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   ◎ 市政に対する質問 

 

○長谷川広海議長 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、源田歌乃議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１番、源田歌乃議員。 

     〔１番 源田歌乃議員登壇〕 

○１番 源田歌乃議員 １番、太田小学校 源田歌乃です。 

通告書により青毛堀について質問いたします。 

私の通う太田小学校の近くには、桜の名所でもある青毛堀があります。 

３月なかばになると菜の花が咲きはじめ、続いて桜の花が咲くと黄色とピンクのコン

トラストが美しく、私の大好きな景色です。毎年、この季節がくることを楽しみにして

います。 

私は、大好きな青毛堀を大切にしようと、３月の青毛堀清掃活動に参加しました。 

その後、３ヵ月ほどはきれいだったのですが、時間がたつにつれ、土手にスーパーの

袋が捨てられていたり、空き缶やペットボトルが目立ちはじめたりし、誰が拾うことも

なく、汚れたままになってしまいました。私はとてもがっかりしました。 

どうにか、私の大好きな、そして春には市民の心を和ませてくれる青毛堀を１年中き

れいにしておくことはできないでしょうか。もちろん、私たちにできる協力はこれから

も続けます。しかし、今のままでは、とてもこの願いは実現できそうもありません。 

そこで、お願いです。市の方で定期的な見回りや清掃活動をしていただくこと、ポス

ターを設置するなどしてゴミを減らす啓発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。 

○長谷川広海議長 源田歌乃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 源田歌乃議員のご質問に対してお答えします。 

「青毛堀」と聞きますと、桜並木を思い出す方が多いと思います。桜並木は市内に何

箇所かありますが、その中でも青毛堀川の桜並木はとても有名ですね。 

青毛掘川の桜並木は、久喜地区の、県道幸手久喜線と交差する「喜橋」から、下流の

「吉羽大橋」までの「ソメイヨシノ並木」です。 

そのほか、鷲宮地区の鷲宮神社南側にある「宮前橋」から下流、約２．７キロメート

ルに渡って続く「河津桜並木」もとてもきれいですよ。 
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ソメイヨシノと河津桜は、花の色の違いなどもあり、川の景色にそれぞれ違ったいろ

どりを添えてくれます。久喜市に春を告げる美しい桜並木は、多くの市民に愛されてお

り、毎年開花時期にはたくさんの人々でにぎわいます。 

この青毛堀川は、久喜市内の中央部分を約７キロメートルに渡って横断しており、皆

さんの生活を洪水などから守るために特に重要な河川であることから、埼玉県杉戸県土

整備事務所が、夏と秋の草刈りや、川に異常がないかを見回るパトロールを、月に４回

ほど行っています。 

久喜市でも、川に大きなゴミが投げ捨てられていないかのパトロールを行ったり、「ゴ

ミ捨て禁止」の看板を取り付けるなどして、川が汚されないように努力をしています。 

このような中、大変ありがたいことに、久喜地区では、「久喜市青毛堀・稲荷台用水環

境保全会」、鷲宮地区では「青毛堀環境保全会」という市民の団体によって、青毛堀川を

きれいに保つための様々な活動をしていただいています。源田議員が参加された河川清

掃も、保全団体の活動によるものだと思います。 

久喜市では、清掃活動の様子をホームページで紹介したり、市の職員も一緒にゴミ拾

いに参加したりして、２つの団体の応援をしています。 

河川には、降った雨水を下流に流すといった重要な役割があります。ゴミが水の流れ

を邪魔すると、洪水などの災害を引き起こすことにつながるかもしれません。 

川をきれいに保つということは、川本来の役割である「水を流す」という仕事を助け

ることになります。これは、皆さんが安心した生活を送るうえで、とても大切なことで

す。 

市では、市民のやすらぎの場所であると同時に、雨水などを流す大切な働きをしてい

る青毛堀川を守るために、今後も見回りや、ゴミを捨てられないための啓発活動を積極

的に行っていきたいと考えています。 

源田議員におかれましても、今まで通り、青毛堀川をきれいにするためのご協力をお

願いいたします。 

○長谷川広海議長 以上で、源田歌乃議員の質問を打ち切ります。 

次に、６番、浦山遥議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

６番、浦山遥議員。 

     〔６番 浦山遥議員登壇〕 

○６番 浦山遥議員 ６番、小林小学校 浦山遥です。 

通告書により、菖蒲パーキングエリアにスマートＩＣを作ってほしいについて質問い

たします。 
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私が住んでいる菖蒲地区に圏央道のパーキングエリアができました。そこには、たく

さんの自動販売機やフードコート、おみやげ物屋さんや菖蒲地区で採れた農作物の直売

所などがあり、とてもにぎわっています。 

また、給油所と給電所もあり、便利なことも家族から聞きました。でも、スマート   

ＩＣになっていないので、ここから直接高速道路に入ったり、出たりすることができま

せん。 

そこで、菖蒲パーキングエリアにスマートＩＣを作ってほしいと考えました。そうす

れば、もっとたくさんの人たちが久喜市に来たり、市外に出たりすることができるよう

になり、菖蒲地区をはじめ久喜市全体がますます発展すると思うからです。 

私が住んでいる菖蒲地区には、良いところや自慢できるところがたくさんあります。 

菖蒲城址あやめ園の花しょうぶ、総合支所近くを中心に咲いているラベンダーの花、

広い水田や畑で採れるおいしいお米やトマト・きゅうりなどの野菜、小林地区に伝わる

伝統の水ささら、本多博士の記念館などいっぱいあります。 

菖蒲パーキングエリアにスマートＩＣができれば、圏央道を走行中の人たちが菖蒲地

区で足を止めて市内に来る機会が増え、もっとたくさんの人たちが集まって、菖蒲地区

の良いところをたくさん見てもらえると思います。 

また、菖蒲地区だけでなく久喜市全体にも足を伸ばし、久喜市の良いところをたくさ

ん発見してもらえるはずです。 

たくさんの人たちが集まり、もっと元気で明るい久喜市になって、ますます久喜市が

発展するように、スマートＩＣを作ってください。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○長谷川広海議長 浦山遥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 浦山遥議員のご質問に対してお答えします。 

圏央道につきましては、平成２７年１０月３１日に桶川北本インターチェンジから白

岡菖蒲インターチェンジまでの区間が開通をいたしました。 

これをもって、埼玉県内の区間約６０キロが全線開通をいたしました。同時に、菖蒲

パーキングエリアが開業し、多くの利用者を集めています。 

浦山議員も実際のスマートインターチェンジをご覧になったことがあるかもしれませ

んが、スマートインターチェンジは高速道路のパーキングエリアなどから出入りできる

インターチェンジであり、通常のインターチェンジに比べて規模が小さく、簡易な設備
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で高速道路にアクセスできるという特徴を持っています。 

ご質問にありましたとおり、圏央道菖蒲パーキングエリアへのスマートインターチェ

ンジの設置が実現すれば、高速道路へのアクセスが便利になり、人や物の交流が活発に

なることから、菖蒲地区をはじめ、久喜市の魅力を広く発信することができると考えて

います。 

そのような中、久喜市でも、菖蒲パーキングエリアにスマートインターチェンジを設

置する場合の条件について、高速道路を管理する「ネクスコ東日本」という会社に相談

をいたしました。 

「ネクスコ東日本」からは、スマートインターチェンジを設置するには、十分な利用

台数が見込まれること、設置に掛かる費用や、設置後の管理･運営にかかる費用を上回る

新たな料金収入が得られること、などの条件を満たさなければならないというお話をい

ただきました。 

また、スマートインターチェンジを設置するには、通常のインターチェンジより小規

模であっても、非常に多くの費用がかかり、その一部を久喜市が負担しなければなりま

せん。 

このようなことから、菖蒲パーキングエリアが開業してまだ間もない現在の時点で、

スマートインターチェンジをすぐに設置することは難しい状況です。 

今後、圏央道は、平成２９年３月、来年の３月までに茨城県の境古河インターチェン

ジからつくば中央インターチェンジまでの区間が開通をし、成田空港まで高速道路でつ

ながる予定です。出来上がれば、久喜市から成田空港まで１時間あまりで到達すること

が可能であります。 

この区間の開通によって、菖蒲パーキングエリアの利用者数がさらに増加していくと

考えられますので、その状況を見極めながら、スマートインターチェンジの設置につい

ては考えていきたいと思っています。 

○長谷川広海議長 以上で、浦山遥議員の質問を打ち切ります。 

次に、２番、早川侑里奈議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

２番、早川侑里奈議員。 

     〔２番 早川侑里奈議員登壇〕 

○２番 早川侑里奈議員 ２番、江面第二小学校 早川侑里奈です。 

通告書により、「学校ゆるキャラサミット」による市内小中学生の交流について質問い

たします。 

市内小中学生の交流のためと久喜市の活性化のために、「学校ゆるキャラサミット」を
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開催することを提案します。 

