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平成２６年度成田市中学生議会質問一覧（発言順） 
 

 

１．吾 妻 中 学 校 ・・・ 成田市の食育に関する取組について 

   

 

２．成 田 中 学 校 

   

・・・ 成田市のバリアフリー化、ユニバーサルデザイン化の促進について 

 

３．公津の杜中学校 ・・・ 国家戦略特区に指定された成田市の取組について 

    

４．大 栄 中 学 校 ・・・ 大栄地区の小中一貫教育について 

  

 

５．中 台 中 学 校 ・・・ 成田市の防災対策について 

   

６．玉 造 中 学 校 ・・・ 成田市の税金の使い方について 

   

７．成田高等学校付属中学校 

・・・ ２０２０年東京オリンピックにむけての成田市の取組について 

 

８．下総みどり学園（下総中学校） 

・・・ 市内自然環境の保全における対策について 

 

９．遠 山 中 学 校 

・・・ 成田市観光キャラクター「うなりくん」の活用について 

 

1 0．久 住 中 学 校 ・・・ 久住地区の交通安全について 

   

 

1 1．西 中 学 校 ・・・ 成田市内の公共施設の利用について 
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議事日程について 

 

 

 

 

 

  このことについて、下記のとおり定めましたので通知します。 

 

 

 

成田市中学生議会臨時議長 

 

 

 

記 

 

 

議事日程第１号 

 

平成２６年８月２０日 午後１時開議 

 

 

 

第１ 議長の選挙 
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議事日程について 

 

 

 

 

 

  このことについて、下記のとおり定めましたので通知します。 

 

 

 

成田市中学生議会議長 

 

 

 

記 

 

 

議事日程第１号の２ 

 

 

 

 

 

第２ 会期の決定 

 

 

第３ 会議録署名議員指名 

 

 

第４ 代表質問 
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○出席した中学生議員（２４名） 

小見山
こ み や ま

 愛美
ま な み

 議員 吾妻中学校３年生 増田
ま す だ

 博一
ひろかず

 議員 吾妻中学校３年生 

鈴木
す ず き

 彩夏
あ や か

 議員 成田中学校２年生 石川
いしかわ

 智大
ともひろ

 議員 成田中学校２年生 

光畑
みつはた

 はるの 議員 
公津の杜 

中学校２年生 
市川
いちかわ

 帆奈映
ほ な み

 議員 
公津の杜 

中学校２年生 

有田
あ り た

 桃果
も も か

 議員 大栄中学校３年生 篠塚
しのつか

 祐里
ゆ り

 議員 大栄中学校３年生 

桑原
くわはら

 愛梨
あ い り

 議員 中台中学校２年生 吉岡
よしおか

 希
のぞみ

 議員 中台中学校２年生 

戸村
と む ら

 響
ひびき

 議員 中台中学校２年生 武藤
む と う

 潤
じゅん

 議員 玉造中学校３年生 

飯野
い い の

 陽
ひ

菜
な

 議員 玉造中学校３年生 熊坂
くまさか

 健太
け ん た

 議員 
成田高等学校 

付属中学校２年生 

滝澤
たきざわ

 徳
めぐむ

 議員 
成田高等学校 

付属中学校２年生 
瀨
せ

尾
お

 尚暉
な お き

 議員 
下総みどり学園 

(下総中学校)９年生 

遠山
とおやま

 葉月
は づ き

 議員 
下総みどり学園 

(下総中学校)９年生 
白鳥
しらとり

 航基
こ う き

 議員 遠山中学校３年生 

寺崎
てらさき

 航
わたる

 議員 遠山中学校３年生 清宮
せいみや

 琉
りゅう

吾
ご

 議員 久住中学校３年生 

野平
の ひ ら

 礼央奈
れ お な

 議員 久住中学校３年生 小川
お が わ

 祐
たすく

 議員 西中学校３年生 

外山
と や ま

 陸
りく

 議員 西中学校２年生 庄司
しょうじ

 和夏奈
わ か な

 議員 西中学校３年生 

○欠席した中学生議員（なし） 

 

○職務のため出席した中学生議会事務局職員 

市民協働課長 谷 平  要 
市民協働課主幹 

（市民相談室長） 
瀬 尾 宜 志 

教育指導課長 大 竹 誠 司 議 会 事 務 局 主 査 篠  塚  知  仁 
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○説明のため出席した者 

成 田 市 長 小 泉 一 成   教 育 長 関 川 義 雄   

(委嘱を受けた者）   

副 市 長 関 根 賢 次   副 市 長 藤 田 礼 子   

企画政策部長 根 本 欣 治   総 務 部 長 石 橋  廣   

財 政 部 長 髙 橋 利 宏   空 港 部 長 藤 﨑 勇 一   

市民生活部長 大 木 孝 男   環 境 部 長 澁 谷 弘 之   

福 祉 部 長 金 﨑 恵 子   健康こども部長 髙 木 木 津 枝   

経 済 部 長 諏 訪 峰 雄   土 木 部 長 布 施 幸 伸   

都 市 部 長 岩 岡  良   都 市 部 技 監 齊 藤 清 治   

企画政策課長 宮 田 洋 一   秘 書 課 長 髙 橋 康 久   

総 務 課 長 
（選管書記長） 

坂 本 公 男   財 政 課 長 野 村 弘 充   

会 計 管 理 者 佐 久 間 邦 彦   水 道 部 長 桑 原 清 彦   

教育総務部長 深 山 芳 文   生涯学習部長 藤 﨑 祐 司   

消 防 長 内 田  廣   消防本部次長 小 貫 和 雄   

監査委員事務局 
参事（局長） 

中 村 光 夫   
農業委員会事務局 
局 長 

菱 木 一 男   
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◎開会および開議の宣言 

〔開始のブザー〕 

○総合司会（市民協働課長） ただいまの出席議員数は２４人であります。定足数に達し

ましたので、これより「平成２６年度 成田市中学生議会」を開会いたします。議長が

定まっておりませんので、議長が選出されるまでの間、私が臨時に議長の職務を務めさ

せていただきます。 

初めに、日程第１、議長選挙を行います。議場の閉鎖を命じます。 

〔議場閉鎖〕 

中学生議会では、前半と後半でそれぞれ１名の議長に議事進行を行ってもらいますの

で、２名の議長を選出します。それでは、投票用紙を配付いたさせます。中学生議会で

は、前半と後半でそれぞれ１名の議長に議事進行を行ってもらいますので、２名の議長

を選出します。それでは、投票用紙を配付いたさせます。 

〔投票用紙配布〕 

配布漏れはありませんか。配付漏れなしと認めます。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

投票箱を検めさせます。 

〔投票箱点検〕 

異状なしと認めます。念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用

紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。点呼を命じます。 

〔市民相談室長点呼〕 

〔投票〕 

投票漏れはありませんか。 

投票漏れなしと認めます。投票を終了いたします。議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 
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これより開票を行います。立会人に成田中学校、鈴木彩夏議員、 公津の杜中学校 市

川帆奈映議員を指名いたします。両議員の立ち会いを願います。 

〔開票〕 

選挙の結果を報告いたします。 

投票総数２４票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

そのうち有効投票 ２４票 

無効投票     ０票 

有効投票中    西中学校   庄司 和夏奈 議員  １２票 

           中台中学校  戸村 響   議員  １２票  

以上のとおりであります。 

 よって、西中学校 庄司和夏奈議員、並びに中台中学校 戸村響議員が議長に当選い

たしました。ただいま当選されました庄司議員と戸村議員が議場におられますので、本

席より当選の告知をいたします。 

以上をもちまして、臨時議長の職務は終了いたしました。ご協力ありがとうございま

した。ここで議長と交代いたします。前半は、西中学校の庄司議長にお願いいたします。

庄司議長、議長席にお着き願います。 

（午後 1時７分） 

 

○議長（庄司和夏奈議員）   西中学校３年の庄司和夏奈です。議長就任に当たりごあい

さつを申し上げます。ただいま中学生議員の皆様のご推挙により、議長に選任いただき

まして誠にありがとうございます。私は、中学校ではテニス部に入り、毎日練習に取り

組んできました。父の仕事の都合により一度、２年間ほど成田を離れたことがありまし

た。離れてみると、成田の良さを改めて実感することができました。本日は、この議会

をとおして、この街がさらに発展していくよう頑張っていきたいと思います。スムーズ

な議事の進行を図っていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

（午後 1時８分） 
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◎市長あいさつ 

○議長（庄司和夏奈議員）  議事に入る前に、市長より発言を求められておりますので、

これを許します。小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

〇市長（小泉一成）  本日ここに、「平成２６年度成田市中学生議会」を招集したとこ

ろ、貴重な夏休み期間にも関わらず、中学生議員の皆さんにご出席をいただき、誠にあ

りがとうございます。 

成田市中学生議会は、今回で第１１回を数えます。本年は、小中一貫教育が行われる

下総みどり学園が４月に開校したことから、下総中学校の生徒は、下総みどり学園の９

年生として参加されています。この下総みどり学園を含め、本年も市内１１の中学校か

ら、２４名の代表生徒の皆さんにお集まりいただきました。限られた時間ではございま

すが、将来の成田を、また、日本を背負って立つ皆さんから、広くご意見をお伺いした

いと思いますので、遠慮なく発言していただきたいと思います。 

本年は、成田市が昭和２９年に誕生してから６０周年という大きな節目を迎える年で

あり、今後も様々な記念行事を予定しております。９月３０日には中学３年生を対象に

成田国際文化会館で女優の釈由美子さんらが出演する演劇公演「友情～秋桜のバラード」

も開催しますので楽しみにしていてください。また、是非とも多くの記念行事に参加し、

６０周年を一緒に祝っていただければと思います。 

結びに当たりまして、本日の中学生議会が、皆さんにとりまして、また、これからの

成田市にとりまして実り多いものとなりますよう願いまして、開会のご挨拶とさせてい

ただきます。 

（午後 １時１１分） 
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◎会期の決定 

○議長（庄司和夏奈議員）  日程第２、会期の決定を議題といたします。お諮りいたし

ます。今議会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませ

んか。 

〔各議員より「異議なし」の発声あり〕 

○議長（庄司和夏奈議員）  ご異議なしと認めます。よって会期は、本日１日間と決し

ました。 

 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（庄司和夏奈議員）  日程第３、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、議長において、玉造中学校 武藤潤議員、下総みどり学園 瀬尾尚

