を行っている久喜菖蒲公園、また、栗橋地区にあります権現堂公園などがあります。 

  公園の種類といたしましては、比較的規模の大きい、青葉公園などの都市計画公園、

広い土地を開発する際に開発業者に作ってもらっている開発公園、また、お寺や神社の

一部をお借りして遊具を設置しています、児童公園などがあります。 

  これらのうち、児童公園を除きまして、１６箇所の公園が、久喜市が市民の皆様から

土地をお借りして設置している公園であります。 

  久喜市では、このように少しでも公園を増やそうと努力をしています。しかし現在、
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財政状況が大変厳しいため、新しく土地を買って、そこに公園を作るというのはとても

お金がかかることでありますので、難しい状況にあります。 

  そこで、市民の皆様の持っておられます土地を久喜市が借りるなどして、新しい公園

を作っています。 

  例を申し上げますと、久喜地区の野久喜児童公園、これは１，９９２㎡あります。ま

た、上早見のなかよし広場、ここは１，７９２㎡ありますけれども、これらは借地公園、

つまり久喜市が市民の方から土地を借りて整備した公園であります。 

  また合併後の新市におきまして、ご提案の安全で運動のできる公園をバランスよく配

置したいと考えています。 

運動は、人生をより豊かにし、充実させるとともに、人間の人としての身体的・精神

的な欲求にこたえる人類共通の文化であるといわれています。運動を通して、仲間との

ふれあいや、よりよい仲間づくりができますよう、運動のできる公園の整備を今後、行

っていきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。 

以上です。 

○関口遼議長 以上で、市田珠里議員の質問を打ち切ります。 

  次に、８番、西村哲和議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  西村哲和議員。 

     〔８番 西村哲和議員登壇〕 

○８番 西村哲和議員 ８番 菖蒲東小学校 西村哲和です。 

  通告書により、菖蒲にも電車を通してほしいについて質問いたします。 

  菖蒲町も合併して久喜市となりました。とても大きな市となりましたが、一つ気にな

る事があります。それは、元菖蒲町だけ電車が通っていないという事です。 

ぼくは、時々栃木のおばあちゃんの家に行きますが、その時は久喜駅までバスを利用

しています。バス停まで行きバスを待ち、いざバスに乗っても道路が混んでいる事があ

ります。その時はバスが思うように進みません。菖蒲に住んでいる人は、電車に乗るた

めに、バスでどこかの駅まで行かなくてはならないのです。また、電車を通せば他の町

や市の人も菖蒲に行くのに便利になるし、菖蒲の人も他の町や市に行くのが楽になって

いいと思います。そして、電車を通して色々な人が電車に乗るようになれば、車を使う

人が減り、排気ガスの排出量も減らせるので、地球温だん化を防ぐ事もできると思いま

す。 

ぜひ菖蒲に電車を通す計画を進めてください。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 
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○関口遼議長 西村哲和議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 西村哲和議員のご質問にお答えいたします。 

西村議員のご指摘のとおり、菖蒲地区には鉄道が通っておらず、菖蒲地区にお住まい

の方が鉄道を利用する場合には、久喜駅、白岡駅または桶川駅とを結ぶ路線バスや、自

家用車などを利用して駅まで行く必要があります。 

過去には、旧菖蒲町におきまして、埼玉新都市交通ニューシャトルの延伸や、地下鉄

７号線埼玉高速鉄道の旧菖蒲町への延伸の誘致について検討されましたけれども、現時

点では、残念ながらいずれも実現はされていません。 

  また、古くは明治末期から昭和初期には、旧菖蒲町にも鉄道が通るという計画があり

ました。知っていますか。 

  これは、「幻の鉄道」あるいは「悲運の鉄道」とも呼ばれ、大正１３年から昭和１３年

まで、現在の川口市から蓮田市にかけて埼玉県中央部を縦断するように運行していた「武

州鉄道」の計画でありまして、この鉄道の当初の計画では、現在の菖蒲東小学校あたり

に駅舎が建設される予定でありました。 

しかしながら、この計画は、昭和１３年の武州鉄道の解散・廃線により実現されませ

んでした。 

  もし、この武州鉄道が旧菖蒲町にも通っていたならば、菖蒲町の歩みや皆様の生活に

大きな影響を与えていたと思います。 

さて、ご質問の「菖蒲地区に鉄道を通す計画を」ということでありますが、鉄道の建

設は、国や埼玉県などの計画により進められるものでございまして、また、用地の取得

や建設工事のために多額の費用がかかること等から、現実にはかなり難しいと言わざる

をえません。 

例えば、平成１３年に開業した埼玉高速鉄道の場合、赤羽岩淵駅から埼玉スタジアム

のある浦和美園駅の間、約１４.６ｋｍに対しまして、建設費用は約２,５８７億円でござ

いまして、これを１ｋｍあたりに直しますと、約１７７億円の建設資金がかかったとい

う計算になります。 

これほど多額の費用を久喜市だけで用意することは不可能であります。また、国や埼

玉県、近隣市町に費用の負担をお願いするにしても、理解を得ることは非常に難しいと

思われます。 

  こうした状況の中、新久喜市では、今年１１月頃に、さっきちょっとお話しましたけ
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れども、久喜市公共交通検討委員会を設置して、合併して大きくなった久喜市全体の公