久喜市は、今年の３月に市のＰＲビデオを作りました。「１０００人一発撮り」には、

江面第二小学校のキャラクターの「ピカリンコ」も参加しました。映っていたのは少し

だけでしたが、それを見たとき、なんだかとても嬉しくなりました。 

  ６年前にできたキャラクターですが今では在校生はもちろん、卒業生から保護者まで

みんなに愛されています。 

久喜市には、「来久ちゃん」「しょうぶパン鬼ー」「栗橋みなみ」「かがみん」というキ

ャラクターがいて、いろいろなイベントを盛り上げています。 

埼玉県にも、「コバトン」がいて、毎日給食で飲む牛乳のパックに「コバトン」が印刷

されているので、牛乳を飲むたびに少し癒やされる気がします。 

県内の各市町村もゆるキャラを作っているところが多く、深谷の「ふっかちゃん」は、

全国ゆるキャラサミットで２位になるなど、全国的にも知られる存在になっています。 

私は深谷市に住んでいるわけではありませんが、同じ埼玉県内のキャラクターが有名

になるとやっぱり嬉しいです。 

このように、ゆるキャラには、地域を盛り上げたり、自分の住んでいる地域に愛着を

もたせたりする効果があると思います。 

最近、久喜市内の小中学校でも、オリジナルのキャラクターを作っているところが増

えているように思います。私の調べたところでは、久喜小学校の「くるみちゃん」や栗

橋南小学校の「みなみん」、久喜東小の「さくライオン」、青毛小学校の「エース君」、「エ

ーシーちゃん」などがあります。 

久喜市に小中学校はたくさんありますが、ほかの学校の人たちとの交流はあまりあり

ません。陸上競技大会やかるた大会、綱引き大会などで顔を合わせることはありますが、

学校の様子について話をしたりすることはなかなかできません。 

そこで、各学校でゆるキャラを作って「ゆるキャラサミット」のような楽しいイベン

トを行い、各校の自慢などを交流する機会を作れば、もっといろいろな学校の人たちと

話ができ、仲良くなれると思います。また、各学校がオリジナルのキャラクターを作れ

ば、市内のどの学校の児童生徒も自分の学校に愛着がわくようなると思います。さらに、

「学校にゆるキャラがいる市」ということを全国にアピールすることもでき、久喜市の

ＰＲにもつながると思います。 

久喜市の子どもたちが今よりもっと仲良くなり、自分の学校や久喜市により愛着がも

てるようにするために、ぜひ、「学校ゆるキャラサミット」を開いていただくことを提案

します。 
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以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 早川侑里奈議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

     〔柿沼光夫教育長登壇〕 

○柿沼光夫教育長 早川侑里奈議員のご質問に対してお答えします。 

「ゆるキャラ」は、現在、たくさんの市町村がそれぞれの地域の特色を生かして制作

し、大変人気を博しています。久喜市でも先ほど早川議員のお話にありました、「来久ち

ゃん」「しょうぶパン鬼ー」「栗橋みなみ」「かがみん」の４体が活躍をしています。 

早川議員の通う江面第二小学校には、ピカリンコという大きな目の元気な「ゆるキャ

ラ」がいます。ピカリンコは、校歌に出てくる「光の子」に由来して命名されたものと

伺っています。 

ピカリンコは、学校だよりや学習の時に使用するプリントに載っていたり、また、か

るた大会や綱引き大会の応援などにも参加したりしていますので、江面第二小学校の児

童の皆さんには、愛着のもてる親しみのあるマスコットになっていると思います。 

市内の小・中学校には、学校のマスコットキャラクターを定めている学校は１２校あ

りますが、被り物、着ぐるみなどのいわゆる「ゆるキャラ」がいる学校は、江面第二小

学校と青毛小学校の２校です。 

青毛小学校の「ゆるキャラ」であるエースくん、エーシーちゃんは、平成２２年度の

英語活動の研究発表に向けて制作されたもので、現在、定期的にあいさつ運動で校門に

立ち、全校での英語活動の際、全児童とコミュニケーションを図っています。 

ご質問の「ゆるキャラサミット」の開催につきましては、「ゆるキャラ」がいる学校が

限られていることから、現時点では、難しいと考えますが、ご提案のように、様々な活

動をとおして、久喜市内の小学生や中学生の皆さんが交流し、仲良くなることは、とて

も意義深いことと思います。 

そこで、まずは、「ゆるキャラ」のいる江面第二小学校と青毛小学校との交流をはじめ

てみてはいかがでしょうか。交流の方法については、先生方や青毛小学校の皆さんと一

緒に考えてみることが大切だと思います。 

現在、久喜市におきましては、児童生徒の交流の機会として、早川議員も参加された

と思いますが、小学校陸上競技大会をはじめ、音楽会、図工美術展覧会、発明創意工夫

展、科学教育振興展覧会などを実施しています。また、隔年の開催になりますけども、

中学生サミットも開催をしています。 

久喜市の子どもたちが互いに交流を深め、自分たちの学校や郷土久喜市に愛着をもつ
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ことは、大切なことですので、「ゆるキャラ」がいる学校が多くなりましたら、「学校ゆ

るキャラサミット」の開催ができるよう、応援をしてまいります。 

○長谷川広海議長 以上で、早川侑里奈の質問を打ち切ります。 

次に、８番、小森寛大議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

８番、小森寛大議員。 

     〔８番 小森寛大議員登壇〕 

○８番 小森寛大議員 ８番、栗橋西小学校 小森寛大です。 

通告書により、通学路について質問します。 

「安全な暮らしがずっと続いてほしい」これは、より良い未来に欠かせないことだと

思います。身近な人たちが、笑顔で過ごせるということは、安全であることにつながる

し、より良い久喜市にするために、必要であることと考えられます。 

６年生になってから、学校からのメールで「不審者が出た」という情報を何度か聞き

ました。今、僕の周りには、不審者にあったという友だちはだれもいませんが、市内に

は、不審者が隠れられるようなところがあったり、通行人が少ない道があったり、電灯

が少なく夕方に通るには怖い道があったりします。 

安全な暮らしは、自分たちも注意し努力しなければいけませんが、それには限度があ

ると思います。そこで、このような、危険な場所には、電灯をつけたり防犯カメラをつ

けてほしいのです。お考えをお聞かせください。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 小森寛大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 小森寛大議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに防犯灯についてです。 

本市では、夜間の犯罪防止や歩行者の安全確保のため、通学路や日常でよく利用する

道路を中心に、防犯灯を設置しています。 

防犯灯は、現在、市内に約９，８００基ありますが、小森議員のご指摘のとおり、ま

だ暗い道路もありますので、毎年１００基くらいずつ、新しく設置しています。 

どこに設置するかということは、地域の皆さんの要望をお伺いして、実際に設置する

場所の状況も見ながら、決めていきます。 

一度に、すべての道路に設置することはできませんので、順番にはなりますが、今後

も計画的に設置していきたいと考えています。また、現在、すべての防犯灯をＬＥＤに
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変更する作業を行っています。 

現行の防犯灯の多くは蛍光管を使用していますが、これをＬＥＤ灯にしますと、これ

までに比べて、明るさが増し、電球の球切れも解消されます。 

防犯灯については、今申し上げましたとおり、数量と明るさの両面から取り組み、よ

り一層の防犯対策に努めていきます。 

次に、防犯カメラについてです。 

久喜市では現在、学校や公民館などの公共施設に、必要に応じて防犯カメラを設置し

ています。 

特に、市内の全ての小学校・中学校３４校ありますけれども、この小中学校には平成

２８年３月までに、全部で１２６台の防犯カメラを既に設置しました。 

また、商店街の中の道路などにも、事業者の皆さんにより防犯カメラが設置されてい

るところもあります。 

防犯カメラは、３６５日２４時間の撮影が可能であり、一定期間、映像の保存ができ

ることから、犯罪捜査に活用され、犯人の特定などに効果があると言われています。 

また、このことから犯罪の発生そのものを抑える効力もあると言われており、全国的

に設置に向けた動きがあります。 

しかしながら、本人の意思に関わらず、撮影されてしまうということから、プライバ

シーの問題があり、特に、いろいろな人が通行する道路等への設置には、十分注意する

必要があります。 

このため、設置についてのルール作りが必要でありますので、まずはその検討を進め

ていきたいと考えています。 

久喜市では、警察署をはじめ、学校や地域の皆さん、商店や事業者の皆さんなどのご

協力をいただきながら、通学路や街頭での防犯パトロールなどを実施しています。 

身近な人たちが笑顔で過ごせる、安全な暮らしがずっとこれからも続くよう、防犯灯

や防犯カメラの設置、市民の皆さんの協力に基づく防犯活動などに今後も取り組んでい

きたいと考えています。 

○長谷川広海議長 以上で、小森寛大議員の質問を打ち切ります。 

次に、１０番、酒井應輔議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１０番、酒井應輔議員。 

     〔１０番 酒井應輔議員登壇） 

○１０番 酒井應輔議員 １０番、桜田小学校 酒井應輔です。 

質問通告書により、ボールを使えない公園について質問いたします。 
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僕はバスケットボールが大好きです。放課後や休みの日にも友だちとボール遊びをし