暉議員を指名いたします。 

（午後 1時１２分） 

 

 

◎代表質問 

○議長（庄司和夏奈議員）  日程第４、各中学校からの代表質問を行います。 

 

●吾妻中学校 

○議長（庄司和夏奈議員）  初めに、吾妻中学校、小見山愛美議員、並びに増田博一議

員。 

〔吾妻中学校 議員２名 登壇〕 

○小見山愛美議員  吾妻中学校３年の小見山愛美です。成田市の食育に関する取り組
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みについてお伺いします。私は家庭科の授業で、栄養バランスや食育について学習した

り、調理実習を通して食の大切さを勉強しました。しかし、回数が少ない上に授業が終

わってしまうとなかなか食について考える機会が減ってしまいます。 

またインターネットを使い食育について調べたところ、食育という言葉を知らない人

が多い上に、知っていても食文化に対する関心が低い傾向がみられます。食という私た

ちが一生関わっていく問題を中学生のこの時期に、日常を活かした実践的な機会が増え

ると良いと思います。 

成田市では平成２３年度から平成２７年度の５年間｢成田市食育推進計画｣を策定して

いるようですが、私は今まで聞いたことがありませんでした。中学生にとってもっと身

近に食育を感じられる機会を多く設けることはできないでしょうか。 

○議長（庄司和夏奈議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  小見山愛美議員の成田市の食育に関する取組についてのご質問に

お答えいたします。 

議員からお話がありましたように、本市は、市民一人ひとりが、自らの「食」につい

て考える機会や、「食」に関するあらゆる知識と「食」を選択する力を身につけ、生涯

にわたって健やかで心豊かな自立した生活を送るための指針として、平成２３年３月に

成田市食育推進計画を策定いたしました。 

実際どのような活動を行っているかでございますが、健康増進の分野では、高齢者を

対象とした口の中の機能の衰えを防止するための講習会や配食サービスの実施、各保育

園でのおやつづくり、児童を対象とした、給食時の食事マナーや手伝いの指導、妊娠時

も含めた育児相談、歯科健診や歯科相談を実施しております。 

教育の場におきましては、小中学校における給食センター栄養士による、食に関する

授業や給食時の食指導、保護者を対象として「食」をテーマとした家庭教育学級など各

分野で様々な活動を展開しております。また、保育園、小学校、市民農園、親子体験農
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業教室、収穫祭などにおける農業体験や市場での職場体験、太巻きずし講習会、そば打

ち教室、魚のさばき方の実習などを通じて、食物とふれあうことで「食」について考え

てもらうよう取り組んでおります。 

以上が、現在市が行っている食育に関する取組でございます。しかしながら、近年、

「食」を大切にする心の欠如、栄養バランスの偏った食事や不規則な時間での食事の増

加、肥満や生活習慣病の増加など「食」をめぐる課題が生じております。そのような課

題を解決するため、本市では、平成２７年度に第２次成田市食育推進計画を策定するた

め、本年度中に食育に関するアンケートを市内の小学５年生及び中学２年生を対象に実

施する予定でございます。このアンケートの結果を活用し、今後どのような取組が必要

か検討してまいりたいと考えております。 

また、食育に関する取組は、「健康」「教育」「農林水産業」など多岐の分野にわた

ることから、家庭や地域、学校、保育園、幼稚園、農林水産業関係者、食品関連事業者、

ボランティアなどの様々な立場の方々と連携・協力を図っていくことが必要であります

ので、生徒の皆さんにおかれましても、ぜひご協力をお願いいたします。 

○議長（庄司和夏奈議員）  吾妻中学校、増田議員。 

〔吾妻中学校、増田議員 自席で起立〕 

○増田博一議員  私は、吾妻中学校３年の増田博一です。ご答弁ありがとうございま

す。質問を続けます。 

食についてもっと考える機会を増やすために提案させていただきます。それは｢弁当の

日｣の取り組みです。給食の献立を生徒によって考える取り組みはされていますが、定期

的に給食ではなく｢弁当の日｣というものを作り、食に関して考える機会を作ってみては

どうでしょうか。私たち自身で献立を考え、買い物し、弁当を作ることを通して栄養バ

ランスや食育について考えられるだけでなく、用意してくれる親のありがたみを感じる

ことができると思います。今後、｢食育の大切さ｣を私たちが考えるよい活動があったら

紹介していただきたいと思います。よろしくお願いします。 
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○議長（庄司和夏奈議員）  深山教育総務部長。 

〔教育総務部長、深山芳文 自席で起立〕 

○教育総務部長（深山芳文）  増田博一議員の、食について考える機会を増やす取り組み

についてのご質問にお答えいたします。 

「弁当の日」を創り、生徒のみなさん自らが献立を考え、買い物をし、弁当を作るこ

とは、栄養バランスや食育について考える良い機会であり、大変良い提案であると思い

ます。みなさんは、これまでも学校での行事の日に、弁当を持参した経験があると思い

ますが、そのような時にご両親への感謝の気持ちを持つことは、大切なことです。ご提

案の弁当の日を実施できるよう学校とも相談してまいりたいと思います。 

また、みなさんが自宅の台所でお手伝いを積極的にすることや、休みの日などには自

分や家族のために食事を作ることも、栄養バランスの大切さを考える良い機会になりま

すので、ぜひ実践してみてください。 

次に「食育の大切さ」を考える良い活動があったらということですが、学校給食は栄

養バランスの取れた食事であります。学校給食センターでは栄養士の先生が各学校を訪

問し、バランスの取れた食事について、分かりやすく指導しております。各学校では委

員会活動を通じて、給食時に献立や栄養素・エネルギーなどの説明を校内放送している

学校もあると思います。 

また、「おにぎり遠足」という行事を実践している学校があります。遠足のお弁当に

自分で作ったおにぎりだけを持っていくというだけのシンプルなものですが、体を動か

した後で食べるおにぎりは、お米の美味しさを実感できたと伺っています。 

いずれにいたしましても、各家庭での生活の中にも食育を実践する機会が多くありま

すので、学校給食などで得た食の知識を活用し、自主的な取り組みにも、ぜひ、挑戦し

てみてください。 

○議長（庄司和夏奈議員）  吾妻中学校、増田議員。 

〔吾妻中学校、増田議員 自席で起立〕 
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○増田博一議員  ご答弁、ありがとうございました。私たちがこれからも一生関わり

続ける、「食」ということについて、真剣に考える良い機会となりました。これで、吾

妻中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時２１分） 

 

●成田中学校 

○議長（庄司和夏奈議員）  次に、成田中学校、鈴木彩夏議員、並びに石川智大議員。 

〔成田中学校 議員２名 登壇〕 

○鈴木彩夏議員  私は、成田中学校３年の鈴木彩夏です。成田市のバリアフリー化、ユ

ニバーサルデザイン化についてお伺いいたします。 

私は普段から、公共施設、公共機関を多く使用しています。これらの施設の多くはバ

リアフリー化の実現が成されているものの、施設に行くまでの道のりが必ずしもバリア

フリーになっているとはいえないと考えます。また、放置自転車や違法駐輪、路上駐車

により、視覚障碍者の通行の妨げになっているのを見たことがあります。すべての人が

安全に行きたい場所に行くことができるように、施設のみならず、道路のバリアフリー

化も促進していくべきだと思います。そこでお伺いします。市として、何か具体的なバ

リアフリー化についての対策を行っているのでしょうか。 

○議長（庄司和夏奈議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  鈴木彩夏議員の、公共施設や道路のバリアフリー化の取組について

のご質問にお答えいたします。 

本市では、６５歳以上の高齢者が人口の１９パーセントを超え、今後も、益々高齢化

が進行し、生活に『バリア』を感じる人が増えてくると思われます。 

また、人の能力や個性は一人ひとり違い、さらに、年齢や環境の変化などにより、同

じ人であっても状況が変化していくため、障がいの有無や年齢に関わらず、市民一人ひ
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とりが自立して生活できる社会の実現に向け、環境を整備していくことが重要であり、

そのためには、障がい者、高齢者などの方々が、社会生活をしていく上で、バリアとな

るものを取り除くとともに、新しいバリアを作らないことが大切です。そして、住宅、

建築物、公共交通機関、道路など、それぞれの施設単独ではなく、例えば自宅を出て公

共交通機関を利用して目的地に行くまでを一体として考えたバリアフリーを推進し、誰

もが快適で生活しやすい環境を整備する必要があります。 

そのため、千葉県では『千葉県福祉のまちづくり条例』を制定し、障がい者、高齢者

などの方々が、公共施設や病院、デパート、学校などの建築物や駅、空港、道路といっ

た不特定多数の人が利用する「公益的施設等」を、安全で快適に利用できるようにする

ための整備基準を定め、実現へ向けて努力することなどが決められています。 

福祉のまちづくりの実現のためには、行政と市民、事業者が手を取り合って取り組ん

でいく必要があります。 一人ひとりが思いやりの心を持って、福祉のまちづくりを理解

し、取り組むとともに、相互に協力して福祉のまちづくりを進めてまいります。 

次に、道路のバリアフリー化の取組についてのご質問にお答えいたします。 

本市では、道路のバリアフリー化に関する条例を定めており、この中で歩道に関する内

容としましては、「歩道の幅は、高齢者、障がい者等の交通の状況を考慮して定める。

舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。縦断勾配は５パー

セント以下とし、横断勾配は１パーセント以下とする。横断歩道に接続する部分の高さ

は、２センチメートルを標準とする。」などとしております。この条例を基に、道路を

新設する際には、高齢者の方々や障がいのある方々でも無理なく円滑に通行ができるよ

う、整備を行っております。 

すべての道路に対して、バリアフリー化することは困難ですが、現在の基準に合って

いない箇所につきましては、歩行者の利便性・安全性、周辺の地形などを考慮しながら、

道路のバリアフリー化を推進してまいります。 

○議長（庄司和夏奈議員）  成田中学校、石川議員。 
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〔成田中学校、石川議員 自席で起立〕 