共交通のあり方について、鉄道だけではなく、路線バス、あるいは先ほどお話ししまし

た循環バスなどの公共交通に対する要望や、あるいは需要を十分に見極め、市民の皆様

に親しまれ、利用しやすい公共交通はどうあるべきかを検討していきたいと考えていま

す。 

  以上です。 

○関口遼議長 以上で、西村哲和議員の質問を打ち切ります。 

  次に、９番、遠藤恋議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  遠藤恋議員 

     〔９番 遠藤恋議員登壇〕 

○９番 遠藤恋議員 ９番 栗橋南小学校 遠藤恋です。 

  通告書により、小学校間の交流について質問いたします。 

  今年の３月に、久喜市、鷲宮町、菖蒲町、栗橋町が合併して１つの大きな市ができま

した。そのことで小学校が全部で２３校になりましたが、私が知っているのは、元栗橋

の学校３校だけです。きっと、私以外にも、元の町の学校しか知らない人は、たくさん

いるように思います。 

私の通う栗橋南小学校のことを皆に知ってほしいですし、私も、久喜市の小学校のこ

とをもっと知りたいです。１度に２３校の生徒が集まるのは難しいと思うので、それぞ

れの学校の代表の人が集まって、自分の通う学校の様子や住んでいる地域の様子などを

紹介し合えたら、もっと仲良くなれる気がします。 

そこで、夏休みや冬休みなど、学校の休みを利用して、他の学校との交流はできない

のでしょうか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○関口遼議長 遠藤恋議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 それでは、遠藤恋議員のご質問にお答えします。 

  ３月の合併によって、新久喜市の小学校は２３校になり、５月１日現在の児童数、子

どもの数は７,９０１名となりました。また、中学校は１１校になり、生徒数は４,０２９

名になりました。 

合計しますと小・中合わせて３４校、１１，９３０人となります。久喜・菖蒲・栗橋・

鷲宮地区にはそれぞれの地域に根差した歴史や風土、学習環境があります。遠藤議員を
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はじめ、皆さんもそれぞれの学校の一員として、あるいは地域の一員として様々なこと

に誇りをもって一生懸命に取り組んでいることと思います。 

市教育委員会では、合併をするにあたって、まず、遠藤議員がおっしゃるように、お

互いの地区の特色を知ってもらおうということで、ここにありますように、このような

リーフレットを作りました。裏面には地図が入っています。今、言いましたような人口

とか面積とか、小中学校の数とか幼稚園の数とか、児童・生徒の数も入っています。こ

れまでの合併の歴史のようなものも書かれています。このリーフレットを各学校、それ

ぞれの子どもさん方に渡るようにということで作成をしました。そして、遠藤議員はど

うでしょうか。学校、先生から説明がありましたでしょうか。また、この交流を一層図

ることができるように、各地区で行われている展覧会や各種大会などを一つの会場で行

えないだろうかなど、いろいろな面から関係の校長先生方を中心に、今現在、検討をし

ているところです。 

今後さらに、「久喜市の児童生徒でよかった」とか、「これからも久喜市で学び続けた

い」と実感できるような久喜市を創り上げていくために、遠藤議員がご提案されている

ように、各学校の代表者が集まって、自分の学校や住んでいる地域の素晴らしさを紹介

し合うことなどを通して、児童生徒の皆さんや市民の皆さんの心の絆を強くしていくこ

とはとても大切なことだと思います。 

  市教育委員会では、各学校の校長先生方と今後、相談をして、ご提案のような交流会

が開催できるかどうか検討していきたいと考えています。もし、開催することが出来る

ということになりましたら、遠藤議員をはじめ、ここにいる皆さん方にもぜひ協力をし

ていただきたいと思っています。 

どうぞよろしくお願いします。 

○関口遼議長 以上で、遠藤恋議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１７番、新井厚太朗議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  新井厚太朗議員。 

     〔１７番 新井厚太朗議員登壇〕 

○１７番 新井厚太朗議員 １７番 鷲宮西中学校 新井厚太朗です。 

  通告により、学校の統廃合と老人ホームなどの公共施設との関連性について質問しま

す。 

  以前、鷲宮西中学校が老人ホームになるかもしれないという噂が流れました。鷲宮西

中は、教室数は多いけれど、生徒数が年々減少する傾向にあります。僕は、その噂を聞

いて、今まで西中に通っていた生徒はどうなるのだろう、校舎や体育館などの施設はど
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うなるのだろうと心配になったことを覚えています。 

今年、１市３町が合併になり、教育の場でも大きな変化があるのではないかと思われ

ます。そこで、今後学校の統廃合が予定されているか、また、学校が老人ホーム等の公

共施設への転換が考えられているかお聞きしたいです。 

○関口遼議長 新井厚太朗議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 それでは、新井厚太朗議員のご質問に対してお答えいたします。 