たいと思いますが、残念なことに、最近、ボールを使えない公園が増えてきています。 

小さい子どもや高齢者が集まる公園でボール遊びをすると、ボールが人にぶつかって

危ないのはわかります。しかし、今のままでは、子どもたちがゲームばかりして体力が

落ちてしまう可能性があります。小学校１年生の弟の友だちも、ボール遊びよりもゲー

ムの方が好きな子たちがいます。小さいうちに外でボール遊びをするおもしろさを体験

すれば、楽しみながらボールを投げたり、走ったりするようになるはずです。 

学校の先生からは、埼玉県の子どもたちのボールを投げる力は、全国的に見て課題が

あると聞きました。学校以外でもボール遊びのできる環境が身近にあれば、投げる力も

少しずつ身についていくと思います。 

だから、僕は、公園にボールを使っていいところをつくってほしいです。周りを囲い

などでおおってボールが外に出ないようにすれば、人にあたることもなくなって良いと

思います。公園が、小さい子どもや高齢者にとっても、僕たち小学生にとっても、楽し

める場になると嬉しいです。 

子どもたちのために、ボール遊びのできる場所をつくってほしいです。ぜひご検討を

お願いいたします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 酒井應輔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 酒井應輔議員のご質問に対してお答えします。 

現在、久喜市の公園につきましては、比較的大きな運動公園や住宅地の中の公園など、

約２７０箇所あります。 

これらの公園では、小さい子供からお年寄りまで、多くの方々に利用されていますの

で、状況によっては、ボール等によってほかの利用者に誤って怪我をさせてしまったり、

住宅地の公園では、ボール遊びによる騒音などによって、近くにお住まいの方々にご迷

惑をおかけすることもあります。 

そのようなことから、一部の公園ではボール遊びを禁止しています。 

一方、近年における、子どもの体力や運動機能については、文部科学省が昭和３９年

から行ってきた「体力・運動能力調査」によると、昭和６０年頃を境に低下傾向にあり

ます。 

その理由としては、塾や習い事などが増え、携帯電話やゲーム機の普及により、友達
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と屋外で遊んだり、スポーツを楽しんだり、日常的に体を動かす機会が少なくなってい

ることも影響しているものと考えられます。 

そのため、酒井議員からご提案をいただきましたように、学校以外でもボール遊びの

できる環境を身近な場所に整備することは、有効な改善方法の一つであると思います。 

ご質問のとおり、現在、利用している公園の中に、フェンスなどで囲ってボール遊び

ができる場所を整備することで、公園利用者の安全は確保されるものと考えますが、既

に遊具やトイレなどが設置されており、ボール遊びができるスペースを新たに確保して

いくことは難しい状況であります。 

しかしながら、体力向上のため、身近なところに子供たちが遊べる環境を整備してい

くことは、大切なことであると考えていますので、これから、広い公園を整備する際に

は、ボール遊びなどができる場所の確保についても検討していきたいと考えています。 

○長谷川広海議長 以上で、酒井應輔議員の質問を打ち切ります。 

次に、４番、西咲遼佑議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

４番、西咲遼佑議員。 

     〔４番 西咲遼佑議員登壇） 

○４番 西咲遼佑議員 ４番、青毛小学校 西咲遼佑です。 

通告書により、久喜市から小学校に配られるお金について質問いたします。 

学校では、今年度から各教室にエアコンが設置されました。そのおかげで暑い日でも

快適な環境で、集中して学習することができます。ありがとうございました。エアコン

は、市民の皆さんの税金で設置していただいたと聞きました。 

また、学校で使っている机、ボール、紙などのほかにも学校の電気代や水道代に税金

が使われていると習いました。昨年度の３学期、学習で使うプリントが突然、茶色の紙

に変わりました。白い紙より安いそうです。電気のスイッチもこまめに消して、学校で

は、お金を節約しています。 

そこで３つ質問します。 

１つ目は、久喜市から学校に渡されているお金は十分に足りていますか。 

２つ目は、そのお金は、子ども１人あたりに年間どのくらい使われているのですか。

３つ目は、どの学校も同じ額のお金が渡されているのでしょうか。 

もし困っているなら、僕たちも、節約のためにできることをみんなで考えてやってい

こうと思います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 西咲遼佑議員の質問に対する答弁を求めます。 
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教育長。 

     〔柿沼光夫教育長登壇〕 

○柿沼光夫教育長 西咲遼佑議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、久喜市から学校に配分されているお金は、学校管理費、教育振興費、学校

建設費という名前のものがありますが、このような費用は西咲議員のお話のとおり、皆

さんのお父さんやお母さん、そして会社などが納めている税金でまかなわれています。 

学校管理費の主な内容は、学校が円滑に運営するために必要な費用で、コピー用紙代

などの消耗品費や、切手・はがき代など主に事務経費等に使われるお金です。また、学

校の施設、設備の維持管理に要する費用として、校舎の窓や扉がこわれたり、照明、音

響機器などが故障したりしたものを直すお金であります。 

次に、教育振興費の主な内容は、図書室の本や、理科の授業などで使う実験器具、音

楽の授業などで使う楽器などを購入するためのお金です。 

次に、学校建設費の主な内容は、校舎や体育館、プールなどの古くなったところや、

壊れているところなどを直したり、建てかえたりするお金です。 

平成２８年度の予算では、先程申し上げました、学校管理費、教育振興費、学校建設

費の合計７億９，７３９万２，０００円を、市内の小学生の総数７，３４９人で割ると、

児童１人当り年間約１０万８，０００円になります。 

一方、各学校で使用するお金は、学校ごとで建設工事、維持管理工事などの内容が違

いますし、校舎などの大きさ、各学校の児童数、学級数などの違いもありますので、同

じ額ではありませんが、それぞれ学校の必要に応じて、できるだけ足りるよう配分して

います。 

また、校長先生をはじめ、担任の先生などの給料は、埼玉県から支給されています。 

国が調査した、在校生一人当たりの学校教育費、これは埼玉県などの都道府県と久喜

市などの市町村が支出した教育費の合計額を学校に通っている児童生徒の総数で割った

金額ですが、それによると、平成２６年度の小学校では、一人当たり９３万      

９，５７３円、中学校では、一人当たり１０７万２，４９６円にのぼります。 

今年度、皆さんの学校にエアコンが設置されましたが、これには、電気代がかかりま

す。効率的効果的にムダなく使うこと、また、コピー用紙や器具などを大切に使うこと

も、限られた予算、また資源の節約になりますので、皆さんで考えて使ってほしいと思

います。 

○長谷川広海議長 以上で、西咲遼佑議員の質問を打ち切ります。 

次に、１２番、扇谷花江議員の市政に対する質問をお受けいたします。 
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１２番、扇谷花江議員。 

     〔１２番 扇谷花江議員登壇〕 

○１２番 扇谷花江議員 １２番、東鷲宮小学校 扇谷花江です。 

通告書により、少子化対策について質問いたします。 

内閣府が掲げている少子化対策として、「結婚から出産、子育てまでの切れ目のない支

援」や「都市部から地方へ移転しやすい環境づくり」があります。そのような中で、私

は、久喜市も「住んでよかった」と言ってもらえるようなまちづくりが必要とされてい

ると考えます。 

私が毎日通う学校に目を向けてみると、市内の小・中学校には、エアコンを設置して

いただきました。また、防犯カメラも設置していただきました。そのおかげで、私たち

児童生徒は、安全に、快適に、学習に取り組むことができています。東鷲宮駅周辺での

保育所整備のお知らせもいただきました。 

また、小学３年生からは久喜市の文化や歴史も学びましたが、先月行われた「提燈祭

り」は、提灯の数が日本一であるなど、日本中に誇れる祭りであると思います。 

このように久喜市には、子育てをするうえで「住んでよかった」と思えることがたく

さんあると私は思います。 

そこで、久喜市の少子化対策として次の２点について質問いたします。 

今後、久喜市に転居する人が増えるよう、久喜市の魅力をどのようにＰＲしていきま

すか。 

安心・安全で、子どもに優しいまちづくりを、今後、どのように進めていきますか。 

「子どもを育てるなら久喜市で教育するなら久喜の学校で」という言葉を聞いたこと

がありますが、久喜市の今後の取組について教えてください。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 扇谷花江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 扇谷花江議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、久喜市に転入する人が増えるためのＰＲについてです。 

久喜市は、豊かな自然環境と、都心まで一時間圏内という利便性を兼ね備えた、大変

住みやすいまちであると私は思っています。また、ご質問の中にございました、久喜提

燈祭り「天王様」や鷲宮神社、あやめ・ラベンダーなど、様々な観光資源があります。 

久喜市に転入する人を増やしていくためには、このような様々な久喜市の魅力を最大
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限に活かすことが重要であると考えています。 

