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   ◎ 市政に対する質問 

 

○伊藤愼誠議長 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、細野叶実議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１番、細野叶実議員。 

     〔１番 細野叶実議員登壇〕 

○１番 細野叶実議員 １番、久喜小学校 細野叶実です。 

通告書により提燈祭りのＰＲについて質問いたします。 

久喜市には２３０年の歴史を誇る「提燈祭り」があります。私にとって、提燈祭りは、

一年の中で一番楽しみにしているイベントで、毎年、家族や友人と楽しんでいます。特

に、久喜駅周辺をかける山車は、何度見ても迫力があり圧倒されます。私も、志ん二祭

典保存会に所属し、金棒引きをしています。 

この山車は、全国各地で行われている有名なお祭りと比べても遜色がないのではない

かと思います。もっと多くの人にこのお祭りの魅力を伝えることができ、この「提燈祭

り」がもっと有名なお祭りになったら、久喜市への観光客も増え、久喜市がより豊かに

なるのではないかと思います。 

また、今回、質問をさせていただくに当たって、久喜市の観光事業について調べまし

た。すると、久喜市ではすでに提燈祭りを始めとした久喜市の観光資源ＰＲ動画やクッ

キーダンスの作成、広報紙による宣伝を行ってくださっていること、また、元ＮＭＢ４

８の市川美織さんや、歌手の安岡優さんが親善大使を務めてくださっていることを知り、

久喜市が市の魅力を発信して下さっていることが分かりました。しかし、私のように久

喜市が行っている取り組みをまだ知らない市内外の人がたくさんいるのではないかと思

い、２つ質問をさせていただきます。 

１つ目は、提燈祭りを全国的なお祭りにするための宣伝として、全国各地の提燈祭り

を集めたお祭り「全国提燈祭りフェスタ」を開いていただけないでしょうか。 

２つ目は、久喜市の行っているＰＲ活動が市民にとってもっと身近に感じられるよう

な場を作っていただけないでしょうか。例えば、久喜駅前に、大型液晶画面を設置し動

画を放映し、市民の目に触れる機会を増やしたり、「ＳＮＳ等で広めよう！」といった市

民一体となった広報企画をしたりしていただけませんか。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 細野叶実議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 
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     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 細野叶実議員のご質問に対してお答えします。 
はじめに、全国各地の提燈祭りを集めた「全国提燈祭りフェスタ」を開催することに

ついてです。 

久喜市の夏を代表する祭りである久喜提燈祭り「天王様」は、２３０年余り前に五穀

豊穣を祈願して始まった歴史と伝統を誇る久喜八雲神社の祭礼で、毎年７月１２日と１

８日に久喜駅周辺の各保存会が山車の運行をし、祭り全体の運営を祭典委員会が行う地

域のお祭りです。 

また同時に、昼は人形や彫刻などの飾りつけをした華やかな人形山車が夜には勇壮な

提燈山車に様変わりして、賑やかなお囃子の音色に乗せて各町内を引き廻す様は関東一

ともいわれ、市内外から、多いときには約２６万人のお客様にお越しいただいている久

喜市の貴重な観光資源であります。 

私は、久喜提燈祭りの魅力を広く、継続的に発信していく中で、全国的に広く知られ

る祭りになればと考えており、今年の６月１９日には、東京都内で開催された新聞記者

や旅行会社向けの定例記者発表で、本市の担当者による久喜提燈祭りのプレゼンテーシ

ョンを行ったところです。 

ご提案の「全国提燈祭りフェスタ」ですが、「秋田竿燈祭（あきたかんとうまつり）」

「二本松提灯祭（にほんまつちょうちんまつり）」「尾張津島天王祭（おわりつしまてん

のうまつり）」をはじめとする提燈にちなんだ祭りを集めて久喜市で開催することは、久

喜提燈祭りを広く全国にお知らせする絶好の機会かと考えています。 

すぐに実現することはできませんが、ご提案につきましては、祭典委員会の皆様に相

談したいと考えています。 

次に、二つ目の久喜市のＰＲ活動についてです。 

市では、久喜市の魅力を紹介するため、動画を活用したＰＲに力を入れており、「久喜

市ＰＲビデオ」を作成しています。 

これまでに作成しました、「１０００人一発撮りのワンカット撮影編」、「１０００人ク

ッキーダンス」、「クッキーダンス第二弾」は、多くの皆様と関わり、市の歌「笑顔のま

ち永遠なれ」を活用することで、皆様に慣れ親しんでいただくとともに、市民の活気や

躍動感、一体感を表現したＰＲ動画となっています。 

また、関東一の提灯山車として知られる「久喜提燈祭り」や、久喜の特産品である「梨」

や「いちご」など、市の魅力を紹介する、数々のＰＲ動画を作成し、市内外へ情報発信

を行っています。 
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中でも、平成２８年度作成の「１０００人クッキーダンス」は、市の歌をダンス調に

アレンジした曲にのせて踊るという動画で、市内小・中学生をはじめ、３，０５８人と

いう多くの皆様に参加していただきました。 

現在では、小・中学校の運動会や、市民まつり、市内イベントなどで、クッキーダン

スを踊っている姿を目にする機会が多くなり、動画の中だけにとどまらず、地域の皆様

に愛され、広がりを見せていることを、大変嬉しく思っています。これからも、クッキ

ーダンスを見たり、踊ったりしていただくことで、久喜市をますます好きになってもら

えればいいなと思っています。 

さらに、ＰＲ動画を多くの皆様に知っていただくため、市役所の窓口や久喜総合文化

会館ロビーに設置の大型テレビ画面で放映しているほか、ＪＲ久喜駅やモラージュ菖蒲

などでも、放映のご協力をいただいています。 

今後も、細野議員からご提案がありましたように、多くの皆様の目に触れるような場

所などを活用し、久喜市の魅力をＰＲしたいと考えています。 

また、市では、ツイッターやフェイスブック、ＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用し、まち

の身近な話題や、市のイベントやお知らせなどの情報を、写真などを取り入れ、タイム

リーに発信しています。 

今後とも、より多くの皆様が興味を持つような内容や情報発信のタイミングなど、様々

な視点から工夫を凝らし、情報を拡散していただけるよう、ＳＮＳを有効に活用してい

きたいと考えています。 

○伊藤愼誠議長 以上で、細野叶実議員の質問を打ち切ります。 

次に、８番、柳川陽風議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

８番、柳川陽風議員。 

     〔８番 柳川陽風議員登壇〕 

○８番 柳川陽風議員 ８番、菖蒲東小学校 柳川陽風です。 

通告書により、通学路の信号の設置について質問いたします。 

私は、県道１２号線の工業団地入り口交差点から南東へ約２９０ｍ先のところに信号

機を設置して欲しいと思います。なぜなら、その辺りには、新しい家が建ち始め低学年

の子が多く住んでいるからです。現在は、信号機がなく危ないために、そこから約１７

０ｍ先の信号機のある交差点までいって横断しなければなりません。 

菖蒲東小では、スクールガードの人が、学校から帰るときには一緒に帰ってくれ、途

中トイレに行きたいという低学年の児童のために、郵便局や近くの会社のトイレを借り

られるようにしてくれています。しかし、郵便局を通り過ぎてからトイレに行きたくな
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ってしまった場合には、信号機がないために遠回りをして、急いで家に戻らなくてはい

けません。また、遊びに行って帰るときに、トイレに行きたくて信号のない交差点を渡

ってしまうことも考えられます。事故が起きてしまっては大変です。 

昨年末、埼玉県の死亡事故は全国でワースト２位の１７７人となっていました。市町

村別人身事故発生状況で久喜市は６３０人、埼玉県内６３ある市町村の中でワースト１

０位でした。 

信号機のない場所を使っている友達のお母さんから聞くと、朝の交通量の多い時間は

交代で交通立哨をしているといっていました。また、スクールガードの人は信号機を設

置して欲しいと６年間言い続けているけれど、まだ設置してもらえないので心配だと話

しています。少しでも事故を減らすため、また、命を守るということから、私は信号機

を設置して欲しいと思います。信号機を設置するのは、とてもお金がかかると聞いてい

ます。しかし、私の友達や小さな子どもやお年寄りの方が交通事故に遭わないためにも

ぜひ検討をお願いします。 

○伊藤愼誠議長 柳川陽風議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 柳川陽風議員のご質問に対してお答えします。 