  近年、生まれてくる子どもの減少による急激な少子化が進む中、児童・生徒数の減少

の影響から、小中学校の統合により廃校となる学校が全国的に、ご指摘のとおり、数多

く見られます。このことについて私どもも調査をいたしました。文部科学省が発表した

資料がここにございますが、この資料に基づきますと、全国の状況では、平成４年度か

ら平成２０年度までの間に、すなわち１７年間ですけれども、その間に全国の小学校３,

４８５校、中学校が１,０４８校、合計で４,５３３の小中学校が廃校になっています。こ

のうち、埼玉県内では小学校は４３校、中学校は２校、合計で４５の小中学校が廃校に

なっている状況にあります。 

  今回、合併した旧１市３町の中では、旧栗橋町においては、平成１３年の４月に小学

校３校を１つの学校に統合し、２つの学校を廃校にしています。この廃校となった小学

校２校については、現在、公民館あるいは生涯学習施設として有効に活用しており、地

域の皆さんの活動拠点として利用されています。 

  また、現在、久喜市内の小学校の一部では、余裕教室を活用し、昼間、就労等によっ

て、保護者が家庭にいない小学校の低学年の子供達に対して、放課後など保護者に代わ

って適切な遊びや生活の場を提供する放課後児童クラブ、いわゆる学童保育施設という

のを設置しています。 

さらに、学校施設を地域の人々の活動の場として開放するなど、地域に開かれた学校

づくりを行っています。 

  さて、ご質問の新「久喜市」における小中学校の統廃合及び公共施設への転用につき

ましては、現在のところ、どちらも、そのような計画はありません。学校施設は子ども

の学習の拠点であるだけでなくて、地域の方々にとっても身近な公共施設であることか

ら、余裕教室については、学校教育に支障のない範囲で、活用を考えていきたいと思い

ます。 

  新井議員が通学している鷲宮西中学校につきましても、生徒数が年々減少している傾
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向にありますが、学校の統廃合や、あるいは老人ホームなどの公共施設へ転用していく

という計画は現在のところまったくありません。これからも充実した楽しい中学校生活

が送れるように、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

○関口遼議長 以上で、新井厚太朗議員の質問を打ち切ります。 

 

    ◎ 休 憩 の 宣 告 

 

○関口遼議長 ここで、休憩いたします。 

  １５時５分から再開いたします。 

                             （休憩 １４時４９分） 

―――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――― 

 （再開 １５時５分） 

 

    ◎ 再 開 の 宣 告 

 

○関口遼議長 再開いたします。 

  ここで、議長を交代いたします。 

 

    〔議長の交代〕 

 

○新井厚太朗副議長 私は、子ども議会の副議長となりました鷲宮西中学校の新井厚太朗

と申します。みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。 

  では、休憩前に引き続き、市政に対する質問をお受けいたします。 

  はじめに、１０番、黒沢佑太議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  黒沢佑太議員。 

     〔１０番 黒沢佑太議員登壇〕 

○１０番 黒沢佑太議員 １０番 鷲宮小学校 黒沢佑太です。 

  通告書により、不審者対策について質問いたします。 

  ぼくは、不審者対策について質問します。 

近、不審者が目げきされたり、不審者におそわれたりする事件が増えてきたような

気がします。 

ぼくは、学校から帰る時に、一度だけ不審な人に声をかけられ、こわい思いをしたこ
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とがあります。身近な所でそんなことが起こるとは思っていなかったので、おどろきま

した。 

学校から帰ってからぼくは、友達とよく外で遊びます。家に帰るのがおそくならない

ように気をつけていますが、帰る途中で、もし不審者に会ったらどうしようかと思いま

す。 

学校では、手紙やメールでお知らせをしていますが、市ではどのような対策をしてい

ますか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 黒沢佑太議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 黒沢佑太議員のご質問にお答えいたします。 

  黒沢議員も、 近、不審者に声をかけられ、怖い思いをしたとのことですが、 近は、

久喜市だけではなく、他のまちでも、不審者に関する情報、あるいは、ひったくり、自

動販売機や自動車の中のお金や物が盗まれるといった事件などが多くなっています。 

このような中、市民の皆さんが生活する地域の安全を守り、犯罪のないまちづくりを

進めるためには、市民の皆様をはじめ、警察、市、商店や工場などの事業者が一丸とな

って防犯活動に取り組むことが、 も重要なことです。 

このようなことから、久喜市では、地域の防犯活動に取り組む団体などを組織すると

ともに、啓発活動として駅前やスーパーマーケット周辺で、防犯や犯罪防止の呼びかけ

などの街頭キャンペーン等を実施し、防犯活動の充実に努めています。 

ご質問の不審者の対応ですが、久喜市では、警察や教育委員会等から、市内で不審者

が現れたという情報や犯罪が発生したという情報が入りましたら、その地域周辺の防犯

活動をしている団体の代表者の方にＦＡＸ等で情報を流すとともに、場合によっては、

自主パトロールの実施などをお願いしています。 

また、一定の地域において、不審者事件や犯罪が連続して発生した場合には、周辺住

民の皆様に注意を呼びかけるため、回覧により情報を流すことも行っています。 

さらに、久喜市では、警察と連絡を取り合いながら、犯罪を起こさせにくい環境づく

りを進めています。 

具体的には、市の広報紙やホームページ等による犯罪情報のお知らせ、青色回転灯を

付けた自動車を活用した職員による市内パトロール、児童の下校時における職員による

通学路のパトロール、毎日、午後３時に流している、防災行政無線放送による児童の見
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守りの呼びかけなどを実施しています。 