現在久喜市では、久喜市に移り住んでいただく方や訪れていただく方を増やすため、

平成２８年３月に策定しました「久喜市総合戦略」に基づき、若者に選ばれる魅力的な

まちをつくることを基本目標の一つに据えて、取り組みを進めています。 

具体的には、市の魅力をＰＲするシティプロモーションの事業として、観光ガイドや

住みやすさをＰＲする冊子の作成、また、久喜市ＰＲビデオを作成し、動画サイト等を

活用し広く市の魅力を発信するなど、様々な取り組みを行っています。 

このように久喜市の魅力を全国にＰＲしていくことで、久喜市のイメージを高めてい

き、また、現在久喜市に住んでいる方々にも、久喜市に誇りや愛着を持っていただき、

市民の皆さんが一体となって、久喜市の魅力をＰＲしていくことが大事なことだと考え

ています。 

そして、だれもが、「行ってみたい 」、「住んでみたい」と思えるまち、また、「住んで

よかった」、「ずっと住み続けたい」と実感できるまちにしていきたいと考えています。 

次に、二つ目の子どもに優しいまちづくりについてです。 

現在、本市では、子どもや子育て家庭を支援するため、平成２７年３月に策定した「久

喜市子ども・子育て支援事業計画」に基づき、各種の事業に取り組んでいます。 

また、「久喜市総合戦略」においても、子育て家庭を支援するための様々な事業に取り

組んでおり、これらの各種事業に着実に取り組んでいくことが、子どもに優しいまちづ

くりの実現や少子化対策につながるものと考えています。 

これら、計画に基づく、本市の取り組みの一例を申し上げますと、子どものいる家庭

に手当を支給する、「児童手当給付事業」、幼稚園や保育園の送迎のお手伝いなどをする

「ファミリー・サポート・センター事業」、出産直後の家庭に家事や育児のためのホーム

ヘルパーを派遣する「久喜市子育て支援ホームヘルパー派遣事業」、中学校卒業までの入

院分まで対象を広げて実施している「こども医療費支給事業」などがあります。 

このほか、第３子以降の出産に対してお祝金を支給する「すくすく出産祝金事業」や、

心身の障がいや発達に遅れのある児童が遊びを通して、持っている力を引き出し、機能

の発達を促すことができる「おもちゃ図書館事業」などの久喜市が独自に行っている事

業もあります。 

また、仕事をしている家庭などを支援する「公立保育所」や「学童保育施設」の整備、

急な病気で保育園などに通えない子どもを病気が快復するまでの間、一時的に預かる「病

児保育事業」の実施、親子の交流や、遊びの場の提供などを行う、地域子育て支援セン

ターや児童センター、児童館などの子育て支援拠点を１８箇所整備するなど、より子育
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てのしやすいまちづくりにも取り組んでいます。 

このような、本市が行っている子ども・子育て支援サービスを、より多くの方々に知

っていただくため、子どもや子育て家庭が必要とするサービスや施設に関する様々な情

報をホームページへ掲載することはもとより、併せて「久喜市子育てガイドブック」を

発行し、子育て世代に配布するなど情報発信の充実に努めています。 

なお、妊娠期から子育て期までの、子どもや子育て家庭の様々なニーズに応えるため、

関係機関が連携し、切れ目の無い支援をする取り組みについても、現在、検討している

ところであります。 

本市では、これまでも子どもや子育て家庭を支援する事業に取り組んでまいりました

が、今後も、安全で安心して子どもを産み育てられる、様々な子育て支援事業を市民の

皆さんと一緒に取り組み、更なる充実を図ることで、皆さんが久喜市に住んでよかった

と感じられる、子どもに優しいまちづくりを推進していきたいと考えています。 

○長谷川広海議長 以上で、扇谷花江議員の質問を打ち切ります。 

次に、１３番、渡部那奈香議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１３番、渡部那奈香議員。 

     〔１３番 渡部那奈香議員登壇〕 

○１３番 渡部那奈香議員 １３番、久喜南中学校 渡部那奈香です。 

通告書により、久喜市の図書館について質問いたします。 

以前、子どもの活字離れが問題になっていると聞きました。私は、本を読むことでた

くさんの知識や情報を得ることができると思います。現在、私の通学している久喜南中

学校では、毎朝１０分間の読書タイムを行い、それによって本を読む機会が増えている

と感じています。このように、きっかけがあれば小・中・高校生が本を読んだり図書館

を利用したりする機会にも恵まれると考え、久喜市内の図書館の利用が活発にできない

かと思い質問させていただきます。 

まず、図書館の利用をより活発にするために、多くの人が気軽に利用できるパブリッ

クスペースや中高生の自習スペースなどを設置することはできないでしょうか。 

次に、図書館で行っているイベントや新刊の紹介などの案内やポスターを、学校を通

して配布していただくことは可能でしょうか。 

最後に、今後図書館利用者数の増加や幅広い人々のために、図書館で既に行っている

ことがあれば教えてください。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 渡部那奈香議員の質問に対する答弁を求めます。 



- 28 - 

教育長。 

     〔柿沼光夫教育長登壇〕 

○柿沼光夫教育長 渡部那奈香議員のご質問に対してお答えします。 

現在久喜市内には、久喜市が運営している中央図書館・菖蒲図書館・栗橋文化会館図

書室・鷲宮図書館の４館があります。また、久喜市役所本庁舎の隣には埼玉県立久喜図

書館があり、いずれも多くの市民の方々にご利用いただいています。 

ご質問にあります、多くの人が気軽に利用できるパブリックスペースは、中央図書館

及び鷲宮図書館では中庭に、菖蒲図書館及び栗橋文化会館図書室では玄関ホールに用意

しています。また、４つの図書館には、年齢にかかわらず自習ができる場所も館内に用

意していますのでご利用いただきたいと思います。 

次に、図書館のイベントや新刊については、中央図書館では、「中央としょかんだより 

こどもばん」や「中央図書館だより」及び「中高生におすすめの図書」の案内を発行し、

学校に配布しています。その中でイベントや新刊などの紹介を行っています。 

一方、中央図書館以外の図書館では各学校への案内の配布を行っていないため、それ

ぞれの図書館のイベント等の情報が十分伝わっていないと思いますので、今後、学校と

協議をしながら、お知らせできるよう検討していきたいと思います。 

また、図書館のホームページでも各図書館で開催するイベントや新刊の紹介などお知

らせしていますので、ご利用いただきたいと思います。 

最後の質問の図書館利用者を増やすための事業ですが、乳幼児期から本に親しむ機会

を増やすことを目的として、乳児の４か月児健康診査の時に、絵本等のプレゼントをす

るブックスタートという事業を行っています。 

また、小学生に対しては、図書館職員が小学校を訪問して授業に役立つ本や、子ども

たちが興味を持つような本の紹介をしています。 

さらに、幼児から高校生までを対象に、意欲的に読書に取り組んでもらうため、読書

通帳を配布したり、大人の方には、名作映画会を行ったり、様々なテーマに基づく講演

会などの事業も各館で行っています。 

今後も、一人でも多くの方が読書に親しみ、図書館に来館されるよう、様々な事業の

充実を図ってまいります。 

○長谷川広海議長 以上で、渡部那奈香議員の質問を打ち切ります。 

次に、１７番、石塚駿一議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１７番、石塚駿一議員 

     〔１７番 石塚駿一議員登壇〕 
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○１７番 石塚駿一議員 １７番、鷲宮東中学校 石塚駿一です。 

通告書により、久喜マラソン大会の実施について質問いたします。 

第１回久喜マラソン大会が今年３月に行われました。鷲宮東中学校からは、サッカー

部の顧問の先生と３０人以上の生徒が参加しました。みんな完走でき、走り終えた後は

満足感がありました。顧問の先生も「思っていたより規模が大きくて面白かった」と言

っていました。 

ところで、第２回久喜マラソン大会は実施されますか。実施されるとしたら、鷲宮東

中学校の周辺をコースに入れてもらうことはできませんか。 

鷲宮東中学校の周辺は田園地帯で、広々とした自然豊かな地域です。鷲宮東中学校の

周辺もコースになれば、学校も地域も昨年以上に盛り上がり、参加者も増えると思いま

す。 

また、安全面については、県道加須幸手線が学校近くに走っていますが、全体的には

とても落ち着いた環境です。マラソンのコースとしてもふさわしいと思います。 

すぐ近くには「花と香りの公園」という、地域の人たちの憩いの場であるきれいな公

園もあります。応援する人も集まりやすいし、何かイベントを行なうにも最適だと思い

ます。 

さらに、鷲宮東中学校周辺をコースにフルマラソンも導入したらどうでしょうか。将

来的には、久喜マラソン大会が、国際的な大会になって、海外の選手も参加してくれる

ようになるといいと思います。鷲宮地区はアニメの文化もあるので、海外の選手に鷲宮

を走ってもらいたいです。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○長谷川広海議長 石塚駿一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 石塚駿一議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、第２回久喜マラソン大会の実施についてです。 

