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   ◎ 市政に対する質問 

 

○加賀谷美咲議長 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 谷川茉優議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１番、谷川茉優議員。 

     〔１番 谷川茉優議員登壇〕 

○１番 谷川茉優議員 １番 太田小学校 谷川茉優です。 

通告書により久喜市駅前商店街について質問いたします。 

３年生のとき、久喜駅西口商店街について学習しました。その時感じた商店街のイメ

ージに比べ実際は、何かさびしく思いました。 

さらに教科書を読んでいくと、買い物をするたびにポイントがたまる、ふれあいカー

ドが紹介されていました。それに加え先日の６月１０日の朝日新聞に、１割お徔になる

「久喜のとくとく商品券」の記事が掲載されていました。この記事に紹介されていた「久

喜のとくとく商品券」はどれくらいの効果を見込んだものなのですか。 

また、久喜市内に多くのショッピングモールができて、お客さんがそちらに行ってし

まっている気がします。今後、さらに久喜市駅前商店街にお客さんを呼び、活性化させ

る取り組みを計画されているのですか。以上の２点について教えてください。よろしく

お願いします。 

○加賀谷美咲議長 谷川茉優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 谷川茉優議員のご質問にお答えをいたします。 
「久喜のとくとく商品券」については、久喜地区の商店に沢山のお客さんに来ていた

だくために、久喜市商工会が行っている事業の一つです。 

今回の商品券は、４回目の発行になりますが、総額で１億円に１千万円のプレミアム

分を上乗せいたしまして、１億１千万円を発行し、久喜地区の２８１店舗で利用ができ

るものです。 

このことから、効果につきましては、商品券の発行額である１億１千万円が久喜地区

の商店で使われることになりますので、金額としては、１億１千万円の経済効果が見込

まれるということになります。その他に、商品券利用登録店の中には、商品券利用で更

に値引きを行ったり、次回使用できるお買物券のプレゼント、あるいはスタンプ２倍サ

ービスなど、お店で独自のサービスを行って利用の促進を図っておりますので、１億１
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千万円以上の効果が期待できると、発売元の久喜市商工会では考えています。 

次に、今後の市内商店街の活性化に向けた取り組みですが、商店街は、買い物の場と

してではなく、七夕祭りやさくら祭りを開催するなど、地元に根付いた活動を通し、地

域の活性化にも貢献をしています。 

また、お客様にとって、魅力あるお店づくりや新しいサービスの提供、商品券と連動

した独自のサービスなども研究し、各種イベントや共同セールの実施などを行っていま

す。 

このように、商店街では多くのお客様に足を運んでいただけるよう、さまざまな取り

組みを行っていますので、久喜市でも、これらの商店街の自主的な活動に対して、「商店

街活性化推進事業費補助金」を交付して、その活動の応援をしています。 

今後も、商店街の方々や商工会と相談しながら、活気ある商店街づくりに向けて、さ

まざまな支援をしていきたいと思います。 

○加賀谷美咲議長 以上で、谷川茉優議員の質問を打ち切ります。 

○加賀谷美咲議長  

市長。 

○田中暄二市長 ただいたまの答弁で、間違って聞こえたとの指摘がございましたので、

改めて答弁をいたします。 

  今後の商店街の活性化についての答弁の中ですけれども、今後の市内商店街の活性化

の取組みですが、商店街は買い物の場としてだけではなく、と答弁を訂正させていただ

きます。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、地元に根付いた活動をして、地域の活性化にも貢献しています。これが正しい答弁

ですので、お願いいたします。 

○加賀谷美咲議長  

次に、７番、小沢優佳議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

７番、小沢優佳議員。 

     〔７番 小沢優佳議員登壇〕 

○７番 小沢優佳議員 ７番 栢間小学校 小沢優佳です。 

通告書により、市内小学生の交流について質問します。 

市内（菖蒲地区）には、小学校が５校ありますが、陸上競技大会以外では交流する機

会がありません。例えば、ブルーフェスティバルの参加や子ども夏祭りなどを企画して

交流できたら、もっとたくさんの友だちと知り合えると思います。 

さらに、久喜市の４つの地区の子どもたちが交流できる行事は、学校の代表が出場す
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る市内音楽会だけで、スポーツ大会等も４つの地区ごとに行われているのが現状です。  

そこで、久喜市の４つの地区の子どもたちが交流できる行事があれば、市民としても

っと仲間意識が強まり、友だちの輪を広げることが出来ると思います。４つの地区の子

どもたちが交流でき、親睦を深めるそんな企画はできませんか。以上で質問を終わりま

す。よろしくお願いいたします。 

○加賀谷美咲議長 小沢優佳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、小沢優佳議員のご質問に対してお答えをいたします。 

小沢議員のご指摘のとおり、行事や催し物には小学生の皆さんの親睦を深めることや

団結を深めていく、そういった良さがあります。 

現在、久喜市では学校を単位としての交流はありませんが、代表者や代表作品による

「音楽会」、「美術展」、「書初め展」、「発明創意工夫展」などの芸術関係の交流は市全体

で行っています。 

陸上競技大会は、全小学校２３校の代表が集まるだけの広さの運動場が今のところな

かなか準備できないなどの場所の問題や、どのようにして大会の場所まで集まるかとい

う問題がありますので、現在は４地区に分かれて行われています。 

昨年度から市内小・中学校音楽会は全部の学校が一緒に発表できるようになりました

が、これは、いろいろ検討、話し合いを進めていただいて３年がかりでようやく実現を

いたしました。これにより久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区と、今まででは交

流することのできなかった学校の演奏をお互いに聴けるようになりました。 

陸上競技大会については、現在は４つの地区で行われているものを、久喜市全体でで

きないかどうか、その実現に向けて、校長先生や他の関係の先生方と一緒に今、考えて

いるところです。 

また、個人や親子で参加できる、教育委員会、公民館、あるいはいろいろな団体主催

の催しがたくさんあります。 

例えば、「ゆうゆうプラザ」、「カルタ大会」、「綱引き大会」、「なわとび大会」、「夏休み

ジュニアソフトテニス体験教室」、「ワクワクスクール工作教室」、「子どもわくわく体験

教室」、「いけばなこども教室」、「親子料理教室」、「子ども大学くき」等などのたくさん

の事業があります。 

中でも、今申し上げた「こども大学くき」というのは、実は本年度初めて行われる催

しです。小学校４年生から６年生までのいろいろな学校学年の子どもたちが本物の大学
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で学べる子どものための大学です。学校の教科の授業とは尐し違ったテーマを大学の先

生などの専門家がわかりやすく教えてくれます。来月の９月２９日から４回に分けて、

東京理科大学を会場に行われることになっております。ここには、市内の小学校２３校

全てから１８９人の沢山の児童の応募がありました。そこで、いろいろ相談した結果、

実は定員よりもはるかにオーバーしてしまいましたので、なんとか 1 人でも多くという

ことで相談をいたしました。その結果、１００人の皆さんに参加してもらうようになり

ました。 

このように教育委員会といたしましては、これからもたくさんの交流の場を設けてい

きたいと思いますので、学校という枠にとらわれずに、小・中学生のみなさんがいろい

ろな交流の場を活用し、たくさんの仲間と絆を強めていただければと思っています。 

○加賀谷美咲議長 以上で、小沢優佳議員の質問を打ち切ります。 

次に、２番、山田辰之介議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

２番、山田辰之介議員。 

     〔２番 山田辰之介議員登壇〕 

○２番 山田辰之介議員 ２番 江面第二小学校 山田辰之介です。 

通告書により、市民グラウンドのサッカー場の芝生化について質問いたします。 

ぼくは、スポーツ尐年団でサッカーをやっています。先日、その大きな大会が幸手総

合グラウンドでありました。幸手総合グラウンドは広くて、全てが芝生でした。芝生に

すれば、久喜の市民グラウンドでも大きな大会ができるようになると思います。久喜市

は交通の便もよいので、市外のチームも集まりやすいのではないのでしょうか。 

また、芝生になれば、スライディングをしたり、横にとんだりしても痛くないし、転

んでもけがをすることが尐ないと思います。 

市民グラウンドは、小学生だけではなく高校生や大学生、社会人も使っています。そ

ういう人たちも市民グラウンドが芝生化されたら喜ぶと思います。スポーツ尐年団でサ

ッカーをしている後輩のためにも久喜市民グラウンドを芝生化してほしいです。可能で

しょうか。以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○加賀谷美咲議長 山田辰之介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、山田辰之介議員のご質問にお答えいたします。 