○石川智大議員  ご答弁ありがとうございます。私は成田中学校３年の石川智大です。

質問を続けます。 

 私は、先ほどの質問でもあったバリアフリー化の促進とともに、ユニバーサルデザイ

ン化の促進も必要なのではないかと考えます。成田中にはたくさんの観光客の方々が訪

れ、成田山を参拝する方も大勢います。古くからの門前町であるため、道がわかりづら

い場所がいくつかあるので、日本語・英語・中国語の観光マップがあるそうですが、全

ての人々にとってわかりやすいものではないと思います。そこでお伺いします。市では、

世界各地の観光客の方々にもわかる標識や地図などのユニバーサル化の促進について、

どうお考えなのでしょうか。 

○議長（庄司和夏奈議員）  諏訪経済部長。 

〔経済部長、諏訪峰雄 自席で起立〕 

○経済部長（諏訪峰雄）  石川智大議員の、標識や地図などのユニバーサルデザイン化の

促進についてのご質問にお答えいたします。 

まず、観光案内に関する標識・看板などについてでございますが、現在、ジェイアー

ル成田駅から成田山新勝寺へ続く表参道、市役所付近、宗吾霊堂の６か所に、日本語と

英語、韓国語、中国語の観光案内看板を設置しており、更に東和田駐車場、大栄支所駐

車場、ジェイアール滑河駅前の３か所にも、日本語と英語による観光案内看板を設置し

ております。 

これらの看板に関してのユニバーサルデザインの対応状況でございますが、観光スポ

ットや主要な施設についてはイラストを用いて視覚的に表現し、トイレや観光案内所な

どの施設については、各々の形状やイメージを図案化した表現手法である「ピクトグラ

ム」を用いて表示しております。 

次に、観光マップについてですが、地図と観光情報を掲載した複合的なパンフレット

「ぽけっ旅なりた」を、日本語版のほか、案内看板と同様の各言語で作成しております。



 

17 

 

このパンフレットは、容易に持ち歩けるポケットサイズのもので、イラストや写真、ピ

クトグラムを取り入れ、初めて成田を訪れる方でも、効率よく市内を観光できるような

構成としております。 

以上、本市の取組みについてその現状を申し上げましたが、今後も訪日外国人は増加

傾向にあり、たくさんの国から様々な言語のお客様が訪れることが予測され、あらゆる

人が言語の壁を超えて理解できる表現がますます重要になると考えますので、これらに

ついて一層の工夫と改良に努めてまいります。 

○議長（庄司和夏奈議員）  成田中学校、石川議員。 

〔成田中学校、石川議員 自席で起立〕 

○石川智大議員  ご答弁、ありがとうございます。古くからの門前町である成田市の

バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化は、難しいと思います。しかし、成田市の国

際化が進展している今、重要な問題だと考えます。積極的に、この問題に向き合ってほ

しいと思います。これで、成田中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時３１分） 

 

●公津の杜中学校 

○議長（庄司和夏奈議員）  次に、公津の杜中学校、光畑はるの議員、並びに市川帆奈映

議員。 

〔公津の杜中学校 議員２名 登壇〕 

○光畑はるの議員  私は公津の杜中学校２年の光畑はるのです。成田市が選ばれた国家

戦略特区についてお伺いいたします。国家戦略特区は、経済社会の構造改革を重点的に

推進する観点から、国際競争力を強化するとともに国際的な経済活動の拠点の形成を促

進することを目的とするとされています。 

私は世界の国際都市の中で理想とする都市はアメリカのニューヨークかと思います。

首都ではありませんが、世界の経済の中心的な役割を担ったり、自由の女神を中心とし
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た観光にも魅力があり、世界的な知名度も高く世界から人々が集まる都市です。 

 成田も国家戦略特区に選ばれ、日本の玄関口として、世界に知名度を高めていくため

に、成田市の魅力をより世界にアピールしたり、観光やビジネスの発展を進めたりして

いくことが大事だと考えています。 

 そこで、成田市が今後どのような構想を考えているのか教えてください。 

○議長（庄司和夏奈議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  光畑はるの議員の、国家戦略特区に指定された市の今後の構想につ

いてのご質問にお答えいたします。 

本市では国家戦略特区として２つの構想を作成し、昨年９月に国に対して規制緩和の

提案を行いました。１つ目は、現在公津の杜でキャンパスを建設している国際医療福祉

大学と共同で作成した「国際医療学園都市構想」です。この構想は、現在新設が認めら

れていない医学部の設置を、国家戦略特区による規制緩和を通じて解禁することにより、

医学部を核にして、付属病院などを設置し、国際医療への展開も視野に入れながら、地

域医療の充実を図るとともに、医師、メディカルスタッフ、医療工学研究者のための研

修所となるトレーニングセンターの設置や医療機器メーカーなどの医療産業を誘致集積

し、ソフト、ハードの両面から日本の医療技術を海外へ輸出するための拠点とするなど、

一大医療学園都市を築こうとするものです。 

そして、２つ目は、本市単独で提案を行った「エアポート都市構想」です。その内容

は成田空港と周辺地域が持つ国内外への充実した交通ネットワークや観光資源、農業資

源などをフルに活用して、本市を日本の玄関にふさわしいエアポート都市としていこう

という構想で、国際物流拠点基地としての機能強化、訪日外国人旅行者の誘致促進、ス

ポーツツーリズムの推進といった施策を強力に推進するというものであります。具体的

には、東京ビッグサイトを超えるような大規模な展示施設の誘致、成田空港を利用して

日本に入国する外国人がスムーズに観光に出発できるように入国審査の手続きの円滑化、
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国際大会や全国大会、オリンピックの直前合宿の誘致といった事業などを行うという構

想です。 

本市からはこのような２つの提案を行っておりますが、成田市で実施する事業の内容

につきましては特区担当大臣、自治体の長、民間事業者から成る区域会議において正式

に決定していくこととなります。本市において実施するプロジェクトが成田の発展、さ

らには日本全体の経済発展につながるよう、今後も全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○議長（庄司和夏奈議員）  公津の杜中学校、市川議員。 

〔公津の杜中学校、市川議員 自席で起立〕 

ご答弁ありがとうございます。私は公津の杜中学校２年の市川帆奈映です。質問を続

けます。成田市が国家戦略特区に指定されたことで、国と地方が連携し、成田空港を生

かした国際ビジネスの拠点づくりを目指す上で、どのような事業を推進していく予定で

しょうか。また、その取組により、今後成田市がどのように発展していくことが期待で

きるのでしょうか。市の考えを教えていただきたいと思います。 

○議長（庄司和夏奈議員）  根本企画政策部長。 

〔企画政策部長、根本欣治 自席で起立〕 

○企画政策部長（根本欣治）  市川帆奈映議員の成田空港を活かした国際ビジネスの拠

点づくりを目指す上での事業についてお答えいたします。 

国家戦略特区は特定の地域や分野を限定して規制緩和などを行うことで、企業の投資

や人材を呼び込み、国際競争力が高いビジネス拠点づくりを目指していくものです。 

本市からはこの規制緩和として、先ほど市長が申し上げました「医学部の新設」の他に

も、「通関や検疫といった輸出手続きの市場における一元的な実施」、「外国人が日本

で働くために必要となる就労ビザの発給要件の緩和」、「進出企業が施設を建設する際

に支障となるような土地利用規制の緩和」などを提案致しました。これらを通じて、医

療関連産業の集積、農産物輸出拠点の整備、国際的な展示会や国際会議の開催、トラン
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ジット客も含めた訪日外国人の増加促進、国際物流拠点基地としての機能強化などの事

業を推進したいと考えています。 

また、今後成田市がどのように発展していく事が期待できるのかとのご質問について

でありますが、本市が提案した構想が実現することにより、本市には成田空港を通じて

世界中から今よりも更に多くの人や物が集まり、また逆に本市からも日本の産業や文化

を発信する活力のある国際都市に発展するものと考えています。 

国家戦略特区では大胆な規制緩和を通じて高い経済効果が見込まれる事業を実施する

ものでありますので、市内における雇用が拡大することはもちろん、人口の増加、新た

な商業施設・サービス施設の進出も想定されます。従いまして、今後も国と連携して、

本市で実施する事業が本市ばかりではなく、日本経済全体をけん引するような高い経済

効果をもたらすことができるよう事業を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（庄司和夏奈議員）  公津の杜中学校、市川議員。 

〔公津の杜中学校、市川議員 自席で起立〕 

○市川帆奈映議員  ご答弁、ありがとうございました。成田市の今後のビジョンにつ

いて、よく分かりました。私たちも、成田市の魅力あるまちづくりに貢献していきたい

と思います。 

これで、公津の杜中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時４１分） 

 

●大栄中学校 

○議長（庄司和夏奈議員）   次に、大栄中学校、有田桃果議員、並びに篠塚祐里議員。 

〔大栄中学校 議員２名 登壇〕 

○有田桃果議員   私は、大栄中学校３年の有田桃果です。成田市が計画している、大

栄地区の小中一貫教育の政策についてお伺いいたします。私は、家族や知り合いから、

大栄地区が近い将来、小学校が統合し、中学校と一緒になることを聞きました。小・中
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別々の教育を受けてきた私にとって、小中一貫の教育とは、どのようなものなのか想像