第２回よろこびのまち久喜マラソン大会は、平成２９年３月１９日、日曜日に久喜市

総合運動公園をメイン会場に開催する予定です。 

実施する種目については、第１回大会と同様に、ハーフの部、３キロメートルの部、

２キロメートルの部、２キロメートル親子の部を予定しています。 

次に、コースについてです。 

久喜マラソン大会は、市のスポーツ振興のほか、市の魅力を市内・外に発信すること
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が期待されています。 

このことから、会場となる総合運動公園をスタートに本市の魅力を凝縮したハーフマ

ラソン大会のコースを検討したところです。 

その結果、久喜駅周辺の「賑わい」、鷲宮神社の「歴史と文化」、そして、本市在住で

最強の市民ランナーと言われている川内優輝さんが、ジョギングコースとして推薦する

コスモスふれあいロード及び周辺の「自然」をコースに盛り込んだところです。 

ご提案のとおり、鷲宮東中学校の周辺の豊かな自然や、地域の憩いの場も本市の持つ

魅力の１つでありますけれども、現時点では、鷲宮東中学校まで久喜マラソン大会のコ

ースを延長することは難しいと考えています。 

次に、フルマラソンの導入についてです。 

現在、埼玉県内のフルマラソン大会は、さいたま国際マラソンの１大会のみとなって

います。 

フルマラソンを久喜マラソン大会に導入することは、大会の魅力ともなり、国内だけ

ではなく、海外からも参加者を呼び込むきっかけになるものと考えています。 

しかしながら、交通規制による市民生活への影響が大きいこと、ランナーがコースを

安全に走るために非常に多くのスタッフが必要となること、多額の経費を要するなど、

様々な面において、ハーフマラソン大会以上の課題があります。 

このようなことから、当面はハーフマラソン大会の開催を重ねて、大会の知名度、大

会運営のノウハウなどをしっかりと蓄積していくとともに、大会ホームページなどを通

じて、大会の魅力を広く発信していきたいと考えています。 

そして、将来的には、海外からも多くの選手にご参加いただける大会になることを期

待しているところですので、今後とも、久喜マラソン大会にご支援とご協力をお願いし

ます。 

○長谷川広海議長 以上で、石塚駿一議員の質問を打ち切ります。 

   ◎ 休 憩 の 宣 告 

 

○長谷川広海議長 

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４５分） 

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

 （再開 １５時５分） 
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   ◎ 再 開 の 宣 告 

 

○長谷川広海議長 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〕 

○扇谷花江副議長 私は、子ども議会の副議長となりました東鷲宮小学校の扇谷花江と申

します。皆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。 

３番、梅原菜摘議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

３番、梅原菜摘議員。 

     〔３番 梅原菜摘議員登壇〕 

○３番 梅原菜摘議員 ３番、本町小学校 梅原菜摘です。 

通告書により、久喜市の知名度アップについて質問いたします。 

私は、神奈川県出身で、久喜市に引っ越してきました。久喜市については、全く知ら

なくて、久喜市を知るためにいろいろなことを調べました。すると、久喜市には、梨や

塩あんびんなど美味しい食べ物や提燈祭りなど楽しいイベントがあることを知りました。 

久喜市の知名度がアップすれば、提燈祭りはもっと盛り上がるし、久喜市の様々な名

所も観光客が増えると思います。 

久喜市を紹介するイベントをほかの都道府県で実施したり、特産品をほかの都道府県

のイベントで販売したりするなどによって、久喜市の知名度がアップすると思います。

知名度アップのための取組があったら教えてください。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○扇谷花江副議長 梅原菜摘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 梅原菜摘議員のご質問に対してお答えします。 

本市には、久喜提燈祭りをはじめとするお祭りやイベント、初詣客埼玉県内２位であ

る関東最古の大社と言われる鷲宮神社などの由緒ある伝統文化のほか、豊かな自然に恵

まれ、お米、梨、イチゴなどの栽培が盛んで、特に、梨やイチゴは、県内でも有数の生

産量を誇っています。 

特産品としては、ちょうちんサブレや塩あんびん、梨を素材としたケーキやカレー、
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市内で作られた日本酒などがあり、これらを様々な機会を捉えてＰＲしています。 

昨年度県外の皆さんに特産品の販売やＰＲ等の取り組みを行った事例をいくつか紹介

します。 

はじめに、本市と友好都市であります青森県野辺地町に商工会、ＪＡ南彩農協、梨組

合などの皆さんと一緒に出向き、ふるさと物産テント市において梨などを販売いたしま

した。 

次に、神奈川県の海老名サービスエリアにおいて、圏央道の埼玉県内全線開通に伴う

埼玉県主催の「圏央道開通に伴う埼玉県観光誘客イベント」に参加し、久喜市の特産品

が掲載された観光パンフレットの配布などを行いました。 

そのほか、全国の理容師、床屋さんですね、理容師が腕を競い合う「全国理容競技大

会」が埼玉県ではじめて久喜市総合体育館で開催された際には、全国から約１万３千人

が訪れ、屋外の特設テントで梨組合による梨の販売や商工会による特産品の販売、観光

協会によるパンフレットの配布を行いました。 

また、久喜市では、動画を活用したＰＲにも力を入れています。本年３月には、久喜

市の様々な魅力について紹介する「久喜市ＰＲビデオ」を作成いたしました。 

このビデオは、１,０３８人にご協力いただいた「１０００人ワンカット撮影編」をメ

インとした市のＰＲビデオとなっており、公益社団法人日本広報協会が主催する平成 

２８年全国広報コンクール企画部門において入選するなど大きな話題となり、さらに久

喜市をＰＲできたところであります。 

現在、市では、若者を久喜市に呼びこむため、２０代、３０代の若い女性に人気のあ

る観光ガイド「ことりっぷ」という冊子の久喜市版の作成や、市外に住む子育て中のお

父さん、お母さんを対象とした久喜市の住みやすさをＰＲする冊子の作成を予定してい

ます。さらには、「久喜市ＰＲビデオ」の第二弾も作成中です。 

今後も、より魅力的な情報を広くお届けできるよう、若者にターゲットを意識した動

画やパンフレット等を活用したＰＲのほか、広報くきやホームページ、さらには、ツイ

ッターをはじめ、フェイスブック、ライン、ユーチューブ動画などのソーシャルネット

ワークサービス、いわゆる「ＳＮＳ」を活用して、久喜市の様々な情報を発信すること

で、知名度アップを図り、梅原議員のように久喜市に関心をもっていただく方を増やし

て、市民の皆さんと一緒に久喜市の魅力をもっともっとＰＲしていきたいと考えていま

す。 

○扇谷花江副議長 以上で、梅原菜摘議員の質問を打ち切ります。 

次に、５番、神作陽太議員の市政に対する質問をお受けいたします。 
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５番、神作陽太議員。 

     〔５番 神作陽太議員登壇〕 

○５番 神作陽太議員 ５番、久喜北小学校 神作陽太です。 

通告書により、自転車専用道路を増やすことは可能かどうかについて質問いたします。 

僕は、小学校３年生から自転車で出かけることが増えました。自転車で野球の練習に

行ったり、買い物に行ったりすることがあります。自転車だと行ける場所が広がるので、

とても便利です。 

しかし、自転車に乗っていてこわいなと思うことがあります。それは、出かけるとき

に大きな道路を通るときです。大きな道路を走ると、車にぶつかりそうになってこわい

思いをします。大きな道路を走るのがこわいと思い、歩道を走ると歩行者にぶつかりそ

うになってしまいます。高学年の僕もこわいと思うときがあるので、低学年の子たちは

もっとこわいと感じているのではないでしょうか。 

また、埼玉県は、平成２７年の調査によると、自転車の死亡事故が全国で３番目に多

い県です。事故を起こした人の割合は、高齢者の方が半分を占めていましたが、最近は、

僕たちのような子どもの割合も増えてきているようです。 

だから僕は、もっと多くの場所に自転車専用道路をつくってほしいと考えました。な

ぜなら自転車専用道路が増えれば、みんなが安全に自転車に乗れるようになり、高齢者

や小さな子どもなども安心して歩道を歩くことができ、自転車の交通事故も少なくなる

のではないかと考えたからです。 

今後、久喜市では自転車専用の道路を増やす予定はありますか。また、増やしていく

ことは可能ですか。お伺いします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○扇谷花江副議長 神作陽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 神作陽太議員のご質問に対してお答えします。 

自転車は、徒歩よりも大幅に行動範囲が広がる手軽で便利な、また、環境にも優しい、

大変優れた移動手段であることから、子供から高齢者まで、多くの方が利用されていま

す。 

自転車については、車道での自動車との接触事故や歩道での歩行者との接触事故等が

多く発生しており、社会問題となっています。 

埼玉県内での自転車が関係する交通事故の割合は、すべての交通事故の約２割を占め、
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自転車に関する交通安全対策が必要です。 