ご質問の中にございましたように、天然芝のグラウンドには長所が沢山あり、また、

大変魅力的であると思います。 
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久喜市総合運動公園の市民グラウンドにつきましても、平成２年１０月に開設した当

初は、天然芝のグラウンドでした。 

しかし、多くの利用者のために出来るだけグラウンドを開放したいとの思いから、芝

生を休ませたり、成長するための時間を作ることができなかったことから、芝生がだん

だんと弱くなってしまい、その結果、まばらになり、グラウンド自体も平らでなくなっ

てしまい、サッカーなどのスポーツがやりにくくなってしまいました。 

そのようなことから、やむを徔ず芝生を撤去し、平らに整地をして、現在のような土

のグラウンドとすることになりました。 

一方、ご質問にありました幸手総合公園に、グラウンドの維持方法等についてお伺い

をいたしました。そうしましたところ、幸手総合公園のグラウンドでは、例年、１月か

ら３月までは、傷んだ芝生を休ませて回復させる期間として、サッカーコートの利用を

中止しているとのことでした。また、６月につきましても、同じように芝生の補修及び

育成を促がすため、利用をしないようにしているということでありますから、１年間を

通じて、４か月間は利用することができないということでした。 

その他、利用が可能である期間中でも、芝生の育成に負担がかかるサッカーの利用に

ついては、１週間のうち、２日までと制限をしているとのことでした。 

このように、芝生のグラウンドを良好な状態で使っていくためには、様々な制約が必

要となります。 

久喜市の市民グラウンドは、年間を通して利用できるという長所がありますが、市民

グラウンドを改めて芝生化した場合には、様々なスポーツに適した環境となる代わりに、

利用できない期間を新たに設定する必要があります。 

こうした長所、また短所を比較して、どちらの形態が望ましいのか、利用する皆様の

意見をお伺いしながら、今後検討してまいりたいと考えています。 

○加賀谷美咲議長 以上で、山田辰之介議員の質問を打ち切ります。 

次に、８番、柿沼黎穂議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

８番、柿沼黎穂議員。 

     〔８番 柿沼黎穂議員登壇〕 

○８番 柿沼黎穂議員 ８番 栗橋西小学校 柿沼黎穂です。 

通告書により、給食について質問いたします。 

久喜市との合併により、今年度から給食費と給食の回数が統一されました。 

しかし、給食を学校で作っている学校もあれば、給食を給食センターにお願いしてい

る学校もあり、システムは統一されていません。 
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私の学校は、給食室で作っていただき、いつも作ってくださる方々を身近に感じ、い

つも心のこもった温かい給食が食べられています。また、各学年が育てたジャガイモや

大根などの野菜も給食に使われたり、各地方や世界の献立や行事食も取り入れられ、と

てもおいしく感謝の気持ちで楽しくいただいています。この大好きな給食室が統一によ

りなくなってしまうのではないかと、とても心配です。私は、何もかも統一してしまう

のではなく、良い物は残していただけるよう検討していただきたいのですが、今後は給

食がどのようなシステムになっていくのか考えをお聞かせください。これで質問を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○加賀谷美咲議長 柿沼黎穂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、柿沼黎穂議員のご質問に対してお答えを申し上げます。 

現在、久喜地区・菖蒲地区・鷲宮地区の小・中学校では、それぞれの地区にある給食

施設で、すべての学校分の給食を調理し、給食専用の車で各学校へ配送して給食を提供

しています。また、栗橋地区の中学校は、同じように、行田市にある給食センターから

給食を配送しています。 

一方、柿沼議員が通っている栗橋西小学校をはじめとする栗橋地区の小学校は、学校

の中に給食調理室があります。ご飯やパンや麺などの主食は別のところにお願いをして

いますが、副食のおかずや味噌汁などを調理して給食を提供しています。 

久喜市は４つの地区が合併しましたので、できる限り給食の方式を一つに統一するこ

とが望ましいと考えていますが、柿沼議員のおっしゃるとおり、何もかも統一してしま

うというのではなく、よいものは残すという考え方も、とても大切なことだと思います。 

一方で、給食の方式には、それぞれにメリット・デメリットがあって、給食を食べて

いる皆さんや、保護者やその他の大人の皆様の中にも、色々なお考えをお持ちの方がい

らっしゃると思いますので、その考えも大切にしなければなりません。 

そこで、この問題につきましては、給食の運営について調査をしたり、検討をしたり

する「久喜市学校給食審議会」という市民の代表の方、ＰＴＡ代表の方、学校の代表の

方々などが集まった会議を開催し、十分話し合っていただきたいと思っています。その

結果に基づいて久喜市の教育委員会で、どうしていくかをさらに検討し、決めていきた

いと思っています。 

このようなことから、今後どのような方法にしていくかにつきましては、もうしばら

くお待ちをいただきたいと思います。 
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いずれにいたしましても、教育委員会では、これからも、皆さんに安心・安全でおい

しい給食を提供できるように取り組んでまいりたいと考えています。 

○加賀谷美咲議長 以上で、柿沼黎穂議員の質問を打ち切ります。 

次に、３番、田端優人議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

３番、田端優人議員。 

     〔３番 田端優人議員登壇） 

○３番 田端優人議員 ３番 本町小学校 田端優人です。 

質問通告書により、市内循環バスについて質問いたします。 

市内循環バスは運行本数が尐なく時間帯も限られているので、運行本数を１時間に１

本程度は確実に運行してほしいと考えています。 

日曜日に家族で出かける際に自家用車ではなく、市内循環バスを利用しようと思った

時、運行をしていなくてとても丌便に思ったことがあります。 

多くの人が自家用車で出かけると思う日曜日に運行させるのは、環境面等から考えて

もとても良いことだと思います。運行本数を増やすということは経費などがかかると思

いますが、市民の皆さんに必要な時間帯を聞くようなアンケートを行い、その時間帯に

運行本数を増やすことで、市民の生活スタイルに合わせた運行ができると思います。ま

た、多くの皆さんが利用することで経費分も賄えるのではないでしょうか。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○加賀谷美咲議長 田端優人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 田端優人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月に公共施設等を利用する市民の皆さんの交通の便の確

保を目的に、合併前の久喜市で運行を開始いたしました。運行開始当時は、平日のみ、

午前８時台から午後６時台まで、バス２台で２コースを１日それぞれ６便の合計１２便

を無料で運行していました。運行開始の１年目は、約３万８千人の利用がありました。 

その後、平成１５年には、久喜駅の東口と西口へ乗り入れ、年中無休といたしまして、

７コースを４台のバスで延べ６５本運行するなど運行本数も増やしました。運行本数を

増やしますと、その分、経費も必要となりますので、利用者からは１回あたり１００円

の料金をいただくことにいたしました。 

また、運行本数及び運行日数が増加すると、運賃収入は増加しましたけれども、それ

以上に経費が増加したため、財政事情が非常に厳しくなりましたので、大変残念でした
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けれども、平成１８年に年中無休の運行を、月曜日から土曜日までの運行に変更いたし