つきません。 

また、私が実際に小中一貫の教育を受けるとした場合、不安なこともあります。例え

ば、学校には入学式や卒業式、遠足や６年生を送る会など、節目を感じさせる行事が様々

あります。小・中統合により、小学校と中学校の区切りがなくなることで、「中学校へ

行ったら頑張ろう。」「新しい友達との学校生活が楽しみだ。」といったような気持ち

の切り替えができなくなるのではないか、という思いがあります。 

そこで、お伺いいたします。現在、成田市では、大栄地区の小中一貫教育についてど

のような政策を考えているのでしょうか。その良い点と悪い点についてもお聞かせくだ

さい。 

○議長（庄司和夏奈議員）  関川教育長。 

〔教育長 関川義雄  登壇〕 

○教育長（関川義雄）  有田桃果議員の、大栄地区の小中一貫教育についてのご質問にお

答えいたします。 

大栄地区においては、今後の児童数の見通しから、クラス替えが可能な、１学年複数

学級が編制できる適正な規模の学校となるよう、地区内の皆様のご理解を得て、現在の

５つの小学校を１つに統合することを平成２５年８月に決定しました。その統合小学校

の新校舎は、大栄中学校の敷地内に建設され、現段階では平成３４年４月に開校する計

画ですが、少しでも早く開校することができるよう準備を進めているところです。そし

て、この統合小学校と大栄中学校につきましては、これまでの小中連携教育を一歩進め

た小中一貫教育の実現を目指していきます。 

この大栄地区で進める小中一貫教育校では、小学生と中学生が同じ敷地内にある校舎

で一緒に生活することになります。本年４月に、下総地区に開校した下総みどり学園は、

同様の小中一貫教育校ですので、ご質問の小中一貫教育の良い点・悪い点については、

下総みどり学園の実際の活動例を説明することでお答えします。 



 

22 

 

下総みどり学園では、学年の呼び方を１年生から９年生とし、１年生から４年生まで

を前期ブロックという一つのまとまりにしております。ですから、前期ブロックでは、

４年生がブロックのリーダーということになります。次のブロックへの節目の学年とし

て、３学期には、「二分の一成人式」という行事が計画されていると伺っています。ま

た、５年生から７年生は中期ブロック、８年生・９年生は後期ブロックというまとまり

になります。中期ブロックでは、５月に５年生と７年生が宿泊学習を実施しました。７

年生にとっては、５年生と一緒に生活することで、これまでの中学校の１年生には見ら

れなかった、リーダーシップを発揮する機会となり、先生方の期待以上の成長が見られ

たとの報告を受けています。また、５年生から部活動に参加し、中学生と一緒に活動す

る機会が増えています。意欲ある子どもにとっては、自分を伸ばすチャンスが増え、「中

学生と一緒に行う部活動を楽しみにしている」という声が届いています。 

授業においては、５年生から一部教科担任制となり、中学校の先生が小学生を、小学

校の先生が中学生を教えることもしており、学習意欲や学力の向上が期待されています。

また、小学校と中学校の先生が同じ学校にいるので、中学生になっても小学校でお世話

になった先生にいろいろな相談をすることが可能であり、先生方とこれまで以上に密接

な関わりが持てるようになり、保護者からは安心して学校生活が送れるという声が聞こ

えています。 

小学校と中学校が１つの学校になりますので、開校する前は、小学生が中学生にいじ

められるのではないかという不安の声もありましたが、下総みどり学園からは、そのよ

うな報告は受けておりません。むしろ、小学生と中学生の交流が盛んになり、多くの友

達、先生方との出会いや、体育祭、文化祭などの行事、掃除などの活動を一緒に行う機

会が増え、小学生は間近で中学生の主体的に活動するたくましい姿を見て成長すること

ができ、中学生は小学生に対して優しく接することで思いやりある豊かな心が育まれる

ことが期待できます。 

教育委員会としましては、大栄地区においても下総みどり学園と同じように、地区の
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皆さまのご理解を得ながら小中一貫教育を展開していこうと考えています。また、国の

政策においても小中一貫教育を制度化しようとする具体的な議論が始まりました。 

今後も、大栄地区小学校統合推進委員会を中心に、地域や保護者の皆さまと、大栄地

区における新しい学校づくりについて話し合いを重ねていきますが、児童生徒の不安を

解消するとともに、できる限り多くの方々からご意見をいただき、夢と希望を持った新

しい小学校と中学校の実現に向けて努力してまいります。 

○議長（庄司和夏奈議員）  大栄中学校、篠塚議員。 

〔大栄中学校、篠塚議員 自席で起立〕 

○篠塚祐里議員  ご答弁ありがとうございます。私は、大栄中学校３年の篠塚祐里です。

質問を続けます。現在、下総みどり学園では、小学生はスクールバスを利用し登校する

そうですが、中学生はバスを利用できないと聞きます。 

私の住む大栄地区では、自宅から学校まで１０ｋｍ程ある友達がいます。部活動をし

て帰ると、帰宅前に暗くなってしまうことがあります。しかし、通学路には街灯が少な

く、とても不安です。また、道幅が狭い箇所や危険な坂道などもいくつかあります。 

そこで、小・中統合によりスクールバスを運行させる場合に、安全に配慮した道路の

整備はしていただけるのでしょうか。また、大雨時や、やむを得ない場合に、中学生が

スクールバスを利用することは可能でしょうか。市としてどのように考えているか、お

答え願います。 

○議長（庄司和夏奈議員）  深山教育総務部長。 

〔教育総務部長、深山芳文 自席で起立〕 

○教育総務部長（深山芳文）  篠塚祐里議員の 大雨時や、やむを得ない場合に、中学生

がスクールバスを利用することは可能かとのことについてのご質問にお答えいたします。 

スクールバスは、これまであった地域の小中学校が統合されたことにより通学距離が

遠くなる地区の児童生徒を対象に、一人一座席など安全に配慮した上で利用しておりま

す。大栄地区につきましても原則としては統合される小学生を対象とした運行を考えて
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おりますが、中学生の中には通学距離が大変長い生徒がいることや通学路に危険な個所

が点在している状況は教育委員会でも把握しております。 

大栄地区の小学校統合に向けては、スクールバスの運行ルートが決定していないこと

や利用人数が未定であることなどから、中学生が利用することが可能かどうかも、現段

階では確実なことは申し上げられない状況です。スクールバスの運行にあたって柔軟な

対応が可能かどうか、どのような形であれば円滑な運行ができるか、保護者や地域の方々

で構成している大栄地区小学校統合推進委員会を通してしっかり検討してまいります。 

○議長（庄司和夏奈議員）  布施土木部長。 

〔土木部長、布施幸伸 自席で起立〕 

○土木部長（布施幸伸）  篠塚祐里議員の、通学路の整備についてのご質問にお答えいた

します。 

大栄地区においては、小中一貫教育校の開校に向けて、大栄診療所から大栄中学校へ

向かう市道伊能吉岡線をはじめ、４路線の整備を実施しております。これらの幹線道路

では、歩道と車道を分離し、歩行者や自転車利用者の安全を考慮して整備しております。

また、その他の通学路の整備については、成田市ＰＴＡ連絡協議会より、歩道の設置や、

道路の拡幅などについて毎年ご要望いただいており、整備可能なものから、順次実施し

ております。小中一貫教育校の開校後にあたっても、児童生徒の安全には十分配慮した

整備を実施してまいります。 

○議長（庄司和夏奈議員）  大栄中学校、篠塚議員。 

〔大栄中学校、篠塚議員 自席で起立〕 

○篠塚祐里議員  ご答弁、ありがとうございました。大栄地区の小学校、中学校が統

合して、母校がなくなってしまうのは寂しいと思っていましたが、統合することにより、

５つの小学校と１つの中学校が、より良い学校へ生まれ変わることがわかり、大変楽し

みです。将来、大栄中学校の卒業生として、大栄地区がより良い地域になるよう努めて

いきたいと思います。これで、大栄中学校からの質問を終わります。 
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（午後 １時５３分） 

 

●中台中学校 

○議長（庄司和夏奈議員）  次に、中台中学校、桑原愛梨議員、並びに吉岡希議員。 

〔中台中学校 議員２名 登壇〕 

○桑原愛梨議員  私は、中台中学校２年の桑原愛梨です。成田市の防災についてお伺い

いたします。４年前の東日本大震災のとき、市内の小・中学校が避難所として使われて

いるのを見ました。その後、各地域の公立学校では耐震工事が行われているとも伺いま

した。今後、大規模な地震が発生した場合は広域的な被害が予想されると思いますが、

公的機関による救助・支援には限界がるように思います。 

 例えば、土砂災害で家が崩壊してしまった場合、市はどのような援助をして下さるの

でしょうか。また道路などのインフラの復旧は何日以内を目安にしているのでしょうか。

最後に、市の支援と合わせて地域で助け合うことも大切だと思うので、市民としてでき

ることがあれば教えて下さい。お願いします。 

○議長（庄司和夏奈議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  桑原愛梨議員の、災害時における市の支援及び市民ができることに

ついてのご質問にお答えいたします。 

まず、土砂災害で家が倒壊した場合の市の支援についてでありますが、本市では、土

砂災害など自然災害が発生した場合の災害応急対策活動及び災害復旧活動などを定めた

「成田市地域防災計画」に基づき、災害対策を実施してまいります。土砂災害などの発

生により住宅被害を受け、居住の場を失った方などの被災者への対応としましては、一

時的に受け入れる施設として、市内小中学校をはじめとする指定避難所を開設し、必要

な食料や生活必需品の供給、健康管理などの支援を行ってまいります。また、避難所に

おける生活が長期化する場合には、被災者の居住の安定を図るため、応急仮設住宅の建



 

26 

 