また、小・中学生や女性などが不審者に声をかけられたときなどに、緊急に安全な場

所に逃げ込めるよう「こどもレディース１１０番の家」を設置しており、門や玄関など

に「あぶないときはこの家へ」と表示した黄色い表示板が貼ってあります。これですね。

見たことありますか。これがその表示板です。黒沢議員の通学路の周辺にもありますの

で、どの家にこの表示板が貼ってあるか、確認しておくと万が一という時に役に立つと

思います。 

今後も、警察と連絡を取り合い、また、地域の方々のご協力もいただきながら、皆様

が安全で安心した暮らしができるよう、より一層の防犯体制の充実に努めたいと思って

います。 

  以上です。 

○新井厚太朗副議長 以上で、黒沢佑太議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１１番、和田葵議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  和田葵議員。 

     〔１１番 和田葵議員登壇〕 

○１１番 和田葵議員 １１番 上内小学校 和田葵です。 

  通告書により、使わなくなった校舎について質問いたします。 

  私の学校は、以前千人を超える児童がいたマンモス校だったので、校舎が３棟ありま

す。校庭もサッカーコートが３面とれるほど広い校庭です。しかし、今は１４９名の児

童しかいません。たったこれだけの人数で広い校庭を安全にきれいに使うのは、とても

大変です。それに３棟ある校舎のうち１棟は６年前から使っていません。放置された校

舎は、耐震性も悪いので、私たちは入ることもできません。先日、その校舎から物を取

り出すために先生と一緒に入ったら、カビのにおいがたちこめ、あちこち雨もりもして、

こわい感じでした。そんな校舎に石が投げこまれて、ガラスが何回も割られました。 

このように放置されている古い校舎や広すぎる校庭は、私たちが清掃したり安全確保

したりしなければならないのでしょうか。久喜市で安全確保や管理はしていただけない

のでしょうか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 和田葵議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長  それでは、和田葵議員のご質問に対してお答えをいたします。 
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はじめに校舎についてですが、鷲宮地区の上内小学校は、わし宮団地が作られたこと

に伴い、昭和４６年１０月に開校された学校で、今年で３９年目を迎えています。 

和田議員の言われるとおり、団地への入居が盛んであった昭和５２年度から昭和５９

年度ぐらいまでですが、その頃は千人を超える児童が学んでいました。そこで、校舎が

次々に建てられて第１校舎、第２校舎、第３校舎の３棟があります。このうち、現在、

児童の皆さんが使用している第１校舎と第３校舎は、平成１０年度に耐震補強工事、要

するに地震に対して強く補強した工事を実施して、地震に強い安全な校舎となっていま

す。 

しかし、第２校舎につきましては、年々児童数が減少したことにより、平成１６年か

ら使用していないために、おっしゃるとおり、雨漏りや壁の傷など建物のいたみが進ん

でいる状況にあります。このため、現在は、子どもたちの安全を考え、第１校舎に接続

している２階と３階部分の通路を衝立などで閉鎖をしています。 

今後は、第１校舎と第２校舎との通路を完全に閉鎖して、中に入れないようにしたい

と思います。また、建物の地震に対する安全性を確認するために、耐震診断をしてもら

います。その診断の結果に基づいて必要な対策を行っていきたいと考えています。 

次に校庭についてですが、校庭は十分な広さを備えております。体育の授業や皆さん

の遊びの場、そして少年野球や少年サッカーなど地域の方々のスポーツの場として有効

に利用されています。 

校庭の清掃などは学校や利用している団体の皆さんにお願いしていますが、学校など

でできないこと、例えば、すべり台やブランコなどの遊具の修理や、高い木の枝をおろ

すこと、校庭の整備などについては市の教育委員会で行っていきます。 

学校は児童生徒の皆さんや地域の方々など多くの人が利用しますので、学校や利用し

ている皆さんと教育委員会が協力しながら、児童の皆さんが安全で安心して、そして充

実した学校生活が送れるように、今後も学校施設全体の維持管理を行っていきたいと考

えていますので、宜しくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 以上で、和田葵議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１２番、二橋南議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  二橋南議員。 

     〔１２番 二橋南議員登壇〕 

○１２番 二橋南議員 １２番 久喜中学校 二橋南です。 

  通告書により、久喜中学校のプールについて質問いたします。 

  ６月に久喜中学校ではプールが故障してしまいました。そのために、今年度の水泳授
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業は無くなってしまいました。修理などをして、プールをまた使えるようにするには、

多額の費用がかかると聞きましたが、このまま、来年度以降も水泳授業が出来なくなっ

てしまうのは、とても残念です。今すぐには無理でも、ぜひプールをまた使える状態に

していただきたいと思います。今後、修理などを行う予定はあるのでしょうか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 二橋南議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 それでは、二橋南議員のご質問にお答えをいたします。 