ました。このような経過があります。 

その後、平成２２年に合併し、新しい「久喜市」となりまして、現在は久喜地区のみ

ですが、日曜日を除く午前７時から午後８時までの時間帯に、バス４台で７コース延べ

６９便を運行しています。一回当たり利用料金は１００円で、平成２３年度、昨年度の

利用者数は１５万人を超えるまでになりました。なお、久喜地区のみを運行している理

由ですが、市内循環バスを新しい久喜市全域に広げるための運行経費と、お金がかかり

ますから、その効果はどうか、運行コースや本数はどの位が適当かなどを検討したほか、

路線バスやタクシー会社などへ影響はどうかなど、多くのことについて検討する必要が

ありました。そのため、当面は、久喜地区だけで運行し、その後、会議を設けて検討す

ることになり、合併後、約２年間のうちに６回の会議を開催し、久喜市全体の公共交通

のあり方について検討してまいりました。今後は、さらに具体的に久喜地区の循環バス

と菖蒲、栗橋、鷲宮地区へのバス交通についても検討、協議することになっています。 

既にご存知かと思いますけれども、現在久喜北陽高校近くに商業施設が新たに建設さ

れています。今後、こうした施設ができると交通環境も変わってくることが予想されま

すので、市民の皆さんや路線バスやタクシー会社の事業者などのご意見を伺いながら、

具体的に協議をしてまいります。 

引き続き、循環バスや路線バスを積極的にご利用いただき、この夏休みには、ご家族、

お友達と合併した久喜市の良いところをたくさん探してみていただきたいと思います。 

○加賀谷美咲議長 以上で、田端優人議員の質問を打ち切ります。 

次に、１１番、佐々木里菜議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１１番、佐々木里菜議員。 

    〔１１番 佐々木里菜議員登壇） 

○１１番 佐々木里菜議員 １１番 砂原小学校 佐々木里菜です。 

通告書により、久喜市としての郷土賅料館の設置について質問いたします。 

私は、久喜市としての郷土賅料館の設置について質問します。 

私が通っている砂原小学校では、６年生が総合的な学習の時間に鷲宮神社について調

べます。私も、テーマを「鷲宮神社の石碑」についてとし、神社に実際に行ったり、賅

料集めをしたりしました。その際に、郷土賅料館に鷲宮神社の賅料があるかと思い、働

いている人に聞きに行きました。すると「今は展示はしていません」と言われました。

そして、親切に賅料をくださいました。賅料は大変役に立ちましたが、やはり、実物も

見たいと思いました。 
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合併した久喜市として、市の郷土賅料館が造られる予定はあるのでしょうか。学習に

役立つ賅料館があれば良いなと思い質問します。以上で質問を終わります。よろしくお

願いいたします。 

○加賀谷美咲議長 佐々木里菜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、佐々木里菜議員のご質問に対してお答えを申し上げます。 

佐々木議員は、江戸時代の利根川の工事について書かれている、鷲宮神社にある「寛

保治水碑」について調べられていたようですが、郷土賅料館にお探しの実物賅料がなか

ったということで本当に残念だったと思います。 

郷土賅料館では、こうしたご意見を受け止めながら、今後も小学生の皆さんの学習に

役立つような賅料の収集、展示に努めていきたいと考えています。 

現在市内には、郷土賅料館と久喜地区の青葉小学校内にある文化財展示室の賅料をあ

わせますと、整理された分だけでも、１万１千点を超える膨大な歴史賅料が収蔵されて

います。展示スペースが限られているということから、このうち郷土賅料館では約１５

０点、文化財展示室では約８５０点をいつでも見られるように展示しています。 

このほか郷土賅料館では、いろいろなテーマを設けて、期間を限って、ふだんは余り

見ることのできない貴重な賅料の特別展示も行っています。 

さらに郷土賅料館では、小学生の皆さんの学習相談にも個別に応じています。何か調

べたいこと、分からないことがあったら、お気軽にご利用してください。 

さて、郷土賅料館では、新しい久喜市の誕生にあわせ、今年３月に展示の内容を大幅

に変えました。これまでの鷲宮地区中心の展示から、久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区を

含めた久喜市全体の展示に生まれ変わりました。 

また、市では市内各地区の歴史や文化について、市民の皆さまに広く知っていただく

ために、先ほど申し上げた青葉小学校内の文化財展示室で、期間を定めて一般公開をし

ているほか、小中学校や一般の市民の方々などのグループでの見学については、随時い

つでも受け付けを行っています。 

また、菖蒲地区では、来年４月のオープンを目標に、「本多静六記念館」を菖蒲総合支

所の５階に、現在整備を進めています。本多静六は菖蒲地区で生まれた日本最初の林学

卙士で、埼玉の５人の偉人のひとりに数えられています。また、東京の日比谷公園をは

じめ全国各地の公園の設計をした人としても有名です。 

栗橋地区については、この３月、「吉田家水塚」という市指定文化財の蔵があるんです
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けれども、その蔵を栗橋の文化会館、イリスの敶地の中に復元をいたしました。今年１

０月頃には蔵の中を市民の皆さまに公開して、栗橋地区の歴史や昔の生活の様子を見て

もらえるように、現在、展示の準備を進めています。 

このような取り組みを進めていますので、現在、新しい郷土賅料館をつくる予定はな

いんですけれども、今後も、今ある郷土賅料館を中心に、市内のいろいろな所に学べる

場をつくって、市民の皆さまの郷土の学習のお手伝いを積極的にしていきたいと考えて

います。 

○加賀谷美咲議長 以上で、佐々木里菜議員の質問を打ち切ります。 

次に、４番、松田侑也議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

４番、松田侑也議員。 

     〔４番 松田侑也議員登壇〕 

○４番 松田侑也議員 ４番 青毛小学校 松田侑也です。 

通告書により、合併した新久喜市をさらににぎやかな街にするための取り組みについ

て質問します。 

ぼくは、合併した新久喜市をさらににぎやかな街にするための取り組みについて質問

します。ぼくは、毎年やってくる久喜市の提燈祭りが大好きです。特に、夜になると７

台の山車が駅のロータリーに集まり、威勢の良いかけ声や太鼓の音をひびかせ、ねり歩

く姿が目に焼き付いています。 

新久喜市には、それぞれの地域に自慢の行事や特産物、景色などがあると思います。

それらのことを、市民にどのような方法で紹介したり、他市町の人々にも情報を伝えた

りしているか、その取り組みを教えてください。 

また、将来を担うぼくたちが、「にぎやかな久喜市」を守り、伝えていくためには、ど

のようなことをしていけばよいのかも教えてください。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。 

○加賀谷美咲議長 松田侑也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 松田侑也議員のご質問に、お答えをいたします。 