自転車の交通安全対策としては、市民の皆さんに自転車の交通安全に関する意識や関

心を高めていただいたり、自転車の交通ルールや安全な乗り方についての啓発活動や交

通安全教育を行うとともに、安心して道路を通行できるような道路整備などソフト面と

ハード面の双方の取り組みが必要であると考えています。 

このため、本市では、市内の大規模店舗や鉄道駅など多くの人が集まる場所でチラシ

や啓発物品を配布したり、各小学校などで交通安全教室を開催しています。 

一方、道路整備については、自転車だけの専用道路の場合、自転車しか通ることがで

きないことや、どこに造るかといった課題があることから、自転車が安全に通行できる

道路を造る方が効果的であると考えています。 

そのため、幅の広い幹線道路において、自動車、自転車、歩行者それぞれが通行する

場所を分けるために、自転車専用レーンを設置してまいりました。 

このような中、現在、久喜市においては、久喜駅西口の駅前通りや久喜東小学校近く

の道幅の広い県道など交通量の多い幹線道路に、自転車専用レーンが設置されています。 

自転車専用レーンを設置するためには、幅の広い道路にする必要があり、道路に面し

ている皆さんから、土地などを提供していただくこととなり、地権者の皆さんの協力が

必要なことや、整備するためには多くの費用もかかることなど様々な課題があります。 

市民の皆さんがより安全に自転車を利用し、交通事故を少なくするため、今後、新し

く幅の広い幹線道路を作る際には、自転車の通行レーンの設置など、警察署とも話し合

いながら、より安全で安心して通行できるような道路となるよう、取り組んでいきたい

と思っています。 

○扇谷花江副議長 以上で、神作陽太議員の質問を打ち切ります。 

次に、９番、添田実優議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

９番、添田実優議員。 

     〔９番 添田実優議員登壇〕 

○９番 添田実優議員 ９番、栗橋小学校 添田実優です。 

通告書により、ソーラーパネルの設置について質問いたします。 

総合的な学習の時間に、環境にやさしいエネルギー、これからの地球のことを考えた

環境エネルギーについて調べました。その中で、ソーラーパネルを活用した発電のよさ

について知りました。また、栗橋駅の近くには大型のソーラーパネルが設置してあるこ

とにも興味がありました。 

今年度から久喜市内の小中学校にエアコンが設置され、今まで以上に電力消費量が増
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えることが予想されます。今後は人々が快適に過ごせるだけでなく、地球にもやさしい

環境づくりを推進していくことが必要だと考えます。 

校舎の屋上や体育館の屋根にソーラーパネルを設置することで、学校で使う電力のほ

かにもたくさんの活用方法が考えられます。例えば、災害などのいざという時に備え、

電気を蓄えておくこともできると思います。また、余った電力は地域で利用できるよう

にすることも良いと思います。 

隣の栗橋南小学校には校舎の屋根にソーラーパネルが設置してあると聞いています。 

そこで、久喜市ではソーラーパネルを学校に設置する予定があるか伺います。 

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。 

○扇谷花江副議長 添田実優議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

     〔柿沼光夫教育長登壇〕 

○柿沼光夫教育長 添田実優議員のご質問に対してお答えします。 

東日本大震災以降、電気の需要と供給のバランスが大きな課題となりました。私たち

が暮らす日本は、電気を作る源となる石油や石炭、天然ガスなどのいわゆる、化石燃料

の８割以上を海外からの輸入に依存しています。その一方で、中国やインド、東南アジ

アなどの新興国の経済発展などを背景として、世界的にエネルギーの需要が増大してい

ます。 

そのような中、ソーラーパネルを設置して太陽の光をエネルギー源として電気を作り

出す太陽光発電や、風の力を利用して風車を回すことにより発電する風力発電、ダムを

造って水の力で発電する水力発電など、自然界に存在するエネルギーを活用した「再生

可能エネルギー」が大変注目を集めています。 

添田議員も言われるとおり、地球にやさしい環境づくりを推進することは、私たちが

住む地球をいつまでも美しく守っていくためにもとても重要なことです。 

久喜市内の小中学校では、平成１３年に久喜南中学校、平成１５年に久喜小学校のそ

れぞれの体育館の屋根、そして平成２５年に添田議員のお話にありました、栗橋南小学

校の校舎の屋上にソーラーパネルを設置して太陽光による発電を行い、一部の電力を賄

っています。 

栗橋南小学校の太陽光発電システムは、発電規模３５キロワットと久喜市の公共施設

に設置した太陽光発電システムでも最大級のものを設置しています。 

栗橋南小学校における平成２７年度の 1 年間に使った電気の量は、１０万     

５，９２３.７キロワットとなっており、また、太陽光発電による年間発電量は、４万     
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４，７４２.７キロワットでした。 

従って、使った電気の量の４２．２パーセントを発電したことになります。 

市内の小中学校で太陽光発電を使っている施設は、どの施設も元々あった体育館や校

舎が古くなったことにより建て替えが必要になり、建物を新しく作り直した際に設置を

したものです。 

体育館や校舎を建て替えるということは、とても大きな費用が必要になります。また、

太陽光発電システムを設置するためにも高額な費用が必要になります。そのために、で

きるだけ新しい施設で長く使えるようにすることが必要となりますので、太陽光発電の

設置については、今後も施設の改築や大規模改修など、施設を新しくする際に可能な限

り設置していきたいと考えています。 

また、電気やガスなどのエネルギーの使い過ぎは、地球温暖化に影響を与えます。  

一人ひとりが省エネルギーなどの環境問題について考え、地球にやさしい環境づくりに、

みんなで取り組んでいただきたいと思っております。 

○扇谷花江副議長 以上で、添田実優議員の質問を打ち切ります。 

次に、７番、飯塚春議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

７番、飯塚春議員。 

     〔７番 飯塚春議員登壇〕 

○７番 飯塚春議員 ７番、栢間小学校 飯塚春です。 

通告書により、栢間の自然を守ってほしいについて質問をいたします。 

私たちは、社会科の学習で、学区内の神明神社の環境や、「久喜市環境基本計画」や「久

喜市緑の基本計画」について調べました。久喜市では、自然を守るために、市役所で働

く人や市民の方々が、様々な取組をしていることがわかりました。調べたことをもとに、

栢間のすばらしい自然環境を未来につなげるために、私たち小学生にできることは何か

を考え、「かやま環境宣言」をつくりました。 

栢間には、絶滅の危機にあるオオタカの巣がある神明神社の社そうをはじめ、豊かな

自然がたくさんあります。私は、栢間小学校の校庭に立ち並ぶ桜の木や市民農園菖蒲に

咲く花が大好きです。この美しい自然を守っていきたいです。 

今年度から久喜市内すべての小中学校にエアコンが設置されました。「かやま環境宣

言」にあるように、栢間小学校では、学校や家庭でエアコンを使うときにはカーテンを

閉めて、エアコンを消しても室内温度が上がらないようにし、エアコンの使用を最小限

にできるように取り組んでいます。 

また、給食を残さず食べたり、食器を洗うときには油よごれをふきとってから洗った
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り、ごみをしっかり分別したりということにも取り組んでいます。大人へは、「環境にや

さしい商品を買ってください」、「なるべく車は使わず、バスや歩きで移動するようにし

てください」など呼びかけています。 

このように、自然環境を守るための取組を、久喜市全体で一緒に取り組んでほしいと

考えていますがいかがでしょうか。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○扇谷花江副議長 飯塚春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 飯塚春議員のご質問に対してお答えします。 

久喜市では、平成２４年１０月に「かけがえのない地球を守り、健全で恵み豊かな環

境を守りながら将来の世代へ引き継ぐこと」そして、「昔の人から受け継いだ「水」と「緑」

に包まれた良い環境を守り、自然と人間が共に生きていくことができる地球に優しい都

市づくりを進める」との考えのもと、「久喜市環境基本条例」を定め、今ある環境を守る

だけではなく、より良い環境を創りだすことを、市民の皆さんと一緒に取り組むことと

いたしました。 

また、条例で決めた取り組みをするための具体的な内容を「久喜市環境基本計画」と

して、平成２５年３月に作りました。 

この環境基本計画では、「水と緑と街が調和した豊かな環境を守り・育て、未来につな

ぐまち『久喜』」を目指すべき未来の久喜市の環境の姿として、その実現のために４つの

目標を定めています。 

１つ目は、「地球にやさしい循環型のまち」、２つ目は、「豊かな自然と人がともに生き

るまち」、３つ目は、「健康で安全に暮らせるまち」、４つ目は、「みんなで取り組む環境

づくりのまち」です。 

これらの目標を達成するために、久喜市では、地球温暖化対策のためのエネルギーの

節約やごみを減らすこと、野生生物や身近な緑を守ること、公害のもとになるものの調

査など、様々な取り組みを行っています。 

市民の皆さんや会社などの皆さんには、電気・ガス・灯油などのエネルギーの節約や

ごみのリサイクル、公害を発生させないための活動などについて、お願いをしています。 

これからも、市民・会社などの皆さんと一緒に、目指すべき未来の久喜市の環境の姿

の実現のため、これらの取り組みを進めていきたいと思います。 

飯塚議員をはじめとした栢間小学校の皆さんは、栢間のすばらしい自然環境を未来に
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つなげるために、自分たちのできることは何かを考えて、節電やごみを減らす取り組み