埼玉県警察本部によりますと、平成２９年は、柳川議員が調べてくれたとおりですが、

平成３０年１月から６月までの県内の人身事故の発生件数は１１,７１４件であり、その

内、久喜市での人身事故の発生件数は２７２件と、多くの方が交通事故に遭われている

状況です。 

また、同時期までに８９人の方が県内の交通事故で亡くなられており、その内、久喜

市では、お1人の方が、亡くなられております。 

交通事故を減らすための一つの対策として、信号機を設置することは、道路を横断す

るお子さんやお年寄りなどの歩行者を守るために大変有効なものだと考えています。 

しかしながら、信号機は、埼玉県の警察を管理している埼玉県公安委員会という機関

が、設置を決定しているため、本市が独自に設置することはできません。 

このため、信号機を設置するには、久喜警察署を通じて、埼玉県公安委員会にお願い

をする必要があります。 

本市では、地域の皆様のご意見などをお伺いしながら、交通事故防止のために、平成

２９年度は、市内７９か所に信号機の設置などのお願いを行っています。 

ご要望の場所につきましては、平成２６年７月、地域の代表者などから市に対しまし
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て信号機の設置をお願いする文書が提出されたところです。 

その後、本市では、交差点の歩行者や自動車の交通量を調査し、平成２６年８月に、

久喜警察署を通じて信号機の設置のお願いをしましたが、他の信号機との距離が近いこ

となどの理由により、現在も設置はなされていない状況です。 

この場所は、菖蒲東小学校の通学路であり、現在、６班４４人の児童が、スクールガ

ードの方や学校応援団の方、地域の皆様など、多くの方々のご協力により、安全に通学

しているとのことでございます。 

本市といたしましては、このような状況を踏まえ、今後も、一日でも早く、信号機が

設置されるよう、久喜警察署に対し、引き続きお願いをしていくとともに、関係機関の

ご協力をいただきながら、交通事故のない安全で安心に暮らせるまちづくりを進めてい

きたいと考えています。 

○伊藤愼誠議長 以上で、柳川陽風議員の質問を打ち切ります。 

次に、４番、小俵真歩議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

４番、小俵真歩議員。 

     〔４番 小俵真歩議員登壇〕 

○４番 小俵真歩議員 ４番、青葉小学校 小俵真歩です。 

通告書により、学区外の図書館、移動図書館について質問いたします。 

私は、本が大好きで、よく図書館を利用させていただいています。しかし、私の学校

の学区内には図書館がなく、大人と一緒に行くことしかできません。 

友だちと、学校の図書室に行くと、今まで興味がなかった本を読んで見たくなり、ど

んどん世界が広がっていきます。もっと、友だちと学校の図書室以外の図書館に行き、

世界を広げて行きたいと思っています。そこで、３つの提案をしたいと思います。 

 １つめは、公民館などを活用し、「図書スペース」を作ることです。 

 ２つめは、月１回ボランティアの方を募り、安全を確保して学区外の図書館に子ど

も達もいけるようにすることです。 

 ３つめは、移動図書館で各学校を回り、貸し出しをしていただくことです。 

１つ目の案は、公民館などの空いている小さなスペースでもできます。さらに、管理

人さんがいれば、図書スペース自体に人は配置せず、簡単に始められると思います。 

２つ目の案は、新しくスペースを作らなくても、もとからある図書館や本が活用でき

るので余分なお金を使わなくて済みます。 

３つめの案は、学校に来てくれるので、利用する人が増え、本に親しむ人が今までよ

りも多くなると思います。 
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子どもたちの活字離れが問題になっている中、このような対策を行えば、久喜市の子

ども達の活字離れを予防できるのではないかと思います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 小俵真歩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 小俵真歩議員のご質問に対してお答えします。 

本を読むことは、人生をより深く生きていくための力を身につけていく上で、欠くこ

とのできないものの一つです。 

多くの子どもたちが、小俵議員のように、読書に興味を持ってもらえるようになると、

大変うれしく思います。 

はじめに、公民館を活用しての図書の貸出しについてです。 

本市には８館の公民館がありますが、そのうち、久喜地区にある東公民館と西公民館、

菖蒲地区にある森下公民館の３館で図書の貸出しを実施しております。 

その他の公民館では、本を置くスペースの確保や職員が常にいないといった管理上の

問題などから、設置されていない、あるいは以前はあったが現在は行っていないという

経緯があります。 

こうしたことから、市立図書館では、市内の学童クラブや障害者支援施設などの団体

に、一度に１００冊まで１か月間貸し出すサービスを行っております。 

また、学童クラブなどに所属されていない場合は、学校への団体貸出も行っています

ので、先生に相談してみてください。 

次に、二つ目のボランティアの方にお願いして、学区外の図書館に行けるようにする

ことについてです。 

久喜市では現在、全ての小・中学校が、地域とともにある特色ある学校づくりを目指

したコミュニティスクールとなっておりますので、今回のご提案を学校運営協議会の皆

さんへお伝えし、地域の皆さんのご協力を得られないか、検討していただきたいと思い

ます。 

次に、三つ目の移動図書館についでです。 

移動図書館については、合併前の旧久喜市、旧栗橋町、旧鷲宮町で行っていましたが、

利用者が少ないことなどの理由から廃止したという経緯があります。 

その代わりに、現在は、先ほどお答えしましたとおり、学校への本の団体貸出を行っ

ています。 



- 21 - 

学校の先生の依頼により、クラスごとに４０冊まで、学校単位では１００冊まで、１

か月間貸し出すというものです。 

現在は、授業で使用する場合や、学級文庫への貸出が中心ですが、今後は皆さんの要

望に沿った本についても、先生が取りまとめることができないか、学校の先生と相談し

ていきたいと思います。 

○伊藤愼誠議長 以上で、小俵真歩議員の質問を打ち切ります。 

次に、９番、染谷彩寧議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

９番、染谷彩寧議員。 

     〔９番 染谷彩寧議員登壇〕 

○９番 染谷彩寧議員 ９番、栗橋南小学校 染谷彩寧です。 

通告書により、赤ちゃんも遊べる公園や施設について質問します。 

最近、私の家に赤ちゃんが生まれました。母は、２歳の弟と生まれたばかりの赤ちゃ

んのお世話で毎日大変そうです。２歳の弟は外で遊びたいけれど、赤ちゃんは外で遊べ

ないので、２歳の弟もかわいそうに思う時があります。 

久喜市に公園はたくさんありますが、赤ちゃんとお母さんがより安心して遊べる公園

や施設がもっとあるといいなと思いました。 

例えば、室内に大きな遊具のある施設があると、お母さんも見守りがしやすいと思い

ます。また、赤ちゃんや小さい子を一緒に見守ってくれる施設がある公園があると、普

段忙しい母もゆっくりと友達とくつろぎながらお話ができると思います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 染谷彩寧議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 染谷彩寧議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、室内に大きな遊具のある施設についてです。 

久喜市では、主に３歳未満のお子さんやそのお母さんたちが、安全に一緒に遊べる施

設として、地域子育て支援センターという施設を、久喜地区・栗橋地区・鷲宮地区の３

ヶ所に設置しています。 

また、１８歳未満の子どもを対象とする施設として、久喜地区には児童センター、菖

蒲地区にはしょうぶ会館、鷲宮地区には鷲宮児童館を設置しています。さらに、児童館

ではありませんが、栗橋地区にあります健康福祉センターくりむという施設の中に、ト

ンネルやトランポリン、ボールプールなどの大型立体遊具を設置してありますので、自
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由に遊ぶことができます。 