設や市営住宅などの供給、また、仮設住宅を十分確保できない場合は、借り上げにより

民間賃貸住宅を提供するなどの支援も行ってまいります。 

次に、道路などのインフラの復旧は何日以内を目安にしているのかとのことでありま

すが、災害が発生した場合は、被害状況を速やかに把握し、道路交通の確保を図るため、

迅速に障害物などの撤去を行い、二次災害の防止や緊急車両の通行ができるよう、応急

対応を実施することとしています。その後、応急対応の内容や現地調査などによって得

られた情報を整理検討のうえ、復旧方法の方針を決定し、順次復旧作業を実施すること

としています。なお、道路の復旧の目安については、災害の内容や規模などにより大き

く異なりますので、復旧にかかる日数は明確にできませんが、一日も早く安全に通行で

きるよう努めてまいります。 

次に、市民としてできることについてでありますが、東日本大震災では、多くの方々

の尊い命と財産が奪われました。一方で、日頃の防災教育が功を奏し、岩手県釜石市で

は、小中学生が率先して高台へ避難し、大人の避難も促したという「釜石の奇跡」とい

う事例もあり、「津波が来たら、高台へ逃げろ」という昔からの教えを小中学生が見事

に実践し、多くの方々の命が救われました。また、避難所生活でも中学生が率先してボ

ランティア活動を行ったとのことであり、中学生が、日ごろの防災教育で学んだことを

活かし、自ら判断し行動することができた模範的な事例として大いに参考になるもので

あります。 

地震は、いつ、どこで、どのような規模で起こるかはわかりません。中学生の皆さん

には、この東日本大震災を教訓にして、地震を正しく理解し、いつ起きても、冷静かつ

主体的に行動し、まず、自分の命を守っていただきたいと思います。また、避難所生活

などにおいては、お年寄りなどの災害時に特別な手助けが必要な人たちを助けるなど、

地域防災の担い手としても期待をしております。 

今後とも、地震に対する正しい知識や姿勢を身に付け、自分の命を守るとともに、周

りの人を手助けできる中学生になってくださるようお願いいたします。 
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○議長（庄司和夏奈議員）  中台中学校、吉岡議員。 

〔中台中学校、吉岡議員 自席で起立〕 

○吉岡希議員  私は、中台中学校２年の吉岡希です。ご答弁ありがとうございます。質

問を続けます。 

災害時の避難場所についてですが、災害時には多くの人々が避難すると考えられます。

もしも、その避難場所である小・中学校などが崩壊してしまった場合大きな混乱が予想

されます。そのため耐震工事をしているのだと思います。市ではどのくらいの規模の地

震を想定してどのような対策をすすめているのか教えて下さい。 

○議長（庄司和夏奈議員）  深山教育総務部長。 

〔教育総務部長、深山芳文 自席で起立〕 

○教育総務部長（深山芳文）  吉岡希議員の、避難所である小中学校などの耐震化につい

てのご質問にお答えいたします。 

まず、どのくらいの規模の地震を想定してどのような対策をすすめているかとのこと

でありますが、国が示す耐震に関する基準に基づき、震度６強の大規模地震を想定して

おり、市内小中学校の体育館及び校舎が崩壊しないよう、耐震化工事はすべて終了して

おります。現在はさらに、小中学校体育館の天井やバスケットゴール、照明器具などの

落下防止工事を進めております。 

また、本年４月に開校しました下総みどり学園では、避難所の電源として使用できる

よう太陽光発電設備に併せて蓄電池を設置しました。これにより、停電時の日中は太陽

光発電設備により充電し、夜間には蓄電池から電力を供給することにより、継続的に避

難所としての機能を維持することができます。 

今後も、市内小中学校の新築や増築工事、または大規模改造工事に併せて整備を進め、

学校施設の安全を確保するとともに、避難所としての機能強化に努め、皆さんが安心し

て学校生活を送れるような施設にしてまいります。 

○議長（庄司和夏奈議員）  中台中学校、吉岡議員。 
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〔中台中学校、吉岡議員 自席で起立〕 

○吉岡希議員  ご答弁、ありがとうございました。私は、成田市が、これからもより

安全で安心な街に発展していくことを願っています。また、災害が発生した際、私たち

も助け合い、大きな被害が出ないようにしていくことが大切だと感じました。この度は、

このような学ぶ機会を与えてくださり、ありがとうございました。これで、中台中学校

からの質問を終わります。 

（午後 ２時０２分） 

 

○議長（庄司和夏奈議員） ここで、暫時、休憩といたします。 

私、庄司 和夏奈による議事進行はここまでとなります。皆さん、ご協力いただきあり

がとうございました。 

 

（午後 ２時０３分） 

 

【休   憩】 

 

◎議長の交代 

○総合司会（市民協働課長）  中学生議会を再開するに当たり、議長の交代があります。

後半の議長は、初めに行った議長選挙にて選出された、久住中学校２年生 戸村響議員

にお願いいたします。 

○議長（戸村響議員）   申し上げます。これより、成田市中学生議会の議長を務めます
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久住中学校２年の戸村響です。議長就任にあたり、ご挨拶を申し上げます。中学生議員

の皆様のご推挙により、議長に選任いただきましてまことにありがとうございます。私

は、パソコン部に所属し、ロボットを作っています。将来は、地図を作る仕事に携わり

たいと思っています。市の政治に関わる、議長という仕事に大きな責任を感じます。円

滑に議事が進むよう、私も頑張りますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

（午後 ２時１０分） 

◎再開 

〔開始のブザー〕 

○議長（戸村響議員）  再開いたします。代表質問を続けます。 

 

●玉造中学校 

○議長（戸村響議員）  次に、玉造中学校、武藤潤議員、並びに飯野陽菜議員。 

〔玉造中学校 議員２名 登壇〕 

○武藤潤議員  私は、玉造中学校の３年の武藤潤です。成田市の税金の使われ方につい

てお伺いいたします。今年の４月から消費税率８％への増税がありましたが、普段食べ

物や飲み物、雑貨などを買い物する時に、税金について気にするようになりました。そ

こで、成田市の財源は主に市税によりまかなわれていると勉強しましたが、この度の消

費税率の変更により、上がった分の税金が成田市ではどのように使われているのかをお

聞きしたいと思います。お答え願います。 

○議長（戸村響議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  武藤潤議員の、成田市の税金の使い方についてのご質問にお答えい

たします。 
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まず、私たちが普段「消費税」と呼んでいるものは、国の収入となる消費税と都道府

県や市区町村など地方公共団体の収入となる地方消費税の二つを総称しております。 

皆さんが支払った消費税は、預かったお店などから一度すべて国に納付され、そのうち

の地方消費税分が地方消費税交付金として都道府県に分配されており、さらにその２分

の１が市区町村に交付される仕組みになっています。 

消費税率は、本年４月に５パーセントから８パーセントに引き上げられましたが、引

き上げられた３パーセントのうち０．７パーセントがこの地方消費税分となっています。 

今回の消費税率の引き上げは、近年の少子高齢化などの社会経済状況の大きな変化によ

り、今後も増加が見込まれる年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対する

ための施策に要する経費など社会保障経費の財源確保が必要であることから、現在働い

ている現役世代に負担が集中せず、高齢者を含めて国民全体で広く負担していただきた

いという考え方によるものです。 

消費税の変更により、上がった分の税金が本市ではどのように使われているのかとの

ことでありますが、消費税率の引き上げによる地方消費税交付金の増収分については、

税率引き上げの趣旨に沿い、生活に困窮している方、介護が必要な高齢者や、障がいの

ある方に対する様々な支援に必要な経費、皆さんが病気にかかった時の医療費の助成や、

夜間や休日に急病になった時に治療が受けられる急病診療所の運営費、あるいは保育園

や幼稚園の運営費など、社会保障施策に要する経費の財源として活用いたします。 

○議長（戸村響議員）  玉造中学校、飯野議員。 

〔玉造中学校、飯野議員 自席で起立〕 

○飯野陽菜議員  私は、玉造中学校の３年の飯野陽菜です。ご答弁ありがとうございま

す。質問を続けます。 

私達の部活動も税金によって補助していただいていますが、郡・県大会等の交通費に

ついて提案があります。現在、成田市では大会に関する交通費の半額を補助していただ

いていると聞いていますが、大会会場によってはバスを借りて行く場合もあります。し
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かし、国土交通省の料金改正や増税により、貸切バスやガソリンの値段が大きく上がっ

ていて、保護者への負担が非常に大きくなっています。他市では、市でバスを借りて補

助する形をとっているところもあるそうです。成田市でも公共交通機関の料金の半額補

助だけでなく、バスを借りて補助していただけるという形をとるのはいかがでしょうか。

お答え願います。 

○議長（戸村響議員）  深山教育総務部長。 

〔教育総務部長、深山芳文 自席で起立〕 

○教育総務部長（深山芳文）  飯野陽菜議員の、郡・県大会へ遠征する際の部活動への補

助についてのご質問にお答えいたします。 

郡、県大会などの交通費について、公共交通機関の料金の半額補助だけではなく、市

がバスを借りて補助できないかとのことですが、部活動の大会に参加する際の補助とし

ては、小中学校体育連盟などが主催する郡大会以上の大会で公共交通機関を利用した場

合、選手登録数に応じてその半額を補助しております。また、貸切バスなどを利用した

場合についても、公共交通機関を利用した場合に置き換えて、その半額を補助しており

ます。しかしながら、各種目の協会などが主催する大会に補助を拡大することにつきま

しては、全ての学校を対象にした大会ではないことや補助対象となる大会があまりにも

多く制限がなくなるため、現段階では困難と考えます。なお、関東や全国大会につきま

しては、宿泊費、昼食費もあわせて補助の対象としております。 

その他、大会出場補助金以外にも、みなさんが普段部活動で使用する消耗品の購入を

補助するなど、今後も保護者の負担軽減に努めてまいります。 

○議長（戸村響議員）  玉造中学校、飯野議員。 

〔玉造中学校、飯野議員 自席で起立〕 

○飯野陽菜議員 ご答弁、ありがとうございました。私は今まで、市税の使われ方につ

いて理解をしておりませんでしたが、この機会をとおして、様々なことに利用されてい

ることを学ぶことが出来ました。また、部活動への補助については、様々なことを市で
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考えていると知りました。部活動で活躍する皆のためにも、様々なことで補助をしてほ

しいと思いました。これで、玉造中学校からの質問を終わります。 

（午後 ２時２０分） 

 