久喜市は、合併して多くの観光賅源を持つ市となりました。お祭りでは、関東一と言

われる「久喜の提燈祭り」、千貫神輿が繰出す「鷲宮の土師祭」などの伝統的な祭りに加

え、久喜地区の「れんげ祭り」、菖蒲地区の「あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバ

ル」、栗橋地区の「赤花そば祭り」、鷲宮地区の「コスモスフェスタ」など、花をテ－マ



- 25 - 

とした祭りがあり、最近では、鷲宮地区の、アニメ「らき☆すた」による町おこしがマ

スコミ等でも取り上げられ、多くのファンが全国から訪れるようになっています。 

また、多くの人が集まる「くき市民まつり」や「菖蒲産業祭」、栗橋地区の「やさしさ

ときめき祭り」なども開催されています。 

農産物では、なしやいちごが有名で、埼玉県内でもそれぞれ生産量１位であります。 

自然や史跡では、久喜地区の青毛堀川や清久さくら通りの桜、足利政氏の館であった

甘棠院。菖蒲地区の神明神社や天王山塚古墳。栗橋地区の栗橋関所跡や静御前の墓、利

根川でのハクレンのジャンプ。鷲宮地区では、４７万人の初詣客で賑い「関東一の大社」

と言われる鷲宮神社などがあります。 

また、日本最初の林学卙士として、東京の日比谷公園、明治神宮の森、また、埼玉県

の大宮公園など、日本各地を代表する数百にも及ぶ公園の設計に携わり、「日本の公園の

父」と言われる本多静六卙士は、本市の菖蒲地区の出身であります。 

このような、久喜市の良い所をたくさんの人に知っていただくため、久喜市では、こ

うした情報をホームページで市の内外に発信するとともに、大きなイベントが行われる

際には、新聞社への情報提供や、最近ではツイッターを利用して皆さんにお知らせする

とともに、市や観光協会・商工会が作った観光マップやチラシ、イベントポスターを市

内の公共施設などに配置しています。 

また、久喜地区には「来久ちゃん」、菖蒲地区には「しょうぶパン鬼―」のゆるキャラ

や、栗橋地区には「栗橋みなみ」、鷲宮地区には「らき☆すた」の柊姉妹などのイメージ

キャラクターがあります。「来久ちゃん」、「しょうぶパン鬼―」は、他の市や町で開催さ

れるイベントにも参加をして、久喜市のＰＲを行っています。 

合併によって、皆さんが見たり、参加したり、楽しむ機会が何倍にも増えました。 

松田議員を始め、若い皆さんが、久喜市のいろいろな祭りやイベントに参加をし、豊

かな自然や歴史に触れた体験やそして感動を、皆さんの言葉で周りの方々に伝え、久喜

市のすばらしさを皆さんの立場でも発信していただき、更に、にぎやかな久喜市になっ

てもらいたいと思っています。 

○加賀谷美咲議長 以上で、松田侑也議員の質問を打ち切ります。 

次に、１２番、栃澤裕太議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１２番、栃澤裕太議員。 

     〔１２番 栃澤裕太議員登壇〕 

○１２番 栃澤裕太議員 １２番 東鷲宮小学校 栃澤裕太です。 

通告書により、なぜ中学校が選べないのかについて質問いたします。 
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ぼくは、なぜ中学校が選べないのかについて質問いたします。 

最近、ぼくは自分がどこの中学校に行くのかとお母さんに聞きました。自分の行く中

学校は分かったのですが、その時、中学校は選べないのかと思いました。 

なぜかというと同じクラスの仲の良い子が別の中学校に行く予定だからです。また以

前は選べたとサッカー尐年団の先輩に聞いたからです。 

なので、なぜ中学校が選べなくなったのかすごく知りたくなりました。どうして選べ

なくなったのか、どんな考えがあるのか教えてください。 

○加賀谷美咲議長 栃澤裕太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、栃澤裕太議員のご質問に対して、お答えをいたします。 

小・中学生の皆さんがどの学校に通学するかについては、学校教育法という法律があ

るんですけれども、その法律に基づいて、地域の歴史や通学距離などを考え、市の教育

委員会が指定し、保護者に通知をすることとなっています。 

合併前の旧栗橋町と旧鷲宮町では、自由に学校が選べるようになっていました。これ

は、同じ町内であれば、皆さんが自由に中学校を選んで通学できるという制度です。 

栃澤議員のご質問にもありましたように、皆さんのお兄さんやお姉さんの中には、学

校の活動の様子や部活動、あるいは通学距離などを考えて、学校を選んだ人もいたと思

います。 

この制度は優れた点もありますけれども、例えば、同じ地域に住んでいるのに違う学

校に通学しているため、子どもや保護者同士のつながりが薄くなる、あるいは学校と地

域が一つになって活動をすることができにくくなるなど、いろいろな問題点も生じてき

ました。 

そこで、教育委員会では、平成２２年３月２３日に、新しい久喜市が誕生したことを

契機に、通学区の在り方をもう一度検討しようということで、市民、ＰＴＡ、校長先生

の代表の皆様、また、専門的な知識や経験のある方々など、様々な立場の皆様に集まっ

ていただいて、話し合っていただきました。 

その結果、学校・家庭・地域が連携をして学校を中心とした地域社会、英語で言えば

コミュニティをつくること、地域のみんなで地域の子どもを育てること、そして交通や

防犯を考えて、安全に通学することができることなどが大切であるとの意見をいただき

ました。 

そこで、教育委員会では、これらの意見をもとにいろいろな話し合いを行った結果、
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栗橋地区と鷲宮地区で実施していた自由に学校を選べる制度を平成２３年度の入学者を

もって、廃止するということにしました。 

このように自由に学校を選ぶことはできなくなりましたけれども、例えば、家の事情

や指定された学校に希望する部活動がない場合など特別な事情がある場合には、希望す

る学校に通うことができるという制度もあります。 

栃澤議員をはじめ、市内すべての小・中学生の皆さんには、今まで以上に地域のお友

だちと仲良くし、地域を大切にし、地域の皆さんのお力をお借りしながら素敵な学校を

創っていってほしいと思います。そして、将来、皆さんが大人になったら、自分たちを

育ててくれた地域に対して恩返しというか、逆に自分から貢献できるような、そういっ

た人になって欲しいと願っています。 

○加賀谷美咲議長 以上で、栃澤裕太議員の質問を打ち切ります。 

次に、５番、川﨑廉平議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

５番、川﨑廉平議員 

     〔５番 川﨑廉平議員登壇〕 

○５番 川﨑廉平議員 ５番 久喜北小学校 川﨑廉平です。 

通告書により、久喜市を活性化させるため「ご当地Ａ級グルメを作ろう大会」を開く

ことについて質問いたします。 

久喜市、鷲宮町、菖蒲町、栗橋町の４市町が合併して、新久喜市になりました。ぼく

が住んでいる久喜地区には「なし」という特産物がありますが、他の３地区にも他に誇

れるような特産物があるかどうか質問したいです。 

そして、その特産物を使ったおいしいご当地Ａ級グルメを作り出し、久喜市をさらに

活性化させたいと思います。その方法として「ご当地Ａ級グルメを作ろう大会」を開く

のはいかがでしょうか。この大会で、みんなのアイディアを持ち寄り、ＮＯ．１を決め

ます。 

おいしいご当地Ａ級グルメができれば、久喜市民が楽しめるだけでなく、他の市に住

む人も楽しめます。日本中からたくさんの人が来て、もっと久喜市のことが好きになっ

てくれるとうれしいです。以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○加賀谷美咲議長 川﨑廉平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、川﨑廉平議員のご質問にお答えいたします。 

まず、各地区の特産物についてです。久喜地区では「なし、いちご、ぶどう」、菖蒲地
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区では、なし・いちご、ぶどうに加えまして、「プラム」、それから、鷲宮地区では「そ

ば」などがあります。 

なしやいちごについては、先ほど言いましたように、それぞれ生産量１位であります。

とても甘いなしが今、お店に出回っています。 

また、農作物の他には、市内の和菓子屋さんで販売されている、「塩あんびん」や、ま

た、お饅頭の上に赤飯がのっている「いがまんじゅう」がテレビで紹介されまして、人

気がでてきています。 

地元の特産物や農産品を活かしたグルメでは、久喜地区の野菜やコンニャク、ハーブ

などの素材を活かし、九品の食材を詰め合わせて、提燈山車をイメージした器に盛った

「久喜膳」という、二段弁当があります。 

また、久喜梨と洋梨の果汁を入れたアイスや、久喜梨のケーキ、久喜産のさつまいも

を使ったさつまいもプリンなどがあります。 

菖蒲地区では、「梨入りカレー」と言って、ＪＡ南彩が、特産の美味しい梨をすりおろ

して、カレーのルーに入れ、甘味とコクのある味付けをしたカレーを、食事処農協食堂

で提供しています。この「梨入りカレー」は、一昨年開催されました、「第 7 回埼玉Ｂ

級ご当地グルメ王決定ｉｎ加須」に参加いたしました。 

特産物を使ったおいしいご当地グルメの開発やイベントの実施は、各地区の商工会や

青年会議所・農協が、お店と協力して行っています。 

今年の４月には、久喜青年会議所の主催により、ショッピングセンター「モラージュ

菖蒲」で、市内の１０店舗が作った創作スイーツからグランプリを決める「クキスイー

ツグランプリ」が開催され、多くのお客様で賑わいました。 

また、同じ月、れんげ祭り会場におきまして、久喜市商工会の観光対策委員会主催に

より、市内外から２０を超えるお店が自慢の味を提供しグランプリを決める、シティー

グルメという意味での「Ｃ級グルメグランプリ大会」が開催されました。 

ご質問の「ご当地Ａ級グルメを作ろう大会」の開催につきましては、特産物を活用し

た商品開発を行い、買う人の目線に立った、売れる商品を作り出す必要があり、それが

売れることにより、街に賑わいが生まれるものと考えています。 

飲食店や小売店、農協や商工会などが中心になって行い開発した商品の周知や、イベ

ント開催時の協力などについて、市として、出来る限りの協力をして行きたいと思いま

す。 

○加賀谷美咲議長 以上で、川﨑廉平議員の質問を打ち切ります。 

   ◎ 休 憩 の 宣 告 
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○加賀谷美咲議長 ここで、休憩いたします。 