地域子育て支援センターや児童館などには、保育士などの資格を持つ職員がいますの

で、赤ちゃんの遊びを見守るだけでなく、お母さんが抱えている子育てに対する悩みに

ついて相談を受けるなど、お母さんの子育ての応援もしています。 

また、それぞれの施設には、ブロックやぬいぐるみ、ままごとセットなど、一人で遊

べるものから、お友達と一緒に遊べるボードゲームやバドミントン、卓球など、年齢に

応じた遊具を揃えています。 

この他にも民間保育施設などが運営している子育て支援センターも１４ヶ所あります。 

このように市内には、小さなお子さんも遊べる施設がたくさんありますので、お母さ

んにも教えてあげて、ぜひ利用していただければと思います。 

次に、公園に赤ちゃんや小さいお子さんを一緒に見守ってくれる施設を整備すること

についてです。 

公園は、大きな地震や火災などが発生した場合に、地域の皆様が一時的に避難するこ

とができるように、広場などの空間をできるだけ広く確保しておく必要があります。 

そのため、公園内の建物の大きさにつきましては、法律によって制限されており、建

てられる建物の大きさが決まっています。 

こうした中、市内の多くの身近な公園は、住宅街の中にあり、比較的小規模であるた

め、広場などの空間も限られることから、室内に大きな遊具がある施設や託児所を建て

ることは、難しいと考えています。 

そのようなことから、これから整備する公園につきましては、ベンチや日除けなどの

休憩施設をできるだけ多く配置し、お母さん達が安心して子どもを遊ばせることができ、

その様子を見守ることができるような環境づくりに取り組んでいきたいと考えています。 

○伊藤愼誠議長 以上で、染谷彩寧議員の質問を打ち切ります。 

次に、５番、武井愛朋議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

５番、武井愛朋議員。 

     〔５番 武井愛朋議員登壇） 

○５番 武井愛朋議員 ５番、久喜東小学校 武井愛朋です。 

通告書により、総合運動公園の設備について質問いたします。 

先日、市内陸上大会に参加しました。前日から天候が悪く中止にならないか心配しま

した。その時に、トラックにゴムチップをしいてあれば少しの雨でもできるかなと思い

ました。また、家の人が大勢応援に来てくれていたので、応援スタンドを設置したりす

ることはできないかと思いました。 
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久喜市には、川内選手がいて、久喜マラソンの会場でもあるので、より充実した設備

に改修してほしいです。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 武井愛朋議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 武井愛朋議員のご質問に対してお答えします。 

久喜市総合運動公園につきましては、総合第１体育館及び第２体育館、市民グラウン

ド、テニスコート、市民プールなどがあり、市民の皆様がいつでも気軽にスポーツに親

しむことができ、健康づくりや体力づくりに取り組める場となっています。 

今後は、多目的広場、子ども広場、自由広場などの施設整備のほか、利便性の向上を

図るための駐車場の改修や、トイレの増設などを行うことを計画しています。 

このような中、市民グラウンドにつきましては、久喜マラソン大会や、市内の小学校

６年生の児童を対象とした陸上競技大会のほか、市内外のスポーツ少年団などによるサ

ッカー大会や、市内で活動する団体が一堂に会するグラウンドゴルフ大会が開催される

など、様々なスポーツ団体が利用しています。 

武井議員からご提案をいただきました、陸上トラックをゴムチップに変えることにつ

きましては、競技者への足腰の負担が少なく怪我をしにくくなることや、水はけが良い

ことから、小雨のときでも利用が可能になるなどの利点があります。 

その一方で、グラウンドゴルフやサッカーなど、グラウンド全体を使う場合もありま

すので、陸上トラックの改修にあたりましては、各種スポーツ団体の意見を伺いながら、

運動公園全体の長期的な整備計画の中で検討していきたいと考えています。 

次に、市民グラウンド内に応援スタンドを設置することにつきましては、応援にお越

しのご家族や友人、地域の皆様が、競技を観戦しやすくなるなど、利便性の向上が図ら

れるものと考えています。 

今後におきましては、各種スポーツ団体の意見を伺いながら、規模の小さな応援スタ

ンドを、市民グラウンドの周りの空いているスペースなどに、設置することができるか

どうか、検討してまいりたいと考えています。 

○伊藤愼誠議長 以上で、武井愛朋議員の質問を打ち切ります。 

次に、１０番、二階堂圭良議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１０番、二階堂圭良議員。 

     〔１０番 二階堂圭良議員登壇） 
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○１０番 二階堂圭良議員 １０番、鷲宮小学校 二階堂圭良です。 

通告書により、子どもやお年寄りの人でも楽しく遊べるところについて質問いたしま

す。 

私は５年生の社会科で働く人の高齢化について学習しました。また、この頃、テレビ

や新聞等で、少子高齢化社会という言葉を耳にします。私の近所にも一人暮らしの高齢

者の方がいらっしゃいます。高齢者の方が増えているにも関わらず、私も含めて子ども

は高齢者の方と触れ合う機会がなかなかありません。 

そこで、私は高齢者の方と子どもがコミュニケーションをとれる場所や機会があれば

いいと考えています。 

私は小学校１年生の時に、学校で昔遊びの授業をしました。ゲストティーチャーとし

て来てくださった高齢者の方々におはじきやめんこ、あやとりなど、昔からある様々な

遊びを教えてくれる高齢者の方たちはすごいなと思いました。そして、高齢者の方にも

っといろんなことを教えてほしいと思います。たとえば、昔からの遊びや、高齢者の方

の生活の知恵、学校での学習など教えてほしいことはたくさんあります。そんないろん

なことを知っている高齢者の方とコミュニケーションをとりたいと思う反面、なかなか

自分から声をかけられないことが多いのが現実です。気軽に声をかけることができ、楽

しく遊べる機会や場所があればと思います。 

たとえば、高齢者施設の中に学童保育をつくって放課後にふれあるようにする。また、

放課後子ども教室（わしのこゆうゆうプラザ）に小学生だけでなく、高齢者の方も参加

できるようにするのもふれあいを深めるよい機会になると思います。 

高齢者の方と私たち子どもがコミュニケーションをとることによって、私たち子ども

は生きる力を身につけ、高齢者の方も楽しく暮らすことができ、久喜市が明るくなると

思います。 

久喜市として、このようなコミュニケーションがとれる場所や機会を積極的につくっ

ていってほしいです。 ぜひご検討をお願いします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 二階堂圭良議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 二階堂圭良議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、高齢者施設の中に学童保育を造ることについてです。 

久喜市では、市内の小学校の児童が授業終了後に安全に学童保育に通えるよう、小学
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校の余裕教室や学校の敷地内に学童保育施設を設置することを基本としており、学校内

への設置が難しい場合でも、できる限り学校に近い場所に整備しています。 

このようなことから、高齢者施設の中に学童保育施設を設置することは難しいと考え

ていますが、児童の皆さんと高齢者の方々が触れ合うことは、異なる世代間でコミュニ

ケーションをとることができるため、お互いにとりましても良い機会になり、とてもす

ばらしいことだと思います。 

今後は、学童保育の活動の一環として、高齢者の方を講師に招いて様々な遊びや工作

など、高齢者と触れ合う機会が持てるよう、学童保育を運営している団体にお願いして

いきたいと思います。 

次に、放課後子ども教室についてです。 

放課後子ども教室（ゆうゆうプラザ）は、地域の多くの方のご協力により活動してい

ます。その中にはご高齢の先生もたくさんいらっしゃいます。二階堂議員が提案される

とおり、放課後子ども教室（ゆうゆうプラザ）に地域の高齢者の方が小学生と一緒に参

加できるようになれば、小学生と高齢者の方がふれあいを深めるよい機会になると思い

ます。 

鷲宮小学校の「わしのこゆうゆうプラザ」には、高齢者の方が参加できそうな講座が

いくつかありそうです。将棋や囲碁は、高齢者の方と対戦できますし、絵手紙や陶芸な

どは、皆様が作った作品を高齢者の方に見ていただくこともできると考えています。 

久喜市には、小学校が２３校あって、そのすべての小学校に、ゆうゆうプラザがあり

ます。その中には、「わしのこゆうゆうプラザ」のように、高齢者の方も参加していただ

けそうな講座がたくさんあると思いますので、ゆうゆうプラザの先生たちが集まる機会

に、二階堂議員の提案を先生たちにお知らせして、高齢者の方がゆうゆうプラザに参加

できるようお願いしたいと思います。 

○伊藤愼誠議長 以上で、二階堂圭良議員の質問を打ち切ります。 

次に、１２番、佐藤正直議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１２番、佐藤正直議員。 

     〔１２番 佐藤正直議員登壇〕 

○１２番 佐藤正直議員 １２番、久喜中学校 佐藤正直です。 

通告書により、学校のトイレの改修工事について質問いたします。 

私たちの久喜中学校は、今年開校７２年目を迎えた、歴史と伝統を誇る中学校です。 

現在の堀内校長先生は第１９代の校長先生で、先日校長室におじゃました時、歴代の

校長先生の写真が掲げられているのを拝見して、改めて久喜中学校の素晴らしさを感じ
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ました。 