●成田高等学校付属中学校 

○議長（戸村響議員）  次に、成田高等学校付属中学校、熊坂健太議員、並びに滝澤徳議

員。 

〔成田高等学校付属中学校 議員２名 登壇〕 

○熊坂健太議員  私は、成田高等学校付属中学校２年の熊坂健太です。２０２０年に行

われる東京オリンピックに向けての成田市の対策についてお伺いいたします。 

 私たち、日本人の多くが２０２０年のオリンピックを楽しみにしていると思います。

そこで、大切になってくるのが、外国人の行き来、物流を確保する空港の役割だと思い

ます。 

 そこで、空港について何点かお伺いいたします。私が最も気になっているのが、成田

空港と羽田空港の協力についてです。どのような協力を行っていくのでしょうか。そし

てテレビでも話題になっているように増便について、どのような国からの便を増やして

いくのか。最後に成田空港自体の取り組み、環境美化や交通機関について市としてどの

ように考えているのか、お答え願います。 

○議長（戸村響議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  熊坂健太議員の、２０２０年東京オリンピックにむけての成田市の

取組についてのご質問にお答えいたします。 

本市では、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催は、国や世代、文

化を超えた交流を通じて、日本を夢や希望に溢れた社会にするためのチャンスと捉え、

成田の観光資源と魅力を最大限国内外に発信していくとともに、スポーツ・ツーリズム
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をはじめとする通年型の観光地づくりを推進させ、市内への観光誘致と経済振興に結び

付けたいと考えております。このような中、成田空港と羽田空港は、各国からの主要な

受け入れ空港として、ともに重要な役割を果たしていくことから、今後、国、県、空港

周辺自治体など関係機関と連携を図りながら、成田・羽田両空港が一体的に活用される

ように、空港間アクセスの向上、航空・観光関係者との連携強化など、様々な施策に取

り組んでまいりたいと考えております。 

また、成田空港の強みといたしましては、豊富でバランスのとれた国際航空ネットワ

ークにあり、現在、３４か国３地域１００都市と結ばれております。現在の空港容量拡

大への取り組みとしましては、来年３月の完成を目標に７５０万人対応のＬＣＣ専用タ

ーミナルや駐機場の整備を進めており、本年度中には、年間発着枠が３０万回に拡大さ

れることになっております。 

さらに、増便につきまして、空港会社では、成田空港の強みを活かし、中長距離路線

の更なる強化に加え、今後とも成長が見込まれるアジア各国への近距離路線の拡充を図

るとともに、乗り継ぎ施設の機能強化を推進することで、アジアと北米を結ぶ結節点(け

っせつてん)としての魅力を強化していきたいとのことであります。 

次に、成田空港における環境問題への取り組みについてですが、空港会社では、「エ

コ・エアポートビジョン２０２０」を策定されており、「エコ・エアポートとして、世

界をリードする空港」をコンセプトとしております。空港に関連するすべての人たちの

協力を得ながら、空港から発生する二酸化炭素の削減、資源の有効利用や廃棄物のリサ

イクル、生物多様性を育む環境の保全など、成田空港の環境負荷軽減への取り組みは、

本市といたしましても、大いに期待をしているところであります。 

次に、交通機関についてですが、成田スカイアクセスが開業したことにより、日暮里

と空港第２ビル間が、最速３６分で結ばれ、ジェイアールについても運行時間が拡大さ

れるなど、成田空港の利便性が向上してきております。また、ＬＣＣの就航に合わせ運

行を開始した都心と成田空港を結ぶ格安バスは、空港利用者だけではなく、都心への交
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通手段として、空港周辺の方々にも利用されているとのことで、空港アクセスの充実と

相まって、地域経済への効果があるものと考えております。 

本市といたしましては、成田空港を中心とする更なる交通ネットワークを構築するた

め、オリンピック・パラリンピック開催という追い風に乗って、｢首都圏中央連絡自動車

道｣、｢北千葉道路｣の早期完成などを、国や関係機関に強く働きかけ、成田空港のポテン

シャルの向上につなげてまいります。 

○議長（戸村響議員）  成田高等学校付属中学校、滝澤議員。 

〔成田高等学校付属中学校、滝澤議員 自席で起立〕 

○滝澤徳議員  私は、成田高等学校付属中学校２年の滝澤徳です。ご答弁ありがとうご

ざいます。質問を続けます。 

私は、オリンピックを見に来る外国人の方々が、成田を観光することなく東京へ向か

ってしまうのは非常に残念なことだと思います。また、長期滞在される方々のための宿

泊施設の充実も不可欠だと思います。 

 そこで、お伺いいたします。現在、または今後、成田市の観光施設や宿泊施設への取

り組みはどのようになっているのでしょうか。お答え願います。 

○議長（戸村響議員）  諏訪経済部長。 

〔経済部長、諏訪峰雄 自席で起立〕 

○経済部長（諏訪峰雄）  滝澤徳議員の、観光施設や宿泊施設への取り組みについてのご

質問にお答えいたします。 

まず、観光施設への取り組みについてでございますが、市内には、年間 1,000 万人も

の参拝客が訪れ、今では外国人に人気の観光スポットとして注目を集めている成田山新

勝寺や門前町の歴史的な街並みなど、外国人旅行客にとっても魅力ある観光資源がたく

さんあります。 

市では、これらの観光資源を多くの外国人旅行客に知っていただくために様々な形で

情報発信することが、たいへん重要であると考えています。昨年１０月にアメリカ ロ
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サンゼルス、本年７月にはタイ王国において現地旅行会社に対して、本市の観光の魅力

をＰＲするとともに、海外の旅行会社・メディアを本市に招いて市内観光視察を行うな

ど、本市の観光の魅力を海外に広く発信し、外国人旅行客の誘致に努めているところで

す。 

また、観光案内看板等の多言語化や成田観光館、成田観光案内所における外国語対応、

昨年度には外国人観光客からの要望が多かった無料Ｗｉ－Ｆｉのアクセスポイントを空

港や表参道の周辺、市内宿泊施設に配置し、無料のインターネット接続環境の提供を開

始しております。さらに、英語、中国語、韓国語に対応した成田市観光協会公式ホーム

ページ「ＦＥＥＬ成田」により観光情報の提供を行い、外国人旅行客が、より安心して

快適・便利に滞在することができる環境の整備を図っております。 

次に、宿泊施設への取り組みでありますが、成田空港周辺のホテル・旅館は、現在、

約 8,000 室を誇り、宿泊料金は東京と比較して安価であり、オリンピックが開催される

東京にも近いため、市では、こうした豊富で安価な宿泊施設や立地の優位性、豊かな観

光資源を積極的にＰＲしていくことで、市内への外国人旅行客の誘致を図り、経済振興

に結び付けたいと考えております。 

今後も、「成田」が東京への通過点にとどまることなく、観光の目的地として選ばれ

るよう、成田というブランドをしっかりＰＲするとともに、成田ならではの「おもてな

し」を実施してまいりたいと考えております。 

○議長（戸村響議員）  成田高等学校付属中学校、滝澤議員。 

〔成田高等学校付属中学校、滝澤議員 自席で起立〕 

○滝澤徳議員  ご答弁、ありがとうございました。私は、オリンピックを観終わって

帰る外国人に、オリンピックも良かったけど、やっぱり成田のほうが良かったなあと言

われるように、出来る限り自分でも努力しようと思いました。これで、成田高等学校付

属中学校からの質問を終わります。 

（午後 ２時３０分） 
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●下総みどり学園（下総中学校） 

○議長（戸村響議員）  次に、下総みどり学園、瀨尾尚暉議員、並びに遠山葉月議員。 

〔下総みどり学園 議員２名 登壇〕 

○瀨尾尚暉議員  私は、下総みどり学園９年の瀨尾尚暉です。成田市が行っている、環

境保全対策についてお伺いします。 

 私の住んでいる下総地区は利根川に接する水田地域で、学校も生い茂る木々の緑に囲

まれています。そのため、日常で自然と触れ合う機会も多く、それだけにこの成田の自

然を強く愛しています。 

 そして、以前祖父からこのような話を聞いたことがあります。私の家の近くにはとて

も小さな神社があるのですが、そこでは、古くから米の豊作を願い雨や風などの自然に

祈りがささげられていたといいます。それを聞いた私は、ここ成田の人たちが遠い昔よ

り自然を大切にしていたことを知ったとともに、自分もこの自然を大切にしたいと思う

ようになりました。 

 そこでお伺いいたします。現在、成田市では、市内の環境保全においてどのような対

策をとっているのでしょうか。 

○議長（戸村響議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  瀨尾尚暉議員の、市内の環境保全においてどのような対策をとって

いるのか、とのご質問にお答えいたします。 

私たちのふるさと成田市は、豊かな水と緑に恵まれ、四季折々の自然と伝統的な地域

文化に育まれた、自然と調和した美しいまちとして発展してまいりました。しかしなが

ら、急速な都市化や社会経済活動の発展に伴い、自動車による大気汚染や騒音問題、生

活排水などによる水質汚濁など、日常生活に伴う都市生活型公害から、地球温暖化、オ

ゾン層の破壊をはじめとする地球規模のものまで、複雑・多様化した様々な環境問題が
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生じ、私たちの生活に影響を及ぼすようになっております。 

こうした環境問題に適切に対応し、将来にわたって良好な環境を保全し創造していく

ため、本市では、平成９年３月に「成田市環境基本条例」を制定し、この条例に基づき、

環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「成田市環境基本計画」を策定し

ております。本計画では、豊かな緑や自然を未来に引き継ぐために「自然に配慮したま

ちをつくる」・「自然と生態系を守り、親しみやすい環境をつくる」など、個別に目標

を定め、市民・事業者・市が、それぞれの日常生活や事業活動の中で、自主的に、環境

に配慮した行動を行うよう取り組んでいるところであります。 

さらに、市民・事業者・市の三者が協働して環境配慮行動を推進するため、平成２０

年度に市と学校や環境保全団体等で組織する「なりた環境ネットワーク」が発足いたし

ました。「なりた環境ネットワーク」では、印旛沼周辺や空港周辺道路の美化活動のほ

か、環境講演会、印旛沼自然観察会の開催、会員による環境の整備や保全活動など、環

境に配慮した事業に取り組んでいるところであり、今後も本ネットワークを通じて、協

働体制を推進してまいりたいと考えております。 

一方、市の事業としましては、安全で安心な生活環境を確保するため、大気汚染や水

質汚濁、騒音、振動、悪臭等の測定や調査を実施し、公害発生の未然防止と被害拡大の

防止に努めるとともに、きれいな水環境を確保するための生活排水対策として、公共下

水道の整備や合併処理浄化槽への補助などを実施しております。また、リデュース・リ

ユース・リサイクルのスリーアールを基本に、ごみの減量化・資源化を推進することで

資源循環型社会構築に向け取り組むとともに、地球温暖化防止の観点から、太陽光発電

システムや蓄電池など、住宅用省エネルギー設備を設置した市民の方への補助も実施し

ております。 

さらに、市内の自然環境の現状や動植物の生息状況の移り変わりを把握するために、

今年度と来年度の二か年で市内全域にわたって動植物生息調査を実施しております。こ

の調査をとおして、市内の保全すべき自然環境や保護すべき動植物などを把握し、今後
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の環境保全施策に生かしてまいりたいと考えております。 