   １５時から再開いたします。 

                             （休憩 １４時４１分） 

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

 （再開 １５時００分） 

 

   ◎ 再 開 の 宣 告 

 

○加賀谷美咲議長 再開いたします。 

ここで、議長を交代いたします。 

  副議長。 

     〔議長の交代〕 

○谷川茉優副議長 私は、子ども議会の副議長となりました太田小学校の谷川茉優と申し

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、６番、照井陽菜議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

６番、照井陽菜議員。 

     〔６番 照井陽菜議員登壇〕 

○６番 照井陽菜議員 ６番 小林小学校 照井陽菜です。 

通告書により、安全なまちづくりについて質問いたします。 

自転車も、車道を走行するようになりました。しかし、私たちが車と同じ場所を走る

のは大変こわいことです。 

中学校の自転車通学でもヘルメットをかぶっていますが、小林小学校でも、家で自転

車に乗る時はヘルメットを付けています。 

私たちも事敀にあわないように、また、自分の命は自ら守っていきたいと思います。

でも、車と同じ場所を走るのはこわいことです。もし、現在の車道を一方通行にし、半

分を歩道と自転車道路に分けることや車道と歩道、自転車道路を完全に分けることがで

きれば、安全に過ごせると考えています。 

しかし、今の道路を広げるには、すぐにできません。家や建物は、建て替えまで何十

年とかかります。でも、新しくするときに、車や歩道だけでなく、自転車の道を計画し

ておけば必ず実現できるのではないでしょうか。 
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そのためにも、３０年、５０年先を見通し、今から安全なまちづくりをするための方

策として考えても良いと思います。ずっと先のことみたいですが、私たちが大人になっ

たとき、安全で過ごしやすい、住んでみたい久喜市にするためにも、今から考えること

が大切だと思います。久喜市はどのようにお考えなのか、お伺いいたします。以上で質

問を終わります。よろしくお願いします。 

○谷川茉優副議長 照井陽菜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 照井陽菜議員のご質問に対して、お答えをいたします。 

自転車は、とても便利で環境にもやさしい乗り物ですが、間違ったルールやマナーを

無視した乗り方は、多くの人たちに迷惑をかけてしまい、重大な交通事敀を引き起こす

原因となります。 

交通事敀の発生件数につきましては、近年減尐傾向にありますけれども、交通事敀全

体に占める自転車乗車中の事敀件数割合は、２割を超えています。 

また、自転車が歩道を乱暴に通行することが原因で発生する自転車と歩行者による死

亡事敀も発生しています。 

道路の通行方法につきましては、道路交通法という法律で定められています。この法

律のなかには、「車両等」という言葉が出てきますが、これは、自動車やバイクなどのほ

かに自転車も含まれています。つまり、２０歳以上の人がお酒を飲んで自転車を運転す

ることも禁止されているというわけです。このように、自転車は法律上自動車と同じ車

両なので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行することが原則となっていま

す。 

また、国では、自転車の交通事敀を減尐させることを目的に、自転車の車道通行の例

外として歩道を通行できるようにしました。 

具体的な内容として、自転車に乗っている人が１３歳未満の場合や、７０歳以上の場

合、身体に障がいのある場合、交通状況から見て危険であるなど、やむを徔ない場合は、

自転車が歩道を通行できるというものです。 

自転車は、原則として車道を通行しなければなりませんが、状況によっては、今申し

上げましたとおり、歩道を通行することも可能となっています。 

また、道路は、住宅街や市街地にも数多くあり、幅の狭い道路もあります。これらの

道路を車道と歩道、自転車道を完全に別けることは、現実には難しいと思います。 

現在の道路に自転車専用道を設置するには、道路幅を広げる必要があり、そのために
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は沿線の住宅の方に土地を提供してもらうことや、場合によっては引っ越していただく

なども必要になってまいりますことから、全ての道路に自転車専用道を設置することは

大変、難しいものと考えています。 

新しい道路を作る場合、交通量の多い駅前通りや、地域と地域を結ぶ幹線道路などは、

できるだけ歩道を広くし、車椅子や歩行者と自転車が分かれて通行できるような道路を

計画し、利用される方が安全で安心して通行できるような道路の整備を進めて行きたい

と考えています。 

市では、これまでも警察署と連携しながら道路の状況に応じて、信号機や道路標識を

設置したり、見通しが悪いなど危険な場所には、道路反射鏡や注意喚起の建て看板を設

置してきました。大切なことは、歩行者や自転車、自動車の運転手など道路を利用する

全ての皆さんが、交通ルールを守り、事敀の無い社会をつくるという意識を持つことだ

と思います。 

このことから、警察署や交通指導員、交通安全母の会などの団体の皆さんとともに、

交通安全の街頭啓発も実施しています。これからも、道路の状況に合わせた交通規制や

表示を行いながら、併せて啓発活動を推進していきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○谷川茉優副議長 以上で、照井陽菜議員の質問を打ち切ります。 

次に、１４番、菊池駿輔議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１４番、菊池駿輔議員。 

     〔１４番 菊池駿輔議員登壇〕 

○１４番 菊池駿輔議員 １４番 太東中学校 菊池駿輔です。 

通告書により、土曜日・日曜日の図書室の開放について質問します。 

私は、土曜日・日曜日の公立小・中学校の図書室の開放について、質問します。 

たくさん本が置いてある魅力的な図書室を利用できる機会が尐ないことに気が付きま

した。また、市立図書館や県立図書館は一般の方の利用が多く、小中学生が利用しづら

いと考え、この案を出しました。 

利点は次の３つがあります。１．たくさんの小中学生が利用できる。２．長い時間、

ゆっくり読書ができる。３．自主学習ができる。以上の３つが利点です。 

その一方で、先生方の都合が合うかという点が問題だと思います。 

可能な範囲で図書室を開放していただくことはできないでしょうか。以上で質問を終

わります。よろしくお願いいたします。 

○谷川茉優副議長 菊池駿輔議員の質問に対する答弁を求めます。 
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教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長  それでは、菊池駿輔議員のご質問に対して、お答えをいたします。 