などを進んで行う「かやま環境宣言」を定めています。 

このことは、「環境基本条例」の考えや「環境基本計画」の取り組みと同じ内容で、大

変すばらしい宣言であると考えています。 

今後は、「かやま環境宣言」など、環境の大切さについて、地域の方々などにも大きく

広げていただきますようお願いをします。 

○扇谷花江副議長 以上で、飯塚春議員の質問を打ち切ります。 

次に、１１番、松本珠蘭議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１１番、松本珠蘭議員。 

     〔１１番 松本珠蘭議員登壇〕 

○１１番 松本珠蘭議員 １１番、砂原小学校 松本珠蘭です。 

通告書により、青毛堀川の横断歩道の所に信号機をつけてほしいについて質問いたし

ます。 

私は、登下校の時に柳橋すぐ北側にあるお宅前の横断歩道を渡ります。柳橋とは、砂

原小学校前の歩行者用押しボタンのある横断歩道を渡り、北に曲がり歩行者用グリーン

ベルトを１５０メートル位歩くと青毛堀川にかかる橋を渡ります。そこに架かる橋のこ

とです。 

この柳橋は特に朝と夕方に車の交通量が多いので、安全にこの橋が渡れるように、す

ぐ西側に歩行者・自転車専用の橋があります。また、柳橋の横断歩道には朝の７時から

８時までは、交通指導員さんが立って私たちが安全に道路を渡れるようにしてくれます。 

この横断歩道を渡る児童は、池の台方面、鷲宮図書館方面、鷲宮学校給食センター、

鷲宮中学校方面の児童で、通学班が１６班あり、９３人もいます。 

低学年が下校するときは、学校応援団の見守り隊の方が一緒に下校して、この横断歩

道を渡してくれます。 

でも、特に６時間授業の私たちが下校するときは、車の通りが多く、いつ道路を渡っ

て良いのか、タイミングが分からず、困っています。それは、青毛堀川に沿って東から

来る車は、一時停止してもすぐに柳橋を渡って、横断歩道近くまで来るので、私たち６

年生でも横断するときは左右の安全と、車がきちんと止まったことを確認して横断歩道

を渡りますが、低学年の２年生や中学年の３・４年生だけで下校する時はもっと不安で

危険に感じると思います。 

そこで、青毛堀川の柳橋すぐ北側の横断歩道に「歩行者用押しボタン信号機」をつけ

ていただければ、私たちは安心して道路を渡れると思います。 
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私たちが安全に登下校できるようよろしくお願いします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○扇谷花江副議長 松本珠蘭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 松本珠蘭議員のご質問に対してお答えします。 

ご質問の歩行者用押しボタン信号機につきましては、道路を横断する歩行者などの安

全性が高まり、通行車両の多い交差点等での交通事故防止に大変有効なものです。 

しかしながら、信号機の設置や管理等につきましては、車両等の通行を規制するため

の法律であります、道路交通法に基づき、都道府県に設置されている公安委員会という

機関が行うこととされており、市町村が独自にできないことになっています。 

したがいまして、新たに信号機を設置するためには、久喜警察署や幸手警察署を通じ

て埼玉県公安委員会に設置を要望することになります。 

本市では、従来から、地域の皆さんのご意見やご要望をお伺いしながら、児童・生徒

の皆さんが交通事故に遭わないよう、通学路等への信号機設置などの交通規制の要望を

行っております。 

ご質問の青毛堀川の横断歩道の箇所ですが、久喜警察署と協議したところ、道路に歩

道が無く、横断歩道の手前で子ども達が待つスペースがないことから、現在のところ歩

行者用押しボタン信号機の設置は難しいとのことでした。 

この様な状況ですが、既に行っています交通指導員による立哨指導、市職員による通

学路巡回パトロールに加え、「通学路注意」や「横断者あり」といった注意を促す看板の

設置、当該個所周辺に係る久喜警察署へのパトロールの依頼など、久喜市でできること

は実施をしていきたいと考えています。 

今後も市民の皆さんと一体となり、久喜警察署、幸手警察署などの関係機関の協力を

得ながら、交通事故のない安全で安心に暮らせるまちづくりのために、交通安全対策を

行っていきます。 

○扇谷花江副議長 以上で、松本珠蘭議員の質問を打ち切ります。 

次に、１４番、根本真琴議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１４番、根本真琴議員。 

     〔１４番 根本真琴議員登壇〕 

○１４番 根本真琴議員 １４番、太東中学校 根本真琴です。 

通告書により、開校３２周年を迎えた、太東中学校の耐震対策や老朽化対策について
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質問いたします。 

私の中学校は、とても環境に恵まれていて、いつも穏やかで爽やかな風が吹きぬける

素敵な学校です。 

創立３２年を迎え、本年度からは、コミュニティ・スクールになり、さらに「当たり

前の光る学校」と発展していくと思います。 

理想を言えば、３２年の歴史の中で、施設的に老朽化してしまっているところなどが

ありますので、出来るだけ早く、耐震や改修工事を行っていただければ、さらに素敵な

学校生活が送れると思います。耐震工事、及び改修工事の予定がお分かりになれば教え

ていただきたいと思います。 

特に、台風などの暴風雨時に、体育館や校舎のつなぎ目等に雨漏りがあります。その

ような箇所等の改修工事やトイレの洋式化の工事等の予定があれば教えていただきたい

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。 

○扇谷花江副議長 根本真琴議員の質問に対する答弁を求めます。 

教育長。 

     〔柿沼光夫教育長登壇〕 

○柿沼光夫教育長 根本真琴議員のご質問に対してお答えします。 

建物に対する耐震化の取り組みは、これまでの大きな災害等を契機に大きく変化して

きました。 

特に学校施設は、児童生徒が多くの時間を過ごす学習、生活の場であるとともに、非

常災害時には地域住民の応急避難場所としての役割も果たすことから、安全性の確保は

とても重要であります。 

建築物の耐震につきましては、昭和５６年６月１日に建築基準法に基づく耐震基準が

改正されました。耐震基準とは、建物が地震の震動に耐え得るために必要な構造の基準

を定めたものです。 

昭和５６年６月以降の新基準に基づく建物は、中程度の地震に対して損傷しないこと

や、大地震に対して倒壊しないことなどを満たす設計などが求められており、現在もそ

の基準で建物を建てることとなっています。 

そのようなことから、市では、すべての学校の建物について調査を行い、旧基準、古

い基準で建てられた建物で新基準を満たしていないものは、すべて耐震補強工事を行う

ことといたしました。 

市内には、昭和５６年６月以前に建てられた小中学校の校舎や体育館などが合計、  
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５３棟ありましたので、計画的に耐震補強工事を行い、平成２７年度にそのすべての小

中学校の補強工事は完了をいたしました。 

ところで、根本議員の通う、太東中学校の校舎や体育館は、昭和６０年３月に建てら

れた建物ですので、新基準により建てられており、耐震補強工事の必要がなかったとい

うことですので、安心していただきたいと思います。 

次に、雨漏りやトイレのつまりなどの改修工事につきましては、学校と教育委員会と

で不具合の箇所を確認し、協議しながら、緊急性のあるところから順に修繕工事を行っ

ています。 

太東中学校では、昨年度、台風の際体育館に雨が吹き込み床が反るなどして、体育の

授業や部活動に影響が生じましたので、アリーナの床の一部張替や、雨樋の修繕を行い、

安全に体育館が使用できるように改善いたしました。 

次にトイレのご質問ですが、久喜市の学校の建物については、ほとんどが昭和の時代

に建築されたもので、当時のトイレは大部分が和式のトイレでした。 

一方、近年、家庭では生活の洋式化や高齢化などに伴い、洋式トイレの普及が進んで

おり、現に障がいのある方なども洋式トイレの方が使いやすいと思います。 

これまでも校舎の耐震化や大規模改修に併せて洋式トイレへの改修工事を進めてきま

した。しかし、まだトイレの洋式化の済んでいない学校もかなりありますが、改修には、

多くの費用を伴いますので、今後も学校の大規模改修などの施設整備と共に進めてまい

りたいと考えております。 

○扇谷花江副議長 以上で、根本真琴議員の質問を打ち切ります。 

次に、１５番、長谷川広海議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１５番、長谷川広海議員。 

     〔１５番 長谷川広海議員登壇〕 

○１５番 長谷川広海議員 １５番、菖蒲南中学校 長谷川広海です。 

通告書により、菖蒲南中学校の近くの弁天沼の状況について質問いたします。 

菖蒲南中学校の近くには弁天沼という大きな沼があります。この沼は１９６６年、  

昭和４１年７月に竣工した小林・栢間内水面特殊ほ場整備事業の結果生まれた沼です。

現在の弁天沼の周囲は整備され、農業用水のため池として利用されているのと同時に、

釣り場としても利用されています。平日や休日に関わらず、朝から大勢の釣り人たちが

釣りをしています。 

しかし、弁天沼には至る所に「釣り禁止」という看板が出ています。その看板がある

にも関わらず、釣り人は減りません。釣りをすることで大きく３つの問題点があります。 
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１点目は、「ゴミの問題」です。 