そのような学校で、私たち生徒５２８名は朝早くから夕方暗くなるまで、学習に、委

員会活動に、そして部活動にと、一人一人が久喜中学校の生徒であることに誇りをもっ

て生活をしています。また、たくさんの先輩方や地域の方が毎日のようにお見えになり、

よりよい学校をつくるために支援をいただいていると聞いています。 

そのような素晴らしい学校ですが、一つだけ私が残念に思っていることがあります。

それは、７２年もの年月を経ているため、塗装がはげ落ちるなど、学校のあちらこちら

が傷んでいることです。みんなで一生懸命清掃を行い、大切な学校をきれいに保とうと

していますが、劣化による汚れや破損は直りません。特にトイレの便器や扉の劣化はひ

どいものです。昨年まで多くのトイレが「使用禁止」になっていましたが、今年になっ

て工事を行い、すべてのトイレが使えるようになりました。また、夏休みにも尿石を取

る大掛かりな工事が入ると聞きました。それでも、やはり古さは隠せません。 

先日、部活動で訪れた他の町の学校のトイレを使わせてもらいましたが、あまりのき

れいさに驚いてしまいました。そこで、質問をします。 

トイレの改修工事をお願いすることはできますか。ディズニーランドのトイレと同じ

くらいきれいなトイレだと、私たちはもちろん、お客様も喜ぶと思います。 

私は、トイレの美しさもおもてなしだと思っています。是非、古い学校のトイレの改

修工事をお願いします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 佐藤正直議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 佐藤正直議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、生徒の皆さんが、学校の校舎や様々な施設を大切に使用するとともに、き

れいに保てるよう毎日、一生懸命、清掃をして頂いていることに、感謝をいたします。 

さて、市内には現在、小・中学校が３４校ありますが、同時期に建設された学校が多

くあり、そのうちの３１校は、校舎が建てられてから３０年以上経過しています。 

このため、多くの学校で建物の老朽化が進んでおり、雨漏りや壁、床などの修繕とと

もに、トイレについても、数多く改修の要望が寄せられています。 

小・中学校のトイレの改修については、久喜市の合併後、校舎等の耐震化工事に合わ

せて行っており、平成２７年度までに、小学校１０校、中学校 1校の合計１１校で実施

してきました。 
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佐藤議員が通っている久喜中学校のように、合併前に耐震化工事を実施した学校や、

耐震化工事の必要のなかった学校については、トイレの改修がなされなかったことから、

トイレの設備が古く、児童生徒の皆様は、不便に感じていると思います。 

学校は、皆様の学習の場、生活の場であると共に、災害時には避難所として、高齢者

や障がいのある方など、いろいろな方が利用することが考えられますので、「明るく、き

れいで、清潔感」があり、安心して使えるものでなければいけないと考えています。 

また、佐藤議員が指摘されるとおり、トイレの美しさ、きれいなトイレは学校を訪れ

た方への、おもてなしの一つであると、私も考えています。 

こうしたことから、学校のトイレにつきましては、皆様に喜んでもらえるよう、でき

るだけ早い時期に改修工事を実施するよう、努力していきます。 

○伊藤愼誠議長 以上で、佐藤正直議員の質問を打ち切ります。 

次に、１６番、内村友咲議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１６番、内村友咲議員。 

     〔１６番 内村友咲議員登壇〕 

○１６番 内村友咲議員 １６番、鷲宮中学校 内村友咲です。 

通告書により、ＩＣＴ教材の活用について質問いたします。 

私たちの中学校の各教室にはブラウン管テレビが設置されています。 

３０年以上前の古いテレビです。先生に調べてもらったところ、昭和６２年３月２５

日に購入したものであることが分かりました。 

これらのテレビは、今は授業で使うこともなく設置だけされている状況です。また、

そのテレビが天井から吊り下げられた土台に設置されているため、大きな地震のときな

どに落ちるなどして、私たちの危険につながるのではないかと心配しています。そこで、

お願いがあります。 

このブラウン管テレビを久喜市として廃棄し、それに代わる映像教材活用のためのＩ

ＣＴ機器を増やしていただけないでしょうか。 

ＩＣＴ教材を今以上に活用しながら、発表したり話し合いをしたりして授業を行うこ

とは、私たちの学力向上にもつながると思います。 

私たちの学校だけではなく、他の学校も同様かもしれません。同じように対応してい

ただければ、児童生徒がそれぞれの学校で安全に過ごすことができますし、分かりやす

い授業を受けることができます。ぜひ、検討をお願いします。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○伊藤愼誠議長 内村友咲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 内村友咲議員のご質問に対してお答えします。 

近年の急速な情報化の進展により、身の回りの様々なものにコンピュータ技術などの

ＩＣＴが活用されています。 

日常の情報収集やコミュニケーション、ショッピングなどを、ＩＣＴを通じて行うこ

とが、特別なことではなくなってきていますので、これからは、ＩＣＴがより身近なも

のとなってくると思われます。 

こうしたことから、久喜市では、ＩＣＴの活用に力を入れており、近隣市町に先駆け、

平成２８年度までに市内の全小・中学校に、タブレット端末を配置いたしました。 

さらに、各小・中学校のコンピュータ教室のパソコンを、順次、タブレットに入れ替

えることで、これらを活用した学習活動をさらに充実できるよう、先生方が、日々、研

究をしているところです。 

各学校では、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力など、皆さんの学習の基

盤となる資質・能力を育成するために、ＩＣＴの効果的活用を進めています。 

小学校では、子どもたちがプログラミングを体験しながら、コンピュータに意図した

処理を行わせるために必要な論理的思考力を身に付けるための学習も、今年度から全校

で行っています。 

内村議員がご提案する教科書や教材を大きく映すＩＣＴ機器など、学校のＩＣＴ環境

の整備は重要であると考えていますが、全ての学校にＩＣＴ機器を整備するためには、

多額の経費を必要としますので、費用面も考慮しながら、今後、順次導入できるように

していきたいと考えています。 

なお、各学校のブラウン管テレビにつきましては、学校で活用している場合もありま

すので、廃棄につきましては、それぞれの学校と相談していきたいと思います。 

社会の情報化が急速に進展する今日、生徒の皆さんが、情報や情報手段を主体的に選

択し、活用していくための基本的な資質や能力を身に付け、情報社会に主体的に対応で

きるよう、今後も、学校のＩＣＴ環境整備を推進してまいります。 

○伊藤愼誠議長 以上で、内村友咲議員の質問を打ち切ります。 

次に、１３番、坂田真之介議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１３番、坂田真之介議員 

     〔１３番 坂田真之介議員登壇〕 

○１３番 坂田真之介議員 １３番、久喜東中学校 坂田真之介です。 
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通告書により、久喜市の小中学校、及び市全体におけるスポーツのレベルアップにつ

いて質問します。 

久喜市のマラソン大会は、梅田市長の提案だと耳にしました。また、公務員ランナー

として有名になった川内優輝選手が、本市において小中学校生活を送ったということも

あり、久喜市はマラソンにおいて何かと縁がある市になっています。 

そこで、久喜市を活性化するために、そして健康の維持促進のために、小中学校、及

び市全体において、マラソンに限らず陸上競技全般やスポーツ全体のレベルアップや普

及を図る必要があると考えています。久喜市として、どのように取り組んでいるのか、

あるいは今後の取り組みにどのようなものがあるのか、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。 

○伊藤愼誠議長 坂田真之介議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 坂田真之介議員のご質問に対してお答えします。 

私は、「久喜マラソン大会」には、毎年参加していて、すべて完走しています。来年の

第４回大会もハーフの部に参加しようと、日々、トレーニングに励んでいるところです。

ですから、坂田議員の「久喜市の活性化や市民の健康維持・増進のために、スポーツの

普及が必要である。」という考え方は、私にもよく理解できます。 

  はじめに、市内の小・中学校でのスポーツへの取り組みについてです。 

小・中学校では、各学校の体育の先生が集まって、指導の工夫や改善について研究し、

児童生徒の体力アップを目指した体育の授業づくりを行っております。 

また、小学校では、年に１回、市内すべての６年生が集まる陸上大会を開催し、他校

の児童と競い合ったり、優れた児童の競技を見ることで、スポーツ技術を学ぶ機会とし

ています。川内優輝選手又は、川内優輝選手のご兄弟が一緒に走ってくれる大会で、坂

田議員も参加したのではないでしょうか。 

それから、中学校の部活動では、野球や剣道など、専門的な知識や技能をもった地域

の方などに指導をお願いして、技術のレベルアップを図っているところです。 

  次に、久喜市全体のスポーツのレベルアップや普及についてです。 

久喜市では、「いつでも」、「どこでも」、「だれでも」、「いつまでも」スポーツを親しむ

ことができる、「生涯スポーツ推進のまち・久喜市」を目指しています。  

そこで、多くの市民の方々がスポーツに親しんでいただけるように、教育委員会では、

綱引き大会やフロアカーリング教室など、さまざまなスポーツ大会やスポーツ教室を開
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催しています。 