菊池議員が学校の図書室を利用し、土曜日・日曜日も、読書や自主学習に取り組もう

とする意欲をお持ちということで、本当にこれは素晴らしいことだと思います。 

ご質問の土曜日・日曜日の学校図書室の開放についてですが、学校には、図書室専用

の出入り口はありませんから、図書室だけを開放することはできず、学校全体を管理し

なければならないことになります。また、小・中学生の図書室利用となると、図書室を

開放する時間に先生には常にいていただいて、安全面の指導や利用の仕方も指導する必

要があって、本当は仕事の休みである休日に先生方が勤務することとなってしまいます。 

このようなことから、学校図書室を休日に開放するのは、なかなか難しいことかなと

考えております。しかし、特別な状況があって、校長先生がご判断いただいて許可をす

る場合は、この限りではありません。 

なお、久喜市内には、公立図書館が、県立の久喜図書館、久喜市立の中央図書館・菖

蒲図書館・栗橋文化会館の図書室・鷲宮図書館の５館があります。また、公民館に図書

コーナーが設けられているところもあります。それぞれの図書館には、閲覧室があり、

夏休み中は、学習室や研修室を閲覧・学習コーナーとして開放しているところもありま

す。 

いずれの図書館も、他の利用者に迷惑を掛けないように静かに利用すれば、大人用の

閲覧・学習コーナーを利用することも出来ますので、積極的に公立図書館を利用し、読

書・学習に励んでいただきたいと思います。ご質問の中には、どうも中学生、あるいは

小学生が利用するとなると大人の人たちがいて、というお話もありましたけれども、遠

慮なさらずに、ぜひご利用いただきたいと思います。 

○谷川茉優副議長 以上で、菊池駿輔議員の質問を打ち切ります。 

次に、１５番、加賀谷美咲議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１５番、加賀谷美咲議員。 

     〔１５番 加賀谷美咲議員登壇〕 

○１５番 加賀谷美咲議員 議席番号１５番 菖蒲南中学校の加賀谷美咲です。 

通告書により、久喜市の災害対策について質問いたします。 

今後、高い確率で首都直下型地震が起こるといわれています。私達は大地震が起こっ

た場合、学校にいれば対処できますが、家に一人でいる場合などの対処法に丌安を感じ

ます。そこで、久喜市では市民の安全を守るために、久喜市全体での避難訓練、災害対
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策を行う予定はありますか。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○谷川茉優副議長 加賀谷美咲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 加賀谷美咲議員のご質問にお答えをいたします。 

はじめに、久喜市全体での避難訓練についてです。 

毎年、久喜地区、菖蒲地区、栗橋地区、鷲宮地区それぞれ４つの会場で、総合防災訓

練を実施しています。訓練の中では、「避難誘導訓練」「避難所運営訓練」を行っていま

す。 

また、今年は、これらの訓練とは別に、災害の時に実際の避難所となる小学校の体育

館を会場にして、避難生活を体験するという訓練も行う予定です。初めて行う訓練です

ので、今回はモデル的に 1 箇所で行いますが、来年度以降は、もっと多くの会場で行い、

久喜市全体での避難訓練にしたいと思っています。 

さらに、自主防災組織による避難訓練も各地域で行われています。自主防災組織は、

市民の皆さんが、自らの地域は自ら守るとの考えにより組織した、地域ごとの防災団体

です。自主防災組織による避難訓練は、最も現実の災害に即した訓練ができます。今、

久喜市全体には１０３団体ありますが、まだ、未設置の地域もあります。是非、全ての

地域で結成していただいて、避難訓練などを実施し、地域の防災力の向上につなげてい

ただきたいと思っています。 

最近、同時刻一斉に訓練参加者が机の下に隠れるなどの身の安全を確保する行動訓練、

シェイクアウト訓練と言われておりますけれども、この訓練が、全国各地で行われてい

ます。本市では、まだ実施していませんが、多くの市民の方が参加できるよう研究して

いきます。 

次に、久喜市全体での災害対策です。 

久喜市では、市民の皆さんの生命や財産を災害から守るとともに、災害による被害を

最小限に抑えられるよう、建築物の耐震性の確保や災害に強い水道施設の整備、避難し

たときの非常食、あるいは毛布の備蓄などを進めています。 

また、行政や消防機関など防災機関が連携をし、迅速で効率的な災害対策ができるよ

う、体制作りも行っています。 

さらに、大規模な災害に対しては、久喜市単独では限界があるので、他の市町や民間

の企業などに応援してもらえるよう、協定を結んでいます。 
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このように、いろいろな方面から災害対策を行っていますが、これらの対策とともに

大切なのは、市民の皆さんの協力です。阪神淡路大震災では、隣近所の助け合いにより、

建物の下敶きになった多くの被災者が救出をされました。 

また、東日本大震災では、多くのボランティアの皆さんの活動が、被災者の救援・救

出、そして被災地の復旧に貢献をされました。ニュースでご覧になったとおりでありま

す。 

これまでの震災の教訓を活かし、本市においても、活発な市民活動が行われ、久喜市

全体での災害対策につながるよう、久喜市としても努力をしていきたいと思っています。 

○谷川茉優副議長 以上で、加賀谷美咲議員の質問を打ち切ります。 

次に、１６番、柳田将貴議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１６番、柳田将貴議員。 

     〔１６番 柳田将貴議員登壇〕 

○１６番 柳田将貴議員 １６番 栗橋西中学校 柳田将貴です。 

通告書により、ゆとり教育の見直しによる久喜市の教育の今後について質問します。 

今年から中学校では「新しい教育」が始まりました。今まで週２８時間の授業が１時

間増えて、週２９時間になりました。 

今までの「ゆとり教育」は、詰め込み教育の反省に立って導入されたと聞いています。

私たちが受けてきたゆとり教育には、問題点もありましたが、良かった点もあったはず

です。例えば、選択の授業はとても楽しかったです。 

そこで、私はこれからの教育は、ゆとり教育の良い点を取り入れた「新しい教育」が

良いと思います。 

久喜市では、「ゆとり教育」の見直しによって、これからの教育の方向性について、ど

のような議論がされたのでしょうか。具体的に説明していただきたいと思います。以上

で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○谷川茉優副議長 柳田将貴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 それでは柳田将貴議員のご質問に対して、お答えをいたします。 

柳田議員のご質問は、久喜の教育を総合的に考えたすばらしい質問であると思います。

ご指摘の通り、中学校ではこの４月より新しい学習内容による学校教育がスタートしま

した。これは、過去１０年間の学校教育の内容や活動を見直した上で、新しい学習内容

や授業時数を定めたものとなっています。 
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その内容には、国語、社会、数学、理科、英語、保健体育の授業時数の増加がありま

したが、皆さんが学習する内容を増やすことを主たる目的とするものではありません。 

授業時数の増加は、学習につまずきやすい内容を確実に身に付けるための繰り返し学

習や、知識・技能を活用する学習を行う時間を充実するためのものです。 

児童生徒の皆さんが、学習にじっくりと取り組める時間を確保するという考え方は、

これまでと同様に重要です。いわゆる「ゆとり教育」からの転換ということではなく、

基礎的・基本的な知識・技能をしっかりと身に付けること、それらを活用する力を伸ば

すことの２点を目的としています。 

さらに、久喜市教育委員会では、学校の代表の先生方に集まっていただき、児童生徒

の皆さんの確かな学力・豊かな人間性・健やかな体をはぐくむための委員会や研究会を

数多くひらいています。 

例えば、教育誯程編成研究部会では、学習計画や学校で行う様々な活動にどのように

取り組むか、実施する上で誯題は何かなど、話し合いをしています。 

また、英語活動研究部会では、英語活動で使用するカードやプリントの作成や、授業

の進め方を研究しています。 

学力向上研究部会というのがありますが、この研究部会では、児童生徒の皆さんの基

礎・基本を身につけるとともに、思考力・判断力・表現力を伸ばすための、よりよい取

り組みを研究しています。 

また、道徳研究部会では、道徳の時間がより充実したものとなるように、大学の先生

などを講師にお招きし、その先生からのお話を聴いたり、各校の授業の様子を報告し合

ったり研究を進めています。 

この他にも委員会や研究会がありますが、いずれの委員会や研究会も、先生方が児童

生徒の皆さんに、基礎的・基本的な知識・技能をしっかりと身に付けられるような授業

の仕方や、活用する力を伸ばすことを目指した効果的な授業の仕方を真剣に話し合い、

検討しているところです。 

久喜市では、今後も児童生徒の皆さんが大人になってから社会で活躍できるように、

確かな学力・豊かな人間性や健やかな体をはぐくむ「生きる力」をそなえた「総合的な

人間力」の育成に取り組み、学校教育を充実させていきたいと考えています。 

○谷川茉優副議長 以上で、柳田将貴議員の質問を打ち切ります。 

次に、９番、田島未羽議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

９番、田島未羽議員。 

     〔９番 田島未羽議員登壇〕 
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○９番 田島未羽議員 ９番 栗橋小学校 田島未羽です。 