豊かな緑や自然を未来に引き継いでいくため、今後とも、このような取り組みをとお

して良好な環境の保全に努めてまいります。 

○議長（戸村響議員）  下総みどり学園、遠山議員。 

〔下総みどり学園、遠山議員 自席で起立〕 

○遠山葉月議員  私は下総みどり学園９年の遠山葉月です。ご答弁ありがとうございま

す。質問を続けます。 

 私は、今後の成田市には、森などに捨てられている廃棄物を処分することが大切だと

考えています。森などにたくさんの使わなくなったタイヤや大型製品、その他家庭ゴミ

などが捨てられていることで、今残されている貴重な自然に悪影響を及ぼすのではない

かと考えておりますが、市としてどのように考えているのか、お答えをお願いします。 

○議長（戸村響議員）  澁谷環境部長。 

〔環境部長、澁谷 弘之 自席で起立〕 

○環境部長（澁谷 弘之）  遠山葉月議員の、不法投棄への対策についてのご質問にお答

えいたします。 

タイヤや大型家電製品、その他家庭ゴミをはじめとする廃棄物の不法投棄は、本市と

いたしましても、自然環境への悪影響が懸念される問題と考えており、不法投棄を未然

に防止する監視体制の強化と、不法投棄物の速やかな撤去に取り組んでおります。 

まず、不法投棄への監視体制につきましては、日中は市の環境保全指導員、及び環境保

全巡視員による巡視や、地区の方々に委嘱しております不法投棄監視員によるパトロー

ルを行い、夜間は、委託業者による監視を行っております。さらに、不法投棄多発箇所

には、監視カメラを設置することで、不法投棄の未然防止に取り組んでおります。 

しかしながら、不法投棄は人目のつかない場所や、夜間、早朝に行われるなど、監視に

は限界があり、依然として不法投棄は後を絶ちません。 

このようなことから、土地所有者や管理者の方々へ、柵の設置や草刈を始めとした、
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投棄されにくい環境整備について、広報なりたや市のホームページを通じての広報活動

や、不法投棄禁止看板の設置など、啓発活動に努めております。また、不法投棄物の中

に、投棄者に繋がるような物があれば、速やかに警察へ通報し、それ以外の不法投棄物

は、月２回委託業者により回収処分するなど、生活環境の保全を図っております。 

不法投棄をなくすには、市民一人一人が不法投棄を、「しない、させない、許さない」

という意識が大切であります。そこで、中学生議員のみなさんをはじめとする市民のみ

なさんに、不法投棄に関する情報をお寄せいただくなど、ご協力をいただきながら、不

法投棄対策に取り組んでまいります。 

○議長（戸村響議員）  下総みどり学園、遠山議員。 

〔下総みどり学園、遠山議員 自席で起立〕 

○遠山葉月議員  ご答弁、ありがとうございました。この貴重な自然が、きれいな形

で守られていき、この大好きな成田市で自分の夢がかなえられるよう、とても楽しみに

しています。環境保全のために、自分ができることがありましたら、積極的に参加して、

協力していきたいと思いました。これで、下総みどり学園からの質問を終わります。 

（午後 ２時４０分） 

 

●遠山中学校 

○議長（戸村響議員）  次に、遠山中学校、白鳥航基議員、並びに寺崎航議員 

〔遠山中学校 議員２名 登壇〕 

○白鳥航基議員  私は遠山中学校３年の白鳥航基です。成田市が行っている観光キャラ

クター「うなりくん」についてお伺いします。 

 私の周りでは、うなりくんはとても人気があります。私が小学生の頃は運動会に来て

くれてとても嬉しかったことを覚えています。また、遠山中では生徒会主催の予餞会に

お呼びして生徒と一緒に「うなりくんなう」を踊りました。このように、成田市内での

活用は進んでいます。 
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しかし、先日、テレビのクイズ番組を見ていると、うなりくんが成田のキャラクター

だという答えが出ず、とても寂しい気持ちになりました。くまモンやふなっしーのよう

に全国で愛され、みんなが知っているうなりくんになって欲しいと思います。 

 そこで、お伺いします。現在、成田市ではうなりくんをどの程度活用しているのでし

ょうか。今後の成田市の観光対策を含めて市の取り組みをお聞かせください。 

○議長（戸村響議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）   白鳥航基議員の、「うなりくん」の活用状況と今後の取組につい

てのご質問にお答えいたします。 

まず、白鳥議員におかれましては、小学生のころより、うなりくんを応援してくださ

り、また、この度の質問では、うなりくんを気にかけて頂きまして、誠にありがとうご

ざいます。うなりくんも大変喜んでいるものと思います。 

さて、成田市観光キャラクターうなりくんの活用状況でございますが、うなりくんは

平成２２年４月より成田市特別観光大使としての活動を開始し、年間２００件以上の行

事・イベントに出動しております。主に市外・県外のイベントにお伺いし、ステージや

ブースにて成田の観光ＰＲを行っているほか、昨年のゆるキャラグランプリでは、   

１，５８０体のキャラクターが参加する中、うなりくんは全国で２７位、千葉県では１

位を獲得しております。 

市外における主なＰＲ場所としては、昨年はロサンゼルス、ハリウッドでＰＲをした

り、今年度は東京スカイツリーや横浜スタジアムでＰＲを図ったりしたほか、フジテレ

ビ夕方のニュース番組「スーパーニュース」のお天気コーナーにも出演いたしました。

今後も滋賀県彦根市で開催される「ご当地キャラ博ｉｎ彦根２０１４」や福島県白河市

で開催の「ご当地キャラこども夢フェスタｉｎしらかわ２０１４」などのキャラクター

イベントや東京ビッグサイトで開催される観光ＰＲイベント「ツーリズムＥＸＰＯジャ

パン」等、市外・県外のイベントにお伺いし、成田の観光をＰＲしていく予定です。 
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また、本年９月２日から１０月２０日まで開催されます「ゆるキャラグランプリ   

２０１４」にもエントリーし、トップを狙うつもりで頑張りたいと考えております。白

鳥議員をはじめ、ファンの皆様方には、ぜひ、このグランプリ開催期間中は毎日、うな

りくんへの投票をお願いするとともに、ご家族、ご友人の方々にも投票を呼び掛けて頂

きたいと考えますので、宜しくお願いいたします。 

これからも市内における四季折々の各種観光イベントの際はもちろん、国内外に向け

ても、うなりくんを活用した観光ＰＲ活動を展開し、観光のまち成田への観光客誘致を

図ってまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

○議長（戸村響議員）  遠山中学校、寺崎議員。 

〔遠山中学校、寺崎議員 自席で起立〕 

○寺崎航議員  私は遠山中学校３年の寺崎航です。ご答弁ありがとうございます。質問

を続けます。 

 本校の生徒会ではエコキャップ運動を行っています。これは、ペットボトルキャップ

のリサイクルの引き取りの売上金をポリオワクチンにして、海外の子どもたちを救う運

動で、生徒達にも浸透しています。 

そこで、お伺いします。うなりくんにはたくさんのグッズがありますが、その収益金

はどのように使われていますか。また、そのお金で寄付などはできないのでしょうか。 

○議長（戸村響議員）  諏訪経済部長。 

〔経済部長、諏訪峰雄 自席で起立〕 

○経済部長（諏訪峰雄）  寺崎航議員の、うなりくんグッズの収益の使いみちについての

ご質問にお答えいたします。 

うなりくんグッズにつきましては、現在、ほとんどが市内のお土産物製造販売業者が

中心に販売を行っております。市ではそれらの業者に対しまして、商品に使用するうな

りくんのイラストの使用許可を行っておりますが、グッズになることで、うなりくんを

広く周知できるとの観点から、キャラクター使用料は頂いておりません。 
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このため、使用料としての収益金はございませんが、市内の障がい者の就労支援施設

において製造されます、うなりくんの刺しゅう入りフリースやブルゾン、ポロシャツの

一部などにつきましては、東日本大震災義捐金付きで販売されており、この義捐金を東

北復興支援成田市民号により、被災地へ届けておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（戸村響議員）  遠山中学校、寺崎議員。 

〔遠山中学校、寺崎議員 自席で起立〕 

○寺崎航議員  ご答弁、ありがとうございます。私は、助け合い活動に興味がありま

す。それは、お互いが助け合うことで、お互いのためになるからです。遠山中学校生徒

会では、エコキャップ運動だけでなく、募金活動も積極的に行っています。ぜひ、成田

市も積極的に活動して、より良い地域にしてほしいと思っています。これで、遠山中学

校からの質問を終わります。 

（午後 ２時５０分） 

 

●久住中学校 

○議長（戸村響議員）  次に、久住中学校、清宮琉吾議員、並びに野平礼央奈議員 

〔久住中学校 議員２名 登壇〕 

○清宮琉吾議員   私は、久住中学校２年の清宮琉吾です。久住地区の交通安全につい

てお伺いいたします。 

 久住地区は、年々人口が増え、電車を利用する人や車の交通量が増えてきています。

ところが現在、久住駅前の交差点には、横断歩道しかありません。通勤時間帯は、特に

交通量が多く、下り坂と言うこともあり、スピードを出した車がたくさん走っています。

また、コンビニエンスストアができたため、車の出入りもあり、通学路としては危険な

場所だと思います。 

 そこで、久住駅前の交差点に信号機を設置していただくことはできないでしょうか。
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もし、設置されたら、交通事故の危険性が減少すると思います。このことは、過去にも