また、皆さんが通う小・中学校のグラウンドや体育館は、市民の方の身近なスポーツ

施設でもあることから、放課後や休日は、スポーツ少年団やスポーツ愛好家たちに学校

を貸し出し、スポーツに親しんでいただいています。 

それから、スポーツ全体のレベルアップを目的に、国際大会や全国大会に出場した場

合、スポーツ奨励金をお渡ししたり、久喜市体育協会でその功績を表彰したりしていま

す。 

今後とも、久喜マラソン大会をさらに充実させたり、いろいろなスポーツイベントを

開催したり、スポーツ施設をもっと使いやすいものにして、久喜市のスポーツのレベル

アップを図っていきたいと考えています。 

○伊藤愼誠議長 以上で、坂田真之介議員の質問を打ち切ります。 

   ◎ 休 憩 の 宣 告 

 

○伊藤愼誠議長 

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） 

   ◎ 再 開 の 宣 告 

 

○伊藤愼誠議長 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〕 

○柳川陽風副議長 私は、子ども議会の副議長となりました菖蒲東小学校の柳川陽風と申

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、志村梨花議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

３番、志村梨花議員。 

     〔３番 志村梨花議員登壇〕 

○３番 志村梨花議員 ３番、清久小学校 志村梨花です。 



- 31 - 

通告書により、高齢者も出かけやすい街づくりについて質問いたします。 

私たち清久小学校学区から久喜駅までは、市（私）営のバスが運行されています。 

久喜駅までのアクセスが大変よく、利用している人も多いと思います。登下校中や友

だちと遊んでいる時などバス停を見ると、時々高齢者の方がバスを利用しているのを見

かけます。雨が降っている時は、重い荷物と傘を持ち、暑い中でも立ったまま待ってい

ました。 

私は、「雨の中、傘を差して待っているのは大変だな」「座れると楽になるのにな」と

思いました。清久小学校は地域との絆が強く、高齢者の方もボランティアでよく学校に

来てくれます。そんな高齢者の方が利用しやすいバス停が欲しいなと思いました。そこ

で、お願いです。 

バス停に限らず、高齢者が安全で足腰に負担がかからず出かけられるように施設や交

通手段を整備していただけないでしょうか。 

次に、高齢者の方も外出しやすいように、家の近くに公園や広場があったらいいなと

も思っています。そこに行けば、休んだりおしゃべりをしたりすることができる公園が

あれば、私たちも声をかけ合うことができると思います。街全体を高齢者の方が出かけ

やすい環境づくりの視点で見直していただけるとありがたいです。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○柳川陽風副議長 志村梨花議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 志村梨花議員のご質問に対してお答えします。 

まず、市内のバス交通についてです。 

市内におけるバス交通につきましては、民間のバス事業者が運行する「路線バス」や、

市が運行する「市内循環バス」などがあり、志村議員がお住まいの清久小学校周辺から

久喜駅へのアクセスは、主に民間のバス事業者が運行する「路線バス」が担っておりま

す。 

この路線は、久喜駅西口から清久小学校周辺を通り、モラージュ菖蒲方面に向かう路

線であり、通勤や通学のほか買い物など、子どもから高齢者の方まで、毎日大変多くの

方々に利用されているところです。 

ご質問の、バスを利用する際の乗降場となる停留所に、屋根やベンチを設置すること

は、夏の日差しや突然の雨などを防ぎ、座って快適にバスを待つことができるようにな

るなど、停留所の利用しやすさを向上させる方法であると考えています。 
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路線バスでは、停留所の屋根やベンチは、バス事業者が設置することとなることから、

バス事業者に働きかけていきたいと考えています。 

次に、市が運営する市内循環バスについてです。 

市内循環バスは、市民の皆さんが図書館や公民館などの公共施設等へ行くときや、通

勤、通学や買い物などに利用してもらうため、朝日バスなどの民間路線バスが運行して

いない地域を、合併前の平成６年４月から旧久喜市で運行を開始し、現在は、菖蒲の三

箇小学校付近及びわし宮団地まで一部距離を伸ばして運行しています。 

バス停に屋根やベンチが設置されれば、夏季の強い日差しや雨にも対応できることに

なり、高齢者の方なども利用しやすくなると考えています。 

一方で、高齢者の方が利用しやすいバス停の整備となりますと、バス停付近を通る他

の歩行者がスムーズに通行することができる歩道の幅が十分に確保されていることなど、

様々な課題があります。 

これらの課題を踏まえ、バス停を高齢者の方などが利用しやすく、また、暑い夏や雨

の日でも外出しやすくなるよう、今後、検討していきたいと考えています。 

次に、公園や広場の整備についてです。 

現在、市内には、様々な運動ができるグラウンドなどを備えた大きな公園をはじめ、

ご家族でシートを広げて過ごすことができるような広場のある公園や、住宅街の中の比

較的小さな公園など、広さや特長の異なる公園が、合計で２８０箇所あります。 

これらの公園につきましては、市民の皆様の交流や憩いの場となることはもとより、

住宅街の中に公園の緑があることによって、街並みを良くし、皆様の生活に潤いと安ら

ぎを与えているほか、地震などの災害が発生した場合には、地域の皆様の一時的な避難

場所となるなど、様々な役割や機能があります。 

そのようなことから、公園の整備にあたりましては、公園の役割や機能を最大限に発

揮させることができるよう、公園が不足している地域を優先し、整備を進めてまいりま

した。 

今後におきましては、志村議員からご提案をいただきましたように、公園を整備する

際には、高齢者の方々が身体を休めながら楽しく会話ができるよう、ベンチや日除けな

どの休憩施設をできるだけ多く配置していきたいと思います。 

そのほかにも、高齢者の方が身体に無理なく、健康づくりや体力づくりに取り組める

健康遊具を配置するなど、高齢者の皆様が気軽に公園を利用できるような環境づくりに

努めていきたいと考えています。 

○柳川陽風副議長 以上で、志村梨花議員の質問を打ち切ります。 
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次に、７番、中村創議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

７番、中村創議員。 

     〔７番 中村創議員登壇〕 

○７番 中村創議員 ７番、三箇小学校 中村創です。 

通告書により、地域のごみのポイ捨てを防止するポスター作成について質問いたしま
す。 

三箇小学校では、毎年６月に学校周辺美化活動を行っています。学校周辺美化活動は、

縦割り班でそれぞれの地区に分かれ、ごみを拾い、地域をきれいにしようという活動で

す。 

今年も、たくさんのごみが落ちていました。大きな道路に面したところには、特にた

くさんごみがあるので、おそらく車を運転している人が捨てたものと思われます。まだ

中身が入っているものもあり、拾うのをためらうようなものもありました。これらのご

みは、何年たっても自然にかえることはなく、ぼくたちの地域はきれいになりません。 

また、ぼくたちは、道徳の時間で、世界の最高峰エベレストに酸素ボンベやごみが置

き去りにされており、それらに印刷された文字から、日本人の物が多いことを知りまし

た。 

登山家の野口健さんは、その現状を日本人として恥ずかしく思い、チョモランマ清掃

登山隊としてエベレストの清掃活動に取り組んでいるそうです。持ち帰るのが面倒だか

ら捨てる、使い終わったからいらない、そういう意識がある限り山も町もきれいになる

ことはないのではないでしょうか。 

これらを変えるには、ごみを捨てる人の意識を変えるしかないのではないでしょうか。 

ごみがたくさん捨てられている辺りには、ポスターも看板もありません。自分が使っ

たものは責任をもって持ち帰ることが、地域をきれいにするのです。何気なく捨ててい

るごみがぼくたちの町をよごしていることを、それらを拾ってきれいにしようと活動し

ている人がいることを広く知ってもらいたいと思います。 

ごみのポイ捨てを防止するポスターや看板を立て、そこを通る人たちに、ポイ捨て防

止を呼びかけてはどうでしょう。そして、私たちの大切な久喜市をきれいな町にしまし

ょう。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○柳川陽風副議長 中村創議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 中村創議員のご質問に対してお答えします。 
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最初に、三箇小学校の皆さんが、毎年６月に学校周辺の美化活動を行っていただいて