通告書により、広報くきについて質問いたします。 

私は、「広報くき」に、小学生でも興味が持てるコーナーをつくることができないかと

思います。両親と広報くきを見ていると、興味をもっているのは「表紙の写真」「写真ニ

ュース」というコーナー、また、「自分の小学校が写っているのか」くらいです。他は難

しい活字ばかりで、小学生にはとてもわかりにくいものです。 

私が家で取っている新聞を見ていると、小学生にも楽しめるコーナーが増えてきたと

思います。だから私たち小学生が「広報くき」が毎月楽しみになり、学校でも話題にな

ると思います。 

「学校でも話題になる」というのは、例えば、「毎月１９日の食育の日の献立」や、「久

喜市の特産物について」などです。豆知識にもなるので、皆が笑顔になれるところが良

いと思います。 

ぜひ、小学生にも見たくなる「広報くき」にしてください。未来の久喜市がイメージ

できるようなものを作ってほしいです。以上で質問を終わります。よろしくお願いしま

す。 

○谷川茉優副議長 田島未羽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 田島未羽議員のご質問にお答えをいたします。 

合併後の久喜市では、市民の皆さんにお知らせする情報の量がとても多くなったこと

から、できるだけ文字を尐なくするとともに、一方で、写真や図・表などを多く使うこ

とで、市民の皆さんに、見やすく・親しみやすい広報紙づくりに努めています。 

その中でも、毎月１回、1 日に発行している「広報くき」におきましては、市からの

お知らせのほかに、皆さんの生活や地域の文化が豊かになったり、元気になって欲しい

ということを願いまして、市民参加のコーナーや、暮らしに役立つシリーズ、郷土を知

る連載物を設けています。 

例えば、シリーズ・連載物では、合併後の久喜市の輝かしい歴史や文化財を紹介する

「久喜市歴史だより」、市内菖蒲地区出身の「日本の公園の父」と呼ばれる「本多静六卙

士没６０年記念」シリーズといった読み物も掲載しています。 

この「久喜市歴史だより」の中では、田島議員がお住まいの栗橋地区の紹介として、

「静御前の伝承」、「日光道中と一里塚」の記事を掲載したところです。 

これらは、小学生の皆さんには、尐し難しいところもあるかと思いますけれども、分
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からないところは、ご家族や或いは学校の先生などに聞きながら読んでみることも、大

変、郷土理解に繋がる素晴らしいことだと思います。 

また、昨年の１１月１日号から今年の３月１日号までの５回にわたり、「中学生サミッ

トを終えて～わたしたちの学校紹介～」というコーナーを「広報くき」に連載しました。

中学生が、自分たちの学校を紹介するとともに、今後の目標を語るといった内容でした

が、小学生の皆さんも、これから進学する中学校の活動などを知ることができ、興味が

持てる内容であったと思っています。 

広報くきは、本来の発行目的が、主に市の取り組みや催しをお知らせすることであり

ますので、皆さんの学校で発行している「学校だより」のように、身近な話題は尐なく、

なかなか小学生の皆さんの興味を引くような記事が尐ないということもあるかと思いま

す。 

しかしながら、「広報くき」は、市民の誮からも親しまれ・活用されることが望ましい

と考えていますので、多くの小学生、中学生の皆さんに読んでいただけるように、今後、

例えば、市内全ての２３の小学校にスポットをあて、各学校で特色ある教育活動に取り

組んでいる様子を紹介するといったコーナーを設けるなど、検討していきたいと考えて

います。 

○谷川茉優副議長 以上で、田島未羽議員の質問を打ち切ります。 

次に、１７番、風間泰斗議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１７番、風間泰斗議員。 

     〔１７番 風間泰斗議員登壇〕 

○１７番 風間泰斗議員 １７番 鷲宮東中学校 風間泰斗です。 

通告書により、教員の人数増加について質問いたします。 

教員の人数を増やすことで全体的に学力を向上させます。今でも一部の授業では複数

の教員による尐人数授業が行われています。尐人数授業によって、生徒への指導をきめ

細かく行うことができ、授業の進行ペースも上がります。また、尐人数なので落ち着い

た雰囲気で生徒一人一人が集中して授業に取り組むことができます。教員の目も一人一

人に行き渡りやすくなり、苦手な部分もきっちりカバーすることができます。全体授業

で質問しにくいと思っている人にも質問しやすい雰囲気を作ることができます。その他、

全体授業に二人の教員が授業を行うことも良いと思います。片方の教員が授業を行って

いるとき、もう片方の教員が生徒の様子を見て、分からないところを教えることができ

るからです。問題も多いと思いますが、生徒のために必要だと思います。以上で質問を

終わります。よろしくお願いいたします。 
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○谷川茉優副議長 風間泰斗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、風間泰斗議員のご質問に対して、お答えをいたします。 

風間議員がご指摘のとおり、教員の数を増やし、児童や生徒のみなさん一人一人の疑

問や関心に応えながら授業を進めていくことは、学力を高める上でとても有効な方法だ

と思っています。 

しかし、学校の教員の人数については、国の法律や埼玉県で定めた基準によって決め

られています。久喜市でも、他の市町村と同様に、国や県で示された基準に従った人数

の教員を埼玉県から各学校に派遣していただいている、そういう状況です。 

さらに、久喜市教育委員会では、みなさんの学力を向上させるなど、より充実した教

育を学校で進めていくために、次のような、学校の教職員の数を増やす努力をしていま

す。 

その一つは、定められた基準以上の先生を、学校に派遣する埼玉県の特別な制度を積

極的に活用するもので、それが今、風間議員がご指摘されたとおり、私たちは授業と呼

ばないで指導と呼んでいますが、尐人数指導のための先生を派遣するという取り組みで

す。 

それは、児童生徒の皆さん一人一人の疑問や興味・関心に答えられる授業を進めるた

めに、一つの学級を二つ以上のグループに分けて授業を行う尐人数指導というものでご

ざいます。この尐人数指導を行うために、定められた基準を超えた数の先生を学校に派

遣するという制度になっています。久喜市には、多くの学校にこの制度を利用して、国

や県で定めた基準よりも多い、小・中学校合わせて５０名以上の先生方が現在、学校に

派遣されています。 

二つ目ですが、先生ではないんですけれども、久喜市独自で先生の手助けをしてくれ

る人を学校に派遣するというものです。 

例えば、小学校の理科の実験や観察をスムーズに行えるようにするための指導員や、

小学校英語活動や中学校の英語の授業を充実するためにアメリカやイギリス、ドイツ、

フィリピンなどから来ている、いわゆるＡＬＴと呼ばれている先生方、また、学校図書

館を充実させるために図書室の環境整備を支援する支援員など、いろいろな形での支援

員や指導員、そういう方々が沢山いらっしゃいます。合計で１００名以上、今現在おり

まして、その方々を教育委員会から派遣しています。 

久喜市教育委員会独自で、学校の教員数を増やすということは、これまで申し上げた
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とおり、なかなか難しい状況がありますが、今後も、各学校で児童生徒の皆さんがより

たくさんのことを学び、充実した学校生活を送れるように、より一層の支援をしていき

たいと考えています。 

○谷川茉優副議長 以上で、風間泰斗議員の質問を打ち切ります。 

次に、１３番、内村雛子議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１３番、内村雛子議員。 

     〔１３番 内村雛子議員登壇〕 

○１３番 内村雛子議員 １３番 久喜南中学校 内村雛子です。 

通告書により、災害時対応について質問いたします。 

昨年の東日本大震災でもそうでしたが、防災無線の在り方について質問いたします。 

東日本大震災のとき、電車や自動車といった交通手段が使えない状況になりました。 

その際、例えば防災無線を流して、現在の電車の運行状況や、久喜市内の道路交通情

報などを無線で流してもらうことはできないのでしょうか。 

また、本校は避難場所に指定されていますが、校舎の新築に伴い、電気で水道を管理

しています。停電時の対応について回答をいただければと思います。以上で質問を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