久喜中学校のプールについては、二橋議員のご質問のとおり、プールの底が大きく盛

り上がっているのが、６月２３日に発見され、その原因がはっきりしないために、生徒

の安全を第一に考え、校長先生と相談の上、プールの使用を中止したところです。 

今回、突然の使用中止で、生徒の皆さんが楽しみにしていた水泳の授業ができなくな

って、本当にご迷惑をおかけしているところです。 

この久喜中学校のプールは、昭和４６年に建設したもので、約４０年が経過していま

す。 

このようなことから、平成１２年度には、ろ過機の交換工事を行っています。また、

近では、平成２１年度に、昨年度ですね、プールの底板部分の塗装を行うなどの修理

を重ねてきたところです。 

学校のプールの貯水槽本体は、鉄よりも硬い鋼板でできており、その下のプールの基

礎部分は、鉄筋コンクリ－トでできています。 

今回の久喜中学校のプールの故障は、プール貯水槽の底板が３０センチ程度盛り上が

ってしまったもので、通常では考えられず危険を伴うことから、プールの使用をやむを

えず中止したものです。 

現在、その原因を特定するために、専門業者による調査を実施しているところです。 

まだ、はっきりした原因は解っていませんが、コンクリ－ト製の基礎部分とプールの

底板の間に水が浸入し、その圧力でプールの底板の一部が膨れ上がったものと考えてい

ます。 

この原因がはっきりした段階で、どのように修理したらよいのかを含めて、早急に対

応を検討したいと考えています。 

来年度のまた、水泳の時期までには、なんとかしたいと考えています。今後も生徒の

皆さんが、安全で充実した学校生活が過ごせるように教育環境の整備に努めていきたい
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と考えていますので、宜しくどうぞお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 以上で、二橋南議員の質問を打ち切ります。 

  次に、新井啓太議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  新井啓太議員。 

     〔１３番 新井啓太議員登壇〕 

○１３番 新井啓太議員 １３番 久喜東中学校 新井啓太です。 

  通告書により、久喜市の借金について質問いたします。 

  久喜市の広報紙で見たのですが、現在久喜市では８１４億円の多額の借金をかかえて

いるようです。なぜそのような金額までふくれ上がってしまったのですか。日本の国の

借金も８８３兆円と、以前ニュースで見ておどろいたのですが、私達のまち久喜市でも、

８１４億円という額は、中学生の私達は想像できないほどの額です。人が一生でかせぐ

お金は約３億円といわれています。つまり、８１４億円は約２７０人の人が一生を尽く

してかせぐ金額です。 

また、もしこれ以上借金がふくれ上がってしまい、返済しきれなくなってしまったら

私達の生活に影響がでるのではないかと思います。今後の返済の計画はどのように計画

されているのですか。また、そのようなことにならないために、現在久喜市ではどのよ

うな対策をしているのですか。具体的に教えて下さい。 

  以上で質問を終わりにします。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 新井啓太議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 新井啓太議員のご質問にお答えをいたします。 

  はじめに、借金に当たる市債はどのような理由で発行するのか、についてお答えいた

します。 

  市債とは、久喜市が学校や道路など公共施設を整備するため、借り入れるお金のこと

をいいます。 

  皆様のご家庭で例えますと、家を建てる、あるいは購入するなど、多くのお金のかか

る時には、その資金を現金だけでは足りない場合、金融機関から借入れによって調達を

し、ローンを組んで、毎月少しずつお金を返していくという方法を取ると思います。 

  これと同じように、久喜市が建物や道路の建設など、多額のお金がかかる事業につい

ては、市債を発行してお金を調達いたします。その後、数年から十数年かけて返済をし、

毎年の経費負担をならして、平準化をしています。 
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  もうひとつは、世代間の負担の公平といわれるものです。 

  建物や道路は、何年も使えるものですので、今、久喜市に住んでいる人たちだけでは

なく、将来、これらの施設を使う人たちにも、その建設にかかった経費を市債の返済と

いうことで負担していただくことが全体として公平である、という考えに基づく方法で

す。 

  さらに国では、新井議員がちょうど生まれた頃、日本の景気をよくするためには、国

だけではなく地方、つまり私達、地方自治体の取り組みも必要であるとして、市債を発

行してお金を調達し、市が公共事業を沢山行うことを奨めたこと、そのような方針を国

が取ったということです。 

  また、国から地方に交付される地方交付税というお金がありますけれども、その地方

交付税が不足する代わりとして、 近では臨時財政対策債、ちょっと難しいと思います

けれども、臨時財政対策債いう名前の市債を発行していること。 

  さらには、市民の皆様に安心して久喜市で生活していただくため、どうしても行わな

ければならない事業について、市債を発行して建設をしてきたことなどがあります。 

  このような理由で発行した市債の残高が、８１４億円になっているわけです。 

  次に、今後の市債の発行についてです。 

  市債残高を減らすためには、新しい市債を発行しないことが も効果的です。さきほ

ど申し上げましたとおり、負担の平準化・世代間の公平を図るという理由があります。 

  また、市民の皆様の生活に必要な学校や道路などといった施設は、新たに整備するだ

けではなく、定期的に、建替え、修理や交換をしていく必要があります。 

  このような理由から、これからも一定程度の市債を発行していくことは必要であると

考えています。 

  次に、市債の返済計画、つまり借金ですから、その返す計画について申し上げます。 

  市債の借入れをする際には、借入れ先との間で、利率を何パーセントにするのか、つ

まりどれぐらいの利息にするのかとか、あるいは、どのように返すのか、つまり何年間

で返すのかといった条件を決めます。 

  市では、その条件に従って、毎年度の予算に、返済に必要な額を計上します。 

  市債の返済金は、法律などによりまして支出しなければならない経費や、職員への給

料などとともに、必ず支払わなければならない経費ですので、毎年度、予算を組む際に

は、 優先で計上し、計画的に市債の返済をしています。 

  次に、市債が返せなくなることのないように、どのような対策をしていくのか、とい

うことについて申し上げます。 
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  市債の返済だけではなく、市の財政を安定したものにするには、入ってくるお金を増