いることにつきまして、久喜市を代表しまして、心から感謝申し上げます。 

さて、ごみのポイ捨てなどに対する環境美化活動につきましては、環境省により、毎

年５月３０日から６月５日までの期間が「ごみ減量・リサイクル推進週間」と定められ

ており、本市におきましても、毎年５月の最終日曜日に「ゴミゼロ・クリーン久喜市民

運動」として、地域の皆様にご協力いただき、市内の一斉清掃を実施しています。 

三箇小学校がある菖蒲地区におきましては、「三世代クリーン活動」といたしまして、

子どもから高齢者まで、多くの市民の皆様にご参加いただき、地域の活動をとおして、

環境美化意識の向上を図っています。 

さらに、菖蒲地区の付廻堀（つけまわしぼり）遊歩道、見沼代用水路沿いの道路や市

内の各駅周辺など、ごみのポイ捨ての多い場所につきましては、重点地域として指定し、

市職員や環境保全巡視員によるパトロールを実施し、ごみのポイ捨ての防止対策を行っ

ています。 

中村議員からご質問いただきましたごみのポイ捨て禁止看板につきましては、本市で

作成し、ごみが捨てられやすい箇所や地元からご要望いただいた個所に設置し、道路な

どにごみが捨てられないよう努めてまいりました。 

また、本市で設置したものではありませんが、平成２０年に旧菖蒲町商工会青年部で、

設立３０周年事業として作成した「子供の笑顔はきれいな街から」などの掲示板が菖蒲

地区内の３箇所に設置されており、そこには、小学校の生徒さんが作成した、環境美化

を啓発するポスターが展示されています。 

ごみのポイ捨てについては、なかなか無くならない状況であり、中村議員さんのご指

摘どおり、ごみを捨てる人の意識を変えていく必要があります。 

本市におきましても、ごみのポイ捨てがされやすい箇所を再確認し、これからも、ご

みのポイ捨て禁止看板を設置していくとともに、市民の環境美化意識の向上について工

夫してまいりたいと考えています。 

○柳川陽風副議長 以上で、中村創議員の質問を打ち切ります。 

次に、１１番、栗山夏樹議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１１番、栗山夏樹議員。 

     〔１１番 栗山夏樹議員登壇〕 

○１１番 栗山夏樹議員 １１番、上内小学校 栗山夏樹です。 

通告書により、団地周辺の冠水被害について質問いたします。 

昨年１０月２３日、台風２１号接近に伴う大雨の影響で団地周辺の道路及び団地内が
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広範囲にわたって冠水しました。特に鷲宮集会所から３街区、銀の笛幼稚園前にかけて

は大変ひどく、団地内までもが一帯、湖のようになってしまいました。その他にも1街

区１・２の前の道路、上内小からロヂャースまでの市道も冠水し、車が通行できない状

態になってしまいました。しかしこの状態は最近始まったものではなく何年も前から大

雨が降るたびに、このような冠水被害が起きています。 

冠水は交通障害になるだけでなく、衛生面でも大変よくありません。 

ぼくたち団地に住む市民は安全で環境の整った、地域であってほしいと願っています。 

このような冠水被害をなくすために何か対策をしてほしいのですが、考えをお聞かせ

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。 

○柳川陽風副議長 栗山夏樹議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 栗山夏樹議員のご質問に対してお答えします。 

平成２９年１０月１６日に発生した台風２１号は、大型で非常に強い勢力を保ったま

ま北上し、１０月２３日に静岡県に上陸しました。 

その後、強い勢力を保ったまま関東地方を通過し、久喜市内では、１０月２０日から

２３日にかけて、総雨量が２２５．０ミリという記録的な大雨となりました。 

また、台風が上陸する前からの長雨の影響により、下流の河川の水位が上昇しており、

市内を流れる河川が流れにくくなってしまいました。そのため、市内の多くの箇所で道

路冠水などの被害が発生し、車両などの通行に支障を来たしたことから、３４箇所で通

行止めを行いました。 

近年では、このような台風による冠水被害のほか、短時間で局地的に大量の雨が降る

「集中豪雨」と呼ばれる大雨により、冠水被害が見られるようになってきました。 

このような道路冠水が頻繁に発生する箇所につきましては、排水先となる河川の整備

が遅れていることや、地形的に周りより低く、排水が困難であることなど、様々な要因

があることから、早期に解決することが難しいところです。 

ご質問のわし宮団地周辺につきましては、長年にわたり地盤が下がる現象が続き、そ

の影響により、道路に高低差が生じている箇所もあり、台風や集中豪雨などにより、他

の場所より低い箇所で道路冠水がたびたび発生しているところです。 

このような中、わし宮団地の１街区１・２付近については、埼玉県が実施した青毛堀

川放水路の改修工事に合わせて、冠水する主な区間の車道や歩道の高さを約４０ｃｍ上
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げる「嵩上げ工事」を、平成２８年１月から７月にかけて行ったことにより、冠水被害

が軽減されているところです。 

また、上内小学校からロヂャースまでの区間で、数箇所の道路冠水が発生している市

道鷲宮６号線につきましては、本市において部分的に道路の嵩上げ工事を行っています。 

さらに、わし宮団地内の、銀の笛幼稚園周辺などにつきましては、たびたび道路冠水

が発生することから、雨水排水の経路を確認するため、これまで担当職員による雨水排

水の調査を行ってきました。 

その結果、この周辺は、排水管などが複雑に埋設されており、職員だけで行う調査で

は限界があるため、今後は、専門業者に調査をお願いするなどして、詳細な雨水排水経

路の把握をしていきたいと考えています。 

今後につきましては、この調査結果などを踏まえ、排水路の改修や道路の嵩上げ、ポ

ンプの設置など、この地域にどのような冠水対策が効果的であるのかを検討し、冠水の

軽減や解消に努めてまいりたいと考えています。 

○柳川陽風副議長 以上で、栗山夏樹議員の質問を打ち切ります。 

次に、２番、伊藤愼誠議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

２番、伊藤愼誠議員。 

     〔２番 伊藤愼誠議員登壇〕 

○２番 伊藤愼誠議員 ２番、江面第一小学校 伊藤愼誠です。 

通告書により、スポーツ少年団について質問をいたします。 

私は野球チームに入団していて、主に土日を中心に活動しています。現在全国のスポ

ーツ少年団の団員数は、少子化の影響もあり減少が続いています。 

私の入っている野球チームは、平成１３年以降、団員数が２０名以下となることが多

く、現在は団員数が１３名で約半数を低学年が占めています。大会への出場や練習試合

などで、練習の成果を発揮できるよう努力していますが、高学年の団員が少ないため、

やはり、成績には限界があります。また、久喜市スポーツ少年団全体で見ると、去年と

比べ４９人減っています。これはスポーツ少年団として大きな課題の一つだと考えてい

ます。そこで質問です。 

スポーツは他の学年と関わりあえたり、ちがう学校の人と仲間になれたりできる貴重

な場です。野球は技術だけでなく礼儀や仲間の大切さを学ぶことができます。このよう

な素晴らしいスポーツのもつ力を伝えたり、サポートする案はありますか。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○柳川陽風副議長 伊藤愼誠議員の質問に対する答弁を求めます。 
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市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 伊藤愼誠議員のご質問に対してお答えします。 
スポーツ少年団の団員数は全国的に減少を続けていて、久喜市のスポーツ少年団でも、

５年前（平成２５年度）は、１，３９０名いた団員が、昨年（平成２９年度）は、      

１，１９６名と、２００名近く減少しています。 

スポーツ少年団の団員数の減少には、少子化の影響のほか、塾や習いごとに通ったり、

クラブチームに入ったりする子どもが増えていることも影響しているのではないかと思

います。 

私も、小学生のときにはスポーツ少年団のサッカーチームに入っていました。練習を

一生懸命頑張って、試合に出場して活躍できたときの嬉しさや、負けてしまったときの

悔しさは今でも覚えています。 

高学年の団員が少なくて、なかなか良い成績が収められないとのことですが、あきら

めずに頑張ってください。私も応援しています。 

伊藤議員が言うように、スポーツは、技術だけでなく礼儀や仲間の大切さを学ぶ絶好

の機会ですので、スポーツ少年団などの団体の活動支援や、各種スポーツイベントの開

催をして、多くの市民の方がスポーツにふれあえるようにしたいと思っています。 

小学生の皆さんが参加できるスポーツイベントとして、よろこびのまち久喜マラソン

大会や久喜市綱引大会などがあります。 

私は、市民の皆さんにこのようなスポーツイベントに参加してもらって、体を動かす

事の楽しさや、仲間と協力して試合に勝ったときの喜びを感じてほしいと思っています。 

私自身、毎年、久喜マラソン大会に参加し、スポーツの持つ素晴らしさを実感してい

ます。伊藤議員もスポーツへ興味を持っている仲間がいたら、一緒に体を動かして、ス

ポーツの持つ素晴らしさを体験させてあげてください。きっと気持ちが伝わると思いま

す。 

久喜市では、引き続き、スポーツの持つ素晴らしさを市民の皆さんに分かってもらえ

るよう、いろいろなスポーツにふれあえる機会を作っていきたいと考えていますので、

伊藤議員も是非、ご協力ください。いっしょに頑張りましょう。 

○柳川陽風副議長 以上で、伊藤愼誠議員の質問を打ち切ります。 

次に、６番、荒井秀雅議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

６番、荒井秀雅議員。 

     〔６番 荒井秀雅議員登壇〕 
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○６番 荒井秀雅議員 ６番、菖蒲小学校 荒井秀雅です。 