○谷川茉優副議長 内村雛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 内村雛子議員のご質問にお答えします。 

昨年３月１１日に発生しました東日本大震災、本市におきましても、震度５強の大変

大きな揺れを記録し、特に、南栗橋地区においては、液状化による甚大な被害が発生し

ました。私からは東日本大震災の時の防災行政無線に関するご質問について、お答えし

ます。 

はじめに、電車の運行状況に関して申し上げます。 

地震発生直後、ＪＲ宇都宮線と東武伊勢崎線及び日光線はともに運転を見合わせてい

ました。これらの情報が把握できたので、当日の１９時０５分と２０時０５分の２回、

防災行政無線により、電車が丌通となっているというお知らせを、放送いたしました。 

しかしながら、復旧するまでの見通し時間や実際に運行を再開した情報等については、

鉄道会社との連絡がうまく取れませんで、また、情報も混乱していたため、放送できま

せんでした。 

次に、道路交通情報に関する放送についてです。 
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地震発生直後の本市内の道路は、大規模な道路被害はなかったものの、踏切が閉まっ

た状態でありまして、信号も停電により切れていたため、混雑状況にありました。 

本来であれば、このような状況を防災行政無線でお伝えし、市民の皆さんへ緊急以外

での自動車利用の自粛や安全運転への協力を呼びかける必要があったものと思っていま

す。 

今後の災害時の防災行政無線の放送については、東日本大震災の教訓を活かし、市民

の皆様への災害時における情報提供に努めていきたいと考えています。 

○谷川茉優副議長 

教育長。 

     〔吉田耕治教育長登壇〕 

○吉田耕治教育長 それでは、内村雛子議員の久喜南中学校の水道の停電時の対応につい

てのお答えをしたいと思います。 

現在の久喜南中学校の新しい校舎は、平成１９年４月に改築いたしました。その時に

取り壊した校舎は、屋上の高架水槽、屋上の上に大きなタンクをのせてある、そういう

ものを高架水槽といいますが、その高架水槽により、停電になってもこの水槽の水で、

ある程度水道を使用することができるようになっていました。 

新しい校舎はその高架水槽ではなくて、地上に設置された受水槽から電気式のポンプ

によって、校舎に水を供給するということになっています。 

また、トイレの手洗いの水や一部便器の水洗は、センサーによって感知するシステム

となっています。これは、手洗いなどで水を使うときに、電気の力を利用して、一定の

水量が使われるように工夫された、近代的なシステムとなっています。最近新しい建物

はほとんどこの方式になっています。 

しかし、これらのすばらしい機能も、残念ながら電気がないと利用できないこととな

っています。そこでいざ、このあいだのような大きな災害が起きた場合に、どうするか

ということですが、なかなかいい知恵が浮びません。発電機を持ってくればいいのでは

ないかといっても、小さな小型のものではちっとも役に立たないという状況もわかって

います。 

そういうことがあったとしても、学校は、災害時の避難場所になっているということ

から、繰り返しますけれども、３月１１日の東日本大震災の教訓によって、現在、久喜

市全体で地域防災計画の見直しを進めています。教育委員会といたしましても、内村議

員ご質問の停電時のトイレなどの利用をはじめ、学校が避難場所としての役割を十分果

たせるように、防災関係部局や関係機関と今後も、これまでも重ねていますけれども、
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協議を続けていきたい、そして、より良い方法を考えていきたいと思っています。 

○谷川茉優副議長 以上で、内村雛子議員の質問を打ち切ります。 

次に、１０番、平間絢音議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１０番、平間絢音議員。 

     〔１０番 平間絢音議員登壇〕 

○１０番 平間絢音議員 １０番 桜田小学校 平間絢音です。 

通告書により、駅や駅周辺の安全について質問します。 

私の住んでいる最寄りの駅のＪＲ東鷲宮駅の安全性を考えました。私は、おばあちゃ

んと電車に乗ったことがあります。その時、ホームと電車の隙間が危ないと思いました。 

また、同じ東鷲宮駅の地下道のスロープが急で自転車を下ろすのがとても危ないです。 

私は、家族と出かける時に東鷲宮駅から電車に乗りますが、人が多く乗っていて危険

なところがあると危ないなと思いました。東鷲宮駅から東京などに会社に行く人も多い

と思います。それに、お年寄りや子ども、車イスの人も電車に乗ります。だから、駅の

安全性が気になりました。東鷲宮駅をより安全にするために改善をお願いしたいです。

今後、どのような対策を考えているのか教えてください。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。 

○谷川茉優副議長 平間絢音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 平間絢音議員のご質問にお答えをいたします。 

はじめに、ＪＲ東鷲宮駅のホームと電車の隙間について、お答えします。 

ＪＲ東日本株式会社大宮支所、ここが担当でありますので、そこに確認をいたしまし

た。ホームと電車の隙間には基準があり、直線のホームでは、駅を通過する電車が、振

動で右、左に揺れてもホームに電車がぶつからないよう幅をあける、そんな決まりにな

っているということでございます。ＪＲ東鷲宮駅も、この基準どおり、ホームと電車の

すき間をあけているとのお話でした。 

  また、東京の例えば、ＪＲ飯田橋駅に代表されますように、駅によってはカーブがき

ついホームがある、そんな駅がありますけれども、その場合には、ホームと電車のすき

間の広い駅があるので注意をしていただきたい、そんな必要があるとのお話でありまし

た。 

  しかしながら、お年寄りや、障がい者の方々にとりましては、わずかなすき間でも怖

さを感じることがあると思います。 
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  これは、私からのお願いですけれども、平間議員をはじめ、ここにいる全てのみなさ

んが、電車に乗る時や道路を渡る時でも、困っている人をみかけたら、ぜひ、やさしく

お声をかけ、手をさしのべていただきたいと思います。 

  次に東鷲宮駅の地下道の急なスロープへの対策についてお答えします。 

どうしてあのようなことになっているのかということを申し上げます。 

東鷲宮駅の地下道は、昭和５７年１１月の東鷲宮駅開業に合わせて造られたものであ

ります。当時の東鷲宮駅は、貨物列車の荷下ろし場を合わせ持った駅であったがために、

駅の東西を行き来するためには、長さ１００メートル程度の地下道を利用する必要があ

ったわけであります。  

その後、貨物列車の荷下ろし場が閉鎖され、駅東口側の街並みを再度整備する中で、

地下道は３５ｍ程度まで短くなり、東口側の階段も現在の位置に新たに設置しました。 

しかし、西口側の階段・スロープについては、駅が開業した当時のまま、改修工事を

実施しておりませんでした。 

そこで、今後の対策でありますけれども、現在、東鷲宮駅東西連絡地下道のバリアフ

リー化事業を進めています。事業内容としましては、駅の東西それぞれの駅前広場から

地下道へ上り下りするための、エレベーター、エスカレーターを設置し、西口側の階段

とスロープを緩やかに作り直す工事を計画しています。 

これらの工事の実施に向けましては、とてもお金がかかるということもありまして、

設計を平成２４年度、２５年度の２か年で実施し、その後、工事を進めていきたいと考

えています。 

電車の運行に支障を不えないよう詳しい設計と慎重な工事が必要となるため、西口側

のスロープの改修を含め、地下道のバリアフリー化には、まだ時間がかかりますが、車

イスを利用する方、高齢者の方、小さなお子様を含め、皆さんに地下道を安全に利用し

ていただけるように、改修を久喜市として進めていきたいと考えています。 

○谷川茉優副議長 以上で、平間絢音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。 