やすこと、また、出て行くお金を減らすこと、といった方法があります。 

 入ってくるお金を増やすためには、新たに新しい会社に久喜市に進出してもらい、そ

の会社から法人として払っていただく税金が増えるような事業を現在、進めております。

新しく久喜市に進出しやすい、そのような政策をとっています。 

  また、出て行くお金を減らすためには、今後も行政改革などに取り組み、効率的に仕

事を進めていきますけれども、今回の市町村合併は、そのための大きな取り組みと言え

ます。合併によりまして、議員数も昔の半数になりました。私達、市長・町長も４人お

りましたけれども、１人になりました。職員も合計で今、千人を超しておりますけれど

も、合併によって総務部門と言われるところについては、人数を減らすことが出来ます

ので、これから計画的に市の職員の削減を進めていきます。そのように市町村合併は、

効率的な行政運営にとても効果的なものと言われています。 

今まで申し上げました市債の発行は、市政運営に必要なものですけれども、将来、返

せなくなることのないよう、今後も計画的に発行していくとともに、新しく発行する市

債の額を、返済する市債の額以下にしていくことで、全体として、市債残高についても

適正な市債残高ということで、減らしていきたいと考えています。 

  以上です。 

○新井厚太朗副議長 以上で、新井啓太議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１４番、北原菜月議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  北原菜月議員。 

     〔１４番 北原菜月議員登壇〕 

○１４番 北原菜月議員 １４番 菖蒲中学校 北原菜月です。 

  通告書により、合併について質問いたします。 

  旧菖蒲町から私たちの町は、新久喜市となりました。市として大きくなり、知名度も

高くなったと思います。久喜市になり、ごみの出し方、袋も少し変わったと思います。

学校名や住所も少しですが変化したと思います。合併したことにも、何か理由、目的が

あると思います。 

今後、久喜市としてこの市でくらしていくのですが、久喜市がもっと拡大して新しく

合併するというのは考えられますか。 

また、合併するとしたら、その目的は何ですか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 北原菜月議員の質問に対する答弁を求めます。 
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  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 北原菜月議員のご質問にお答えをいたします。 

はじめに、久喜市がさらなる拡大のために、新たな合併をすることへの考えについて

のご質問でございます。 

  本市は、合併後、埼玉県東北部における拠点都市として、さらなる飛躍に向けスター

トしたわけであります。市民の誰もがこの久喜市を誇りに思える、そのような郷土を築

くため、各種の施策に取り組んでいるところでございます。 

  このたびの「平成の合併」といわれる市町村合併に対する取組みは、本市と同様に、

近隣の市や町でも行われてきたところです。その中には、久喜市のように合併となった

ケースもありましたけれども、様々な理由により合併にいたらなかったケースもありま

した。 

  この周辺の合併について言えば、平成１６年に合併破綻という大変苦い経験、そして

苦しい経験がございました。そのような経験があったことが、今回の３月の合併の成功

に繋がったものと私は思っています。しかし、それぞれの市や町で行われました合併に

対する取組みは、次なる合併のステップとして大きな意味があるものと思っています。 

  合併は、５０年に１度の大事業といわれており、市民の皆様や市議会をはじめとする

各方面のご理解ご協力なくして成し遂げられるものではありません。 

  私は、将来的な自治体の規模につきましては、３０万人都市を目指した合併を推進す

ることが理想であるといつも考えています。そのぐらいの人口規模は自治体として、

も力が発揮できる規模であると思っています。 

  そのことから、新たな合併は、今後の社会情勢や新たな合併に対する機運の高まり、

さらには、広域自治体として都道府県に代えて道州を置くという、いわゆる「道州制」

論議の成り行きなどを見極めながら進めていくものと考えています。 

  次に、新たな合併の目的についてお答えします。 

  今後、地方分権が一層進み、国が持つ権限や財源を県や市町村に移し、住民に身近な

サービスは、その地域で決めるようになることで、市町村の役割がますます大きくなる

ことが予想されます。これを地方分権といいます。 

  さらに、少子高齢化の進展や厳しい財政状況の中、限られた予算を有効に活用するた

めに行財政改革を進めながら、より自立したまちづくりを進めていくことになります。 

  そのためには、ある一定規模の市町村の大きさが必要であります。地方自治法という

法律がありますけれども、その中で位置づけのある、人口２０万人以上の特例市、また
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は人口が３０万人以上の中核市の大きさが必要であると私は考えています。 