通告書により、菖蒲地区に総合病院を建設することについて質問いたします。 

私は、昨年虫垂炎になり、手術をすることになりました。ところが、受け入れをして

くれて、手術ができて入院設備の整った大きい病院がなかなか見つからず、自宅のある

菖蒲地区から遠く離れた病院で、最終的に手術を受けることになりました。 

幸い、手術は成功し、その後、普段どおりの生活が出来るようになりました。 

しかし、入院中の私のために通院した家族、そして、退院後の私自身の通院がとても

大変でした。今回このような体験を通じ考えました。もしも、私の家族が私と同じよう

に、手術を受けることになったり、入院が必要な病気になったとき、今回と同じように

大変な思いをしなければなりません。 

さらに、私たち家族以外の、菖蒲地区に住んでいる人が、手術や入院が必要になった

際、大変な思いをしてしまうのではないだろうかということです。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○柳川陽風副議長 荒井秀雅議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 荒井秀雅議員のご質問に対してお答えします。 

荒井議員が病気になり、自宅から離れた病院での入院は、不安も大きく、ご家族の方

もとても大変だったことでしょう。 

もし、重い病気や大きなケガをしてしまった時、誰もが自分の家の近くに手術が受け

られる大きな総合病院があれば、安心して生活できると思います。 

一方で、総合病院の誘致や建設には、埼玉県が定めているルールに基づいて許可を受

ける必要がありますので、簡単に説明をしたいと思います。 

埼玉県には、必要とされる医療サービスを適切に提供するための「埼玉県地域保健医

療計画」という計画があります。 

この計画には、埼玉県内を１０の地域に分けた市町村で構成される「医療圏」ごとに、

入院する時に利用するベッドの数が定められており、このベッド数の範囲内で入院が可

能な病院を誘致したり、建設することができます。 

現在、久喜市が含まれる医療圏内にある病院のベッド数の合計が、計画で定められて

いるベッド数を超えている状況であり、多くのベッド数が必要となる総合病院を誘致し

たり、建設することは大変難しい状況になっています。 

市民の皆さんが、病気やケガで困ったときに安心して医療機関で診てもらえるまちづ
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くりを進めていくことは、とても大切だと考えています。 

そのため、菖蒲地区だけではなく、久喜市全体の地域の医療を守る取り組みを皆様と

一緒に考えていきたいと思います。 

○柳川陽風副議長 以上で、荒井秀雅議員の質問を打ち切ります。 

次に、１８番、武井絢女議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１８番、武井絢女議員。 

     〔１８番 武井絢女議員登壇〕 

○１８番 武井絢女議員 １８番、開智学園総合部 武井絢女です。 

通告書により、久喜市のお祭りについて質問いたします。 

私は、お祭りが好きで久喜市のお祭りもよく見に行きますが、他の市のお祭りと比べ

た時に気になる点があります。 

ここでは、岩槻のお祭りと川越のお祭りで比較したいと思います。 

まず、岩槻のお祭りでは、イベントの受付の人が、知り合いと長話をしていて、観光

客の受付が滞る場面や、パレードでは、早くから市民の人たちが、前列の席を知り合い

の分まで取っている光景が見受けられ、あまり良い気分にはならず、「また来たい。」と

は思いませんでした。 

一方、川越のお祭りでは、地元の人やお店の人から「川越の街を楽しんでいってもら

いたい。」という想いが伝わってきました。このようにすれば観光客にとっても良い思い

出となり、「また来たい。」と思うはずです。そこで質問します。 

久喜市で開催されているお祭りは、市民メインのお祭りなのでしょうか。それとも観

光客メインのお祭りなのでしょうか。 

市民メインのお祭りであるのなら、今のままで良いかと思いますが、観光客メインの

お祭りなら、イベント内容の変更や市民の意識改革が必要な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。 

○柳川陽風副議長 武井絢女議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 武井絢女議員のご質問に対してお答えします。 

久喜市の夏を代表する祭りである久喜提燈祭り「天王様」は、２３０年余り前に五穀

豊穣を祈願して始まった歴史と伝統を誇る久喜八雲神社の祭礼で、毎年７月１２日と 

１８日に久喜駅周辺の各保存会が山車の運行をし、祭り全体の運営を祭典委員会が行

う地域のお祭りです。 
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また同時に、昼は人形や彫刻などの飾りつけをした華やかな人形山車が夜には勇壮な

提燈山車に様変わりして、賑やかなお囃子の音色に乗せて各町内を引き廻す様は関東一

ともいわれ、久喜市が一年で最も賑わう大きなお祭りとなっていて、市内外から多くの

観光客にお越しいただく、貴重な観光資源ともなっています。 

このことから、久喜市では、市のホームページでの紹介や、開催をお知らせする新聞

広告の掲載、さらには久喜駅西口駅前通りの電線地中化に伴う地上機器を提燈祭りのパ

ネルで囲い常設の広報看板とするなど、観光客の増加のためのＰＲに努めているところ

です。 

また、久喜提燈祭り「天王様」を、より大きなお祭りとするための取り組みとして、

平成７年からは、それまで各保存会の町内を中心に運行していたそれぞれの山車を、各

町内の山車が連なって巡行したり、久喜駅西口ロータリーに集合するなど、全ての山車

を一度に見られるようにしました。 

さらに昨年からは、各保存会の山車が市街のどこを運行しているのかわかるように、

山車にＧＰＳを取付け、久喜駅西口の祭典本部のモニターから位置情報をお知らせでき

るようにするとともに、スマートフォンからもアプリをダウンロードすれば位置情報を

ご覧になれるようにするなど、市民の皆様や市外からお越しいただいた観光客の方々に

提燈祭りを楽しんでもらえるように工夫をしているところです。 

今後も、提燈祭り関係団体と連携を図り、祭りの伝統を守りつつ、久喜提燈祭りの魅

力を広く発信し、市民だけでなく市外の多くの方に「また、久喜市に来たい。」と思って

いただけるよう努力していきたいと考えています。 

○柳川陽風副議長 以上で、武井絢女議員の質問を打ち切ります。 

次に、１７番、鈴木唯斗議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１７番、鈴木唯斗議員。 

     〔１７番 鈴木唯斗議員登壇〕 

○１７番 鈴木唯斗議員 １７番、鷲宮西中学校 鈴木唯斗です。 

通告書により、久喜市の伝統である獅子舞の保存について質問いたします。 

私たちの住む久喜市には、現在７地区で獅子舞が伝えられていると聞きます。そして、

その獅子舞を受け継いでいくために、地区ごとに結成された保存会があるそうです。 

私の住む地域の近くでも先日獅子舞が行われ、私も見学に行きましたが、獅子舞も棒

術もとても歴史のある伝統的な行事だと感じました。 

しかし、この獅子舞にはたくさんの人が関わっていますが、獅子を舞っていた人も棒

術やお囃子の人も若い人はほとんどいませんでした。獅子舞を受け継いでいく人たちは
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年々減ってきているといいます。 

そこで、久喜市として、市内すべての獅子舞保存会を集め、合同保存会を作り、市内

小中学校児童生徒に保存会の会員となる呼びかけを行ったらどうでしょうか。 

そして、総合的な学習の時間等に地域自慢として調べたり、地域の人に教えていただ

いて体験したりする学習があれば、保存の輪も広がり伝統を受け継いでいくことができ

るのではないかと考えました。 

今まで獅子舞を見たことのない人たちが、保存会の存在を通じて獅子舞について深く

知ることで、伝統は受け継いでいくことができると考えます。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いします。 

○柳川陽風副議長 鈴木唯斗議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 鈴木唯斗議員のご質問に対してお答えします。 