菖蒲南中学校では年に３回ほど、「クリーン作戦」という生徒会主催の取組にて、この

弁天沼周辺の清掃活動を行っています。タバコの吸殻や空き缶、ペットボトル、読み終

わった後に捨てられた新聞や雑誌が特に多くあり、それを私たち生徒たちが拾い、洗っ

て資源回収に出しています。ほかにもオイル缶やタイヤなどの粗大ゴミもあります。 

２点目は、「路上駐車の問題」です。 

弁天沼周辺は、菖蒲南中学校生徒の通学路になっています。路上駐車禁止になってい

ますが、毎日当たり前のように車道の半分を埋め尽くすほど多くの車が路上駐車をして

います。稲穂通りや県道１２号にも接しているところであり、交通量も多く、万が一の

事故が起こらないとも限りません。非常に危険です。 

３点目は「マナーの問題」です。 

「ルールを守らない」という姿を堂々と大人が見せていることが非常に問題だと思い

ます。また残念ながら、「平成２６年度１１月定例会市政に対する質問通告」でも同じよ

うな質問通告がありましたが、市のホームページにも釣り禁止に関わるページが見当た

りませんでした。 

まずはこの弁天沼の状況を知っていただきたいと思います。そして、これらの問題を

改善していただくために、行動を起こしてほしいと思います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○扇谷花江副議長 長谷川広海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 長谷川広海議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、市内にあります公共施設の管理について説明をいたします。 

長谷川議員もご存じのように、市内には、道路や公園など、国や県、市などが、それ

ぞれの目的に応じて設置した施設がたくさんあります。 

それらの施設には管理者がおりまして、施設の機能が十分に果たせるよう日々維持管

理を行っています。 

ご質問の弁天沼は、水田で稲を作るために必要な施設として、関係する農業者の皆さ

んが「小林栢間土地改良区」という団体を作り、整備した農業用施設です。 

この施設は、県や市が設置した道路や公園のように誰でも利用できる施設とは違い、

水田に水を安定して供給する為だけに作った施設となっているため、釣りをする人たち

などへの安全対策が十分でないところです。 
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さらに、沼の水を水田に送る際、釣り糸や空き缶などのゴミが支障となることから、

釣りなどの行為を土地改良区が禁止しているものです。 

はじめに、ごみの問題についてです。 

菖蒲南中学校生徒会の皆さんが、年３回にわたり弁天沼周辺の清掃活動を行っていた

だいていることにつきましては、農業者の皆様をはじめ、市としても心から感謝を申し

上げます。 

弁天沼のゴミ問題については、沼を訪れた人のマナーが悪く、沼を管理する農業者の

皆さんも大変心を痛めていると伺っています。 

そのため、沼を維持管理している土地改良区では、役員さんをはじめとする農家の皆

さんが定期的な見回りを行い、釣りをしている人に対し、注意をしているほか、久喜警

察署に連絡し警察官による指導もお願いをしているとのことです。 

久喜市といたしましても、土地改良区とも協議を行いまして、環境パトロールの強化

をしていきたいと思います。 

次に、路上駐車の問題についてです。 

本市では、弁天沼周辺の路上駐車について、その殆どが弁天沼で魚釣りをする方の車

でありましたことから、平成２６年１０月、弁天沼の管理者である小林栢間土地改良区

に、釣り禁止の看板設置をお願いいたしました。 

併せて、久喜警察署に周辺道路の見回りの強化をお願いいたしました。 

その結果、２年前に比べて、路上駐車の車両は少なくなりましたが、なくなった状態

ではありません。 

道路上の駐車車両は、道幅を狭くし、車と自転車、歩行者との接触事故の危険性が高

くなります。 

特に、弁天沼としみん農園菖蒲との間の道路は通学路にもなっておりますので、一層

の安全性を確保する必要があります。 

このことから、本市では、今後、交通安全指導車によるパトロールの実施や、迷惑駐

車を排除するための看板等を設置したいと考えています。 

また、弁天沼の管理者には、魚釣り禁止の啓発活動を行っていただくようお願いする

とともに、久喜警察署には、路上駐車の取り締まりをお願いしていきます。 

次にマナーの問題です。 

ルールを守らない人々がいることにつきましては、長谷川議員と同様に誠に残念であ

り、その対応に困っているところです。 

本市も、弁天沼や周辺水路のパトロールを行うなど現地の状況は確認をしているとこ
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ろですが、市の管理する施設ではないことから、広報やホームページなどでの注意やお

願いをしていませんでした。 

しかしながら、特に弁天沼の周辺には、市の管理する施設もあることから、土地改良

区とも協議を行い、市の広報やホームページでも「釣り禁止」や「駐車禁止」などの注

意やお願いの掲載を行うなど、農業用施設の環境美化に努めていきます。 

○扇谷花江副議長 以上で、長谷川広海議員の質問を打ち切ります。 

次に、１６番、田部啓太議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１６番、田部啓太議員。 

     〔１６番 田部啓太議員登壇〕 

○１６番 田部啓太議員 １６番、栗橋西中学校 田部啓太です。 

通告書により、久喜市の液状化対策について質問いたします。 

栗橋西中学校は、栗橋駅と南栗橋駅との間にあり、通学している範囲がとても広いで

す。その中でも、本校生徒のおよそ３分の２は、南栗橋方面から通学しています。 

  現在、久喜市内では、液状化対策検討委員会が行われており、私たちの住む南栗橋で

も工事が検討されていると聞いています。子どもである私たちには、詳しい内容が分か

らないので、次の２点について質問します。 

１つ目に液状化対策工事とはどのような工事で、工事をすることでどのようなメリッ

トがあり効果が得られるのかを教えてください。 

２つ目に実際に工事を行う期間がどのくらいなのか、また費用はどれだけかかるのか

を知りたいので教えてください。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○扇谷花江副議長 田部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 田部啓太議員のご質問に対してお答えします。 

東日本大震災では、久喜市の南栗橋地区において、液状化が発生をし、住宅が傾くな

どの被害がありました。 

この液状化については、砂の層があり、かつ地下水位が高い地盤に、東日本大震災の

ような強い揺れが長く続いたときに発生をすると言われています。 

市では、南栗橋地区で液状化が発生した原因と、今後、発生しにくくするための対策

などについて検討するため、大学教授をはじめとする専門家の方々にお願いをして、久

喜市液状化対策検討委員会を設置いたしました。 
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また、これらを検討するにあたり、南栗橋地区の地盤に、どのくらいの厚さで砂の層

があるのか、また、どのくらいの高さに地下水があるのか、などの調査を行いました。 

この調査結果を基に、検討委員会において検討していただいた結果、南栗橋地区で被

害のあったところは、砂の層が１．５メートルから３．５メートル程度であり、地下水

位も高いところでは、地面から約５０センチメートルのところにあり、液状化しやすい

土地であることが分かりました。 

そのため、液状化してしまう原因の一つである地下水位を低くすることで、道路と宅

地を一体的に、液状化しにくい土地にすることができることが分かりました。 

これらの結果から、市では現在、南栗橋４丁目から１２丁目の一部、約３６ヘクター

ルの区域において、地下水位を低くするための液状化対策工事を行っています。ちなみ

に、約３６ヘクタールの区域というのは、これは栗橋西中学校の敷地面積の約１８倍に

あたる大変広いエリアとなります。 

この工事の内容としては、大きく分けて二つあります。 

まず１つ目に、対策を行う区域だけ地下水位を低くするため、概ね丁目ごとの外周に、

区域の外側から地下水が入り込まないよう、地中に軽量鋼矢板という鉄製の板を入れる

工事を行います。 

２つ目に、囲った区域内の地下水位を下げるため、区域内のほとんどの道路に、地下

水を集める穴のあいたパイプを埋設する工事を行います。このパイプの総延長は、   

約１２キロメートルにも及びます。 

また、パイプに集まった地下水を近くの水路に排水するために、ポンプを設置する工

事も併せて行います。 

これらの工事の完成後、ポンプを稼働し地下水位を下げることにより、東日本大震災

と同規模の地震が発生しても、液状化の発生を抑えることができるものです。 

次に、工事の期間と工事費用についてです。 

工事箇所が約３６ヘクタールと大変広い範囲にわたることから、７つの地区に分け、

工事を発注しておりまして、平成２９年、来年の３月末の完成を目指しています。 

これらの工事にかかる費用につきましては、約３８億円と、大変大きな金額になりま

す。 

この費用を久喜市で負担するのは、大変難しい、困難であったことから、国や県にお

願いをし、全額、国の補助金で工事を実施しております。私も、お願いするにあたり、

当時、首相官邸に出向きまして、内閣総理大臣に南栗橋地域の現状を説明し、国からの

負担をお願いしたという経過もございました。 
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南栗橋地区においては、こうした対策を行うことで、被災前のように、安全・安心な

生活環境を取り戻すことができるものと考えています。 

○扇谷花江副議長 以上で、田部啓太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。 