  この特例市や中核市になると、都市の規模に応じて、今、都道府県が持っている事務

の権限の一部がその自治体に移され、自分たちの地域のことを自分たちで決められるこ

とが多くなり、いわゆる自立性を向上させていくことが期待できるわけであります。 

  また、消防やごみ処理なども、広域的に事務処理をすることで、効率的な行政運営が

可能となり、より強固な行財政基盤を築くことができるものと思います。 

  したがいまして、ご質問の「新たな合併の目的」といたしましては、本市が特例市や

中核市を目指すこと、そして、何よりも市民の皆様が「久喜市に住んでよかった」「これ

からも久喜市に住み続けたい」と実感していただけるまちづくりを目的とするものと考

えています。 

  以上です。 

○新井厚太朗副議長 以上で、北原菜月議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１５番、泉寛明議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  泉寛明議員。 

     〔１５番 泉寛明議員登壇〕 

○１５番 泉寛明議員 １５番 栗橋東中学校 泉寛明です。 

  通告書により、市の商店街で使えるお得なカードの普及について質問いたします。 

  僕の住む栗橋地区の商店街には、「くりちゃんカード」というポイントがたまっていく

と、５００円の買い物ができたり、イベントに参加できる便利なカードがあります。１

市３町が合併した今、ぜひ、久喜市全域の商店街で使える新しいカードを作ってみては

どうでしょうか。これまでの小さい町から、使える範囲がグッと広がり、また、人口も

１６万人という大都市になり、たくさんの人が利用できるようになると思います。また、

それによりカード対応店としての結束も深まり、久喜市の商店街は今より、さらに発展

していくと思います。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 泉寛明議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 泉寛明議員のご質問にお答えいたします。 

現在、久喜市内の商店街で利用できる代表的なカードといたしましては、久喜カード

事業協同組合が運営する「ふれあいカード」と栗橋スタンプ会が運営する「くりちゃん

カード」があります。 
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いずれも、税込１０５円で１ポイント貯まるポイントカードで、「ふれあいカード」は、

久喜区域を中心に約９０店舗が、「くりちゃんカード」は、栗橋区域を中心に約６０店舗

が加盟しています。 

また、久喜市内には、これらのポイントカードだけではなく、商店会が独自に設けた

ポイントカードや個々の商店が単独で発行しているポイントカードなど、様々なポイン

トカードが発行されています。 

ただいま、泉議員からご質問いただきましたとおり、市内全域の商店で利用できる新

たなポイントカードができましたら、私たち消費者にとりましては、ポイントが貯めや

すいカードとなり、商店を利用する消費者もこれまで以上に増えるものと期待されます。 

また、商店の利用者が増えますことは、商店街に活気を取り戻し、商店街の活性化が

図られるとともに、共同事業などを通じて、商店会を形成する個々の店舗の連携強化に

も繋がっていくものと考えています。 

しかしながら、現在は、様々な団体が、それぞれ独自のポイントカードを運営してお

りまして、使用されているカードや電子機器類などが異なることから、システムを統合

したり、あるいは、再構築するためには、発行団体を一本化するとともに、多額のその

ための経費も必要となり、関係する団体のご理解とご協力を得なければなりません。 

そのようなことから、市内全域で利用できる新しいポイントカードを早い時期に実現

することは大変難しいものと考えておりますが、今後、電子機器類の更新時期などをき

っかけに、より多くの店舗で相互利用可能な新しいポイントカードシステムができない

か、関係団体に提案して、検討していただきたいと考えています。 

以上です。 

○新井厚太朗副議長 以上で、泉寛明議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１６番、関口遼議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  関口遼議員。 

     〔１６番 関口遼議員登壇〕 

○１６番 関口遼議員 １６番 鷲宮中学校 関口遼です。 

  通告書により、鷲宮中学校の交通安全面について質問いたします。 

私たちの通う鷲宮中学校の横には、比較的大きな道が通っています。その道のとなり

には、小さな歩道があります。その小さな歩道は鷲宮中の生徒が登下校に使ったり、一

般の方が使ったりと、とてもたくさんの人々に使われています。 

しかし、その歩道はとても狭く一人で荷物を持って歩くのが精一杯です。正面から来

る自転車や人とすれ違うためには、どちらかが車道にでなくてはなりません。さらに、
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とても狭い歩道にも関わらず、車道と歩道とを分けるためのガードレールや縁石があり

ません。そのため、車との接触事故も発生しています。事故を防ぐために歩道を広くし

たり、ガードレールや縁石などの取りつけを行ってはいただけないでしょうか。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 関口遼議員の質問に対する答弁を求めます。 