はじめに、獅子舞の合同保存会を作って会員募集をすることについてです。 

久喜市では、鈴木議員のご指摘のとおり、久喜地区の除堀・古久喜・吉羽、菖蒲地区

の小林、それと鷲宮地区の中妻・八甫・西大輪の７地区で獅子舞が行われていて、それ

ぞれに保存会があります。どの獅子舞にも特徴があり、それぞれの歴史や文化を伝えて

いる貴重な無形民俗文化財といえるものです。 

私も「中妻獅子舞・笛・棒術保存会」に所属しており笛を吹いていますが、獅子舞を

次の世代に引き継げるように頑張っています。 

各保存会では、獅子舞当日に子ども達に参加を呼びかけるなどして、獅子舞に興味を

もってもらえるように、獅子と一緒に集合写真を撮影したり、獅子舞の中で旗を持つ係

をやってもらうなど、様々な取り組みを行っていると伺っています。 

また、昨年には久喜地区と鷲宮地区の４つの保存会の皆さんが集まって久喜市獅子舞

活用実行委員会を作り、協力しあいながら記録映像を作成しました。この映像は、多く

の方々に獅子舞の魅力を知ってもらい、獅子舞をやってみたいという人を増やすために

作ったもので、市のホームページでも公開しています。 

このような取り組みを行ってきた結果、若い人が増えてきた保存会もありますが、一

方では後継者不足に不安を感じている保存会もあるようです。 

ご提案の合同保存会を作って、市内の児童生徒を対象に会員募集することは、すぐに

は難しいと思いますが、市では保存会の皆さんと連携を図るなどして、引き続き活動を

支援していきたいと思います。 
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鈴木議員の地元で行われている「中妻の獅子舞・棒術」には、中学生も参加すること

ができますので、ぜひ参加してください。 

そして、将来は保存会の一員として、永く獅子舞の文化を次の世代に伝えていって欲

しいと思います。 

○柳川陽風副議長  

教育長。 

     〔柿沼光夫教育長登壇〕 

○柿沼光夫教育長 市長に引き続き、鈴木唯斗議員のご質問に対してお答えします。 

  二つ目の総合的な学習の時間に伝統である獅子舞のことについて学習することについ

てです。 

児童生徒の皆さんが、伝統ある獅子舞について調べたり、学んだりすることは、自分

の育った地域を好きになり、やがて獅子舞の伝統を引き継いでいくことにも繋がってい

くものと思っています。そのために、学校の学習で地域の獅子舞の文化に触れることは

重要なことと考えています。 

現在、小学校３・４年生が使用している地域学習副読本には、地域のなかで調べてみ

るお祭りの一つとして、市内の獅子舞が記されています。 

また、久喜地区の江面第二小学校や菖蒲地区の小林小学校では、地元の獅子舞保存会

の皆さんにご指導いただいて、クラブ活動や放課後子ども教室で獅子舞や笛の練習を行

っています。 

今後も、今回の鈴木議員のご提案にもあるとおり、児童の皆さんが総合的な学習で獅

子舞を調べたり、保存会の人に話を聞いたりする機会が設けられるよう、保存会の皆さ

んと相談していきたいと思います。 

○柳川陽風副議長 以上で、鈴木唯斗議員の質問を打ち切ります。 

次に、１５番、矢島玲花議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１５番、矢島玲花議員。 

     〔１５番 矢島玲花議員登壇〕 

○１５番 矢島玲花議員 １５番、栗橋東中学校 矢島玲花です。 

通告書により、地域の方々へのあいさつについて質問いたします。 

栗橋東中学校では、コミュニティスクールとなったことから栗橋地区内の小・中学校

で連携した活動を進めています。地域の学校として、様々な活動やボランティアなどに

も参加したいと考えています。今年度はあいさつ運動から進めていけるよう計画してい

るところですが、いくつか心配なこともあります。 
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駅などで活動した場合、騒音や混雑の原因となってしまうことが考えられます。また、

移動中の交通安全等についても具体的な方針や対策ができていません。このことについ

てご意見を伺いたいと思います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○柳川陽風副議長 矢島玲花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 矢島玲花議員のご質問に対してお答えします。 

久喜市では、平成２９年度からすべての学校に学校運営協議会を設置し、コミュニテ

ィ・スクールとなり、学校運営に地域の考えを取り入れ、地域の子どもは地域で育てる

「地域とともにある学校」づくりを進めております。 

小・中学生の皆さんが、自分たちの通う学校のある地域をよりよくするため、ボラン

ティアなどに進んで参加することは、とてもすばらしいことです。久喜市は、絆を大切

にし、笑顔と挨拶の行き交うまちであってほしいと願っています。 

したがって、皆さんの行うあいさつ運動が騒音である、と感じる市民の方はいないと

考えています。 

一方で、皆さんが活動するうえでの不安を取り除き、より効果をあげるためには、実

施内容を周囲の皆様に理解してもらうことは必要です。 

あいさつ運動を実施することを、チラシやポスターを使って、事前に駅利用者に伝え

たり、また、運動中も周囲の方々に分かってもらえるようにたすきをつけたり、のぼり

を掲げたりするのも一つの方法であると考えています。 

また、混雑の原因になるのではないか、という点については、事前に駅長さんと場所

の確認をして、駅利用者の方の迷惑とならない場所や人数について相談することも必要

です。 

「交通安全等」については、駅まで移動する際の交通安全は大変重要です。 

移動中のルールや具体的な対策や方針について、栗橋地区内の小・中学校で一緒に話

し合い、学校の先生、保護者や地域の皆様にも協力をしてもらえるように働きかけるこ

とも有効であると考えています。 

教育委員会といたしましては、栗橋地区の小・中学校で連携してあいさつ運動に取り

組んでいることを市内の全小・中学校に紹介し、同じような取り組みの輪が広がってい

くことを期待しています。ぜひ、がんばってください。 

○柳川陽風副議長 以上で、矢島玲花議員の質問を打ち切ります。 
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次に、１４番、佐藤詩織議員の市政に対する質問をお受けいたします。 

１４番、佐藤詩織議員。 

     〔１４番 佐藤詩織議員登壇〕 

○１４番 佐藤詩織議員 １４番、菖蒲中学校 佐藤詩織です。 

通告書により、カーブミラーの結露について質問いたします。 

冬の時期、久喜市の道路ではカーブミラーが結露している場面を多く見かけます。特

に日の当たらない場所にあるミラ―は、朝から長時間にわたり曇ったままになっていま

す。車や歩行者はもちろんのこと、自転車で通学する私たちにとっても非常に危険だと

思います。実際に私自身もカーブミラーが結露していたために、交差点で車が来ている

ことがわからず、事故にあいそうになったことがあります。 

今後、久喜市では、このようなことを改善していく予定はありますか伺います。 

以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○柳川陽風副議長 佐藤詩織議員の質問に対する答弁を求めます。 

市長。 

     〔梅田修一市長登壇〕 

○梅田修一市長 佐藤詩織議員のご質問に対してお答えします。 

道路反射鏡いわゆるカーブミラーは、法令において「他の車両又は歩行者を確認する

ための鏡」と定められており、道路標識などと同じく交通安全施設の一つとされていま

す。 

  本市では、車両又は歩行者の交通の安全を確保するため、交通安全施設であるカーブ

ミラーの設置について、地域の区長さんからの要望を取りまとめ、設置箇所の状況を確

認するとともに、カーブミラーの設置基準に基づき設置をしています。 

  現在、カーブミラーは、平成３０年３月末時点で、久喜地区では１，６５５基、菖蒲

地区では８７７基、栗橋地区では７４１基、鷲宮地区では８６２基の合計４，１３５基

を設置しています。また、これらのカーブミラーは、定期的に点検、清掃を行っていま

す。 

  佐藤議員からご質問をいただきましたカーブミラーの結露に対する対策につきまして

は、平成２７年１０月から、カーブミラーを新たに設置するとき、又はカーブミラーが

破損し交換する場合には、順次、曇りにくい鏡のカーブミラーとしており、平成３０年

３月末時点で、市内に２９３基を設置したところです。 

  しかし、平成２７年１０月以前に設置したカーブミラーは数多くあり、一斉に切り替

えることは難しい状況にありますが、なるべく早く、曇りにくいカーブミラーに交換で
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きるよう努力していきます。 

カーブミラーで自動車などが確認しづらい場合には、交差点手前で十分な安全確認を

行い、通行していただくようお願いします。 

○柳川陽風副議長 以上で、佐藤詩織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。 