  市長。 

     〔田中暄二市長登壇〕 

○田中暄二市長 関口遼議員のご質問にお答えいたします。 

  新「久喜市」が誕生し、市民の皆様の生活環境をより充実したものにするため、道路

の整備、維持管理については、久喜市役所を本庁に、菖蒲・栗橋・鷲宮の各地区の総合

支所に道路管理部門を設け、安心して安全に暮らせるよう、日々道路管理に努めていま

す。 

そのような中、鷲宮総合支所が管理している道路につきましては、毎年たくさんの整

備要望を行政区の代表となった各区長等からいただいております。 

しかし、市の厳しい財政状況下では、すべての道路整備要望にお応えすることは難し

いことから、現地を確認し、緊急性や整備効果などを検討し、工事を実施する場所を決

めています。 

  関口議員がご指摘された通学路につきましては、自動車の交通量が比較的多く、歩道

も狭くご不便をおかけしている状況なことから、地元鷲宮中学校区の保護者の方々や区

長を通じて、現在の歩行スペースをもう少し広く確保できないかなどの安全対策につい

ての要望をいただいています。 

  しかしながら、この区間は家が建ち並び、田畑は耕作されておりますので、歩道を拡

げることが簡単には出来ない事情があります。 

また、現在の道路にガードレールや縁石を設けることは、歩道も車道も十分な幅が確

保出来なくなり、歩行者や自転車、車の通行にも支障となってしまいます。 

このような状況の中、旧鷲宮町においては、安全対策の一つの方法として、道路の両

側に外側線を引くとともに、車が歩行者に寄らないようにするための、外側線を強調す

る太い点線を加えるドットライン工事を実施したことにより、ドライバーはスピードを

落とし、歩行者に注意を払いながら自動車を運転することになり、効果があったと私は

報告を受けています。 

  しかしながら、道路が狭いことには変わりはなく、皆様が安心して安全に利用できる

ように、関係課と改善に向けて話し合っていきますけれども、皆様も学校の行き帰りの
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ときには、交通ルールを守って、お互いに安全を心がけて利用していただくようお願い

を申し上げたいと存じます。 

  以上です。 

○新井厚太朗副議長 以上で、関口遼議員の質問を打ち切ります。 

  次に、１８番、栗原朋花議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

  栗原朋花議員。 

     〔１８番 栗原朋花議員登壇〕 

○１８番 栗原朋花議員 １８番 栗橋東中学校 栗原朋花です。 

  合併による学校の決まりの変更についてお聞きいたします。 

  今年、久喜市は４つの市町による合併を行いました。そこで私は、合併による小・中

学校の決まりの変更についてお聞きしたいと思います。 

校則は変わるのか、二学期制になるのか、三学期制になるのか、部活動は大会の開催

場所など何か変更はあるのかなど、私達の生活に関わる決まりはたくさんあると思いま

す。それに、習い事や塾に行っている人だって、それによって何か予定を変えるかもし

れません。ですので、どう変更するのか、いつ変わるのか、くわしいことはいつ、どの

ようにして知らされるのか気になっています。 

これは私達児童、生徒の問題だけではありません。日ごろお世話になっている教員の

先生方も、一年を通して、行事の準備や時期をどうするかなど、予定を決めなければ部

活にも支障がおこります。保護者の方々にも、保護者会で説明しなければなりません。

今わかる範囲での返答をお願いします。 

  以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 栗原朋花議員の質問に対する答弁を求めます。 

  教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 それでは、栗原朋花議員のご質問に対してお答えを申し上げたいと思

います。 

  はじめに、校則についてです。校則につきましては、「児童生徒一人一人が楽しく快適

な学校生活を送るためには、どうしたらよいのか」、「そのために、どんなきまりや約束

が必要か」といった視点から、児童生徒の皆さんの意見を取り入れながら、各学校が独

自に決めています。ですから、合併によって校則が変わるというものではありません。

これからも、校則は学校の教育方針に基づかなければなりませんが、自分たちで話しあ

い、作ったきまりや約束を自分たちで守るという姿勢で取り組んでいってほしいと考え
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ています。 

  次に、学期制についてです。ご存知のとおり、久喜地区は２学期制を実施しています

し、菖蒲・栗橋・鷲宮地区は３学期制を実施しています。２学期制も３学期制もそれぞ

れに特徴がありますので、合併によってすぐにどちらかに統一するということにはなり

ませんでした。これから、市教育委員会の中に学期制検討委員会という会議を設けて、

様々な立場の人の意見を伺いながら、しっかりと検討をしていきたいと考えています。 

  次に、部活動についてです。顧問の先生のご指導のもと、部長さんを中心に部員の皆

さんが活発に活動をしていることを大変嬉しく思っています。部活動は、大きく分けて

文化部と運動部に分かれます。文化部につきましては、現在のところコンクールや大会

の実施方法に変更はありません。運動部については、本年度は久喜地区と菖蒲地区は、

蓮田市や白岡町、宮代町と一緒に「三支部」として大会を行っています。また、栗橋地

区と鷲宮地区は、幸手市と吉川市、杉戸町、松伏町と一緒に「北葛飾」として大会を行

っています。このように現在の新久喜市では、３支部と北葛飾の２つの地区に分かれて

大会に参加をしていますが、平成２３年度、来年度からは新久喜市と幸手市が一つにな

って地区大会を行う予定と聞いています。地区の枠組みは変わることになりますけれど

も、新久喜市の各中学校の生徒の皆さんが、より一層活躍をしてくれることを期待して

います。 

  このように、合併によって変わるものと変わらないものがありますが、栗原議員をは

じめ皆さん方には、大会など様々な活動での交流を通して、お互いを知り切磋琢磨しな

がら新久喜市の児童生徒として、お互いが強い絆で結ばれていくことを心から期待して

います。皆さんの活躍を心からお祈りいたします。 

  以上です。宜しくお願いいたします。 

○新井厚太朗副議長 以上で、栗原朋花議員の質問を打ち切ります。 

  これをもって、子ども議会の市政に対する質問を終結いたします。 