質問しましたが、その後、さらに事故の危険性や不安が高まっていると感じたので再度

質問させていただきました。成田市としてどのようにお考えでしょうか。お答えをお願

いします。 

○議長（戸村響議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）   清宮琉吾議員の、久住駅前に信号の設置を、とのご質問にお答え

いたします。 

信号機は、千葉県公安委員会、千葉県警察が交通事故の発生状況や交通量等を考慮し、

安全性などを総合的に判断し設置しております。 

清宮議員ご指摘のとおり、久住地区は開発が進んで人口が増え、電車を利用する人や

車の交通量が年々増加しております。このことから、この交差点への信号機設置につき

まして久住区長会や久住中央一丁目自治会から過去にも要望書が出されており、本市と

しましても、その都度、成田警察署に要望しております。 

成田警察署によりますと、信号機の設置については県内各地から要望が多数上げられ

ているのが現状であり、交通事故の発生状況や交通量等により整備している、とのこと

ですが、本市としましては、通学する児童生徒や地域住民の安全確保のため、この交差

点へ信号機が早く設置されるよう、引き続き成田警察署へ要望してまいります。 

○議長（戸村響議員）  久住中学校、野平議員。 

〔久住中学校、野平議員 自席で起立〕 

○野平礼央奈議員   私は久住中学校２年の野平礼央奈です。ご答弁ありがとうござい

ます。引き続き、交通安全について質問します。 

 通学路に、「速度落とせ」や「最徐行」の看板の設置をして頂き、ありがとうござい

ます。しかし、看板があるにも関わらず、依然としてスピードを出している車が多く、

さらに歩道は草が伸びていてとても危険な状態が続いています。なので、歩道に伸びた
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草を定期的に処理したり、ドライバーの目の高さで、ドライバーに目立つような反射板

を設置したりしてもらえないでしょうか。 

 是非、検討をよろしくお願いします。 

○議長（戸村響議員）  大木市民生活部長。 

〔市民生活部長、大木孝男 自席で起立〕 

○市民生活部長（大木孝男）   野平礼央奈議員の、通学路のさらなる安全化を、とのご

質問にお答えいたします。 

野平議員ご指摘のとおり、この道路は通学路にもかかわらずスピードを出している車

が多く見受けられる状況です。そのため、本市といたしましても、運転マナーの向上を

図るため、成田警察署などの関係機関と連携し、年４回の交通安全運動期間中にのぼり

旗の設置や、注意喚起のチラシを配布するなど、広報活動を幅広く市民に実施しており

ます。 

野平議員ご提案の「ドライバーの目の高さでドライバーに目立つような反射板の設置

を」とのことですが、特に夕方や夜間における安全対策として非常に有効と考えており

ますので、今後、設置へ向けて検討してまいります。 

今後も引き続き成田警察署や教育委員会と協力しながら、通学路のさらなる交通安全

対策を図るため安全施設の整備や啓発活動を推進してまいります。 

次に、歩道の草刈りについてのご質問にお答えいたします。歩道の草刈りは、バス路

線・通学路・交通量の多い道路等を対象に、通行の安全を図ることを目的に定期的に実

施しています。 

ご指摘のございました、久住中学校の通学路には、千葉県が管理している県道と、成

田市が管理している市道がありますので、千葉県とも連携を密にして、パトロールを強

化するなど、より安全に通学出来るよう適正な管理に努めてまいります。 

○議長（戸村響議員）  久住中学校、野平議員。 

〔久住中学校、野平議員 自席で起立〕 
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○野平礼央奈議員  ご答弁、ありがとうございました。これからの成田市が住みよい

街になるよう、日々の発展を願っています。私たちも、交通安全の意識を高め、事故の

ない街となるようにしていきたいと思います。これで、久住中学校からの質問を終わり

ます。 

（午後 ２時５５分） 

 

●西中学校 

○議長（戸村響議員）  次に、西中学校、小川祐議員、並びに外山陸議員 

〔西中学校 議員２名 登壇〕 

○小川祐議員   私は西中学校３年の小川祐です。成田市における運動施設の利用につ

いてお伺いいたします。私は普段から中台運動公園を部活動の大会などで利用すること

が多く、成田市にはたくさんの運動施設が身近にあると感じています。また、今年はワ

ールドカップがブラジルで行われ、そして、６年後には東京五輪が開かれ、人々の関心

がスポーツに寄せられています。そこで、成田市の運動施設を利用した自主事業を調べ

たところ１６歳以上の人を対象にしたヨガ教室などを行っている事を知りました。成田

市は健康に対する取り組みがあり、とても嬉しく思います。 

しかし、子供から大人まで多くの世代の人が運動施設を利用し、触れ合うという場が

少ないと思います。そこで、お伺いいたします。現在、成田市では、より多くの世代を

対象とした運動施設の利用についてどのような対策をとっているのでしょうか。 

○議長（戸村響議員）  関川教育長。 

〔教育長 関川義雄  登壇〕 

○市長（小泉一成）   小川祐議員の、成田市における運動施設の利用についてのご質問

にお答えいたします。 

市民が運動施設を利用し、世代を超えてスポーツを楽しみ、コミュニケーションを図

ることはとても素晴らしいことであると思います。本市では、健康とスポーツの普及を
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図るため、第２次生涯スポーツマスタープランを策定し、子供から高齢者まで多くの市

民がスポーツを楽しみながら、生涯のいずれの時期においても豊かなスポーツライフを

実感し、市民同士の交流も図られるよう、様々なスポーツイベントなどを行っています。 

一例を挙げますと、本市では子供から大人まで楽しめる「成田スポーツフェスティバ

ル」を毎年１０月に開催しております。この中では、子供たちが楽しめる「成田ソラあ

んぱん食い競走」や、親子で楽しめる「８の字跳び」、誰でも参加できる「玉入れ」な

ど、多彩な種目を用意し、多くの市民の方々にスポーツの楽しさを実感していただいて

おります。その他にも、ユニカールやフォークダンスなど世代を超えて参加できる「ニ

ュースポーツフェスタ」や、小学生から高齢者まで参加できる「成田ポップラン大会」

などのイベントも開催しております。 

また、本市では、各種スポーツイベントを誘致しており、本年は市制施行６０周年を

記念して、９月１５日に中台運動公園体育館において「宝くじスポーツフェア はつら

つママさんバレーボール ｉｎ 成田」を開催し、ミュンヘンオリンピックの金メダリ

ストの大古誠司さんや、アテネオリンピックに出場した大山加奈さんなどを迎え、市民

との交流として、ドリームマッチを行います。また、１１月２１日から２３日までは、

ロシア生まれの総合格闘技「世界サンボ選手権」が同じく中台運動公園体育館で開催さ

れますので、ぜひご観戦いただきたいと思います。 

今後も子供から大人まで多くの市民の方々が参加できるイベントを提供してまいりま

す。 

小川議員におかれましても、さまざまなスポーツイベントに友達とご一緒に参加して

いただき、スポーツを通して世代の違う人たちとぜひ交流を深めていただきたいと思い

ます。 

○議長（戸村響議員）  西中学校、外山議員。 

〔西中学校、外山議員 自席で起立〕 

○外山陸議員  私は西中学校２年の外山陸です。ご答弁ありがとうございます。質問を
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続けます。私は、今後の成田市には未来の子供たちが安心して遊べる公園が必要である

と考えます。公園をよくよく見渡すと見通しが悪かったり、電灯の明りが十分でないと

いった問題があります。私たちはもちろん子育て世代の親や子供たちにとって安心・安

全な公園であるために、市としてどのような対策を考えているのか、お答え願います。 

○議長（戸村響議員）  岩岡都市部長。 

〔都市部長、岩岡良 自席で起立〕 

○都市部長（岩岡良）   外山陸議員の、安心・安全な公園についてのご質問にお答えい

たします。 

成田市では定期的に公園のパトロールを行い、公園の状態を把握しております。パト

ロールの結果、見通しの悪い所については、視界を妨げている枝を切る、草を刈るなど

の対策を行っています。電灯の明かりにつきましても、トイレや園路等の必要な箇所に

設置して、施設の使用に支障がないようにしております。また、樹木等が明かりを妨げ

ていないか確認し、必要に応じて枝を切るなどの対策を行うとともに、老朽化した電灯

については順次ＬＥＤ仕様に更新しております。 

さらに、子供たちが使用する遊具がしっかり整備されていることも、安心・安全な公

園づくりには欠かせません。公園パトロールで行っている点検に加え、毎年１回専門の

業者による遊具の安全点検を行い、随時修繕や交換を行っております。 

また、「公園内で危険な行為を行わない」などの利用ルールを明示した看板を設置し、

気持ちよく利用できるように努めております。 

今後も市民の皆様が安心・安全に公園を利用できるよう、適切な管理を行ってまいり

ます。 

○議長（戸村響議員）  西中学校、外山議員。 

〔西中学校、外山議員 自席で起立〕 

○外山陸議員  ご答弁、ありがとうございます。私は、安心安全な公園であるために、

市のボランティアに協力し、公園をきれいにしたいと思います。これで、西中学校から
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の質問を終わります。 

（午後 ３時０３分） 

○議長（戸村響議員）  これで、各中学校の代表質問を終わります。 

 

 

◎市長の講評 

○議長（戸村響議員）  ここで、市長より発言を求められておりますので、これを許し

ます。小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

〇市長（小泉一成）  中学生議員の皆さん、お疲れさまでした。各中学生議員からの質

問、そして市及び市教育委員会からの答弁が全て滞りなく終了しましたので、私から講

評を申し上げます。 

中学生議員の皆さんは、鋭い視点で、成田市政や、日本の情勢についても分析されて

いると、感心しました。本日皆さんからいただいたご質問は、現在、成田市が直面して

いる重要課題に関することから、生活に密着したこと、皆さんの中学校生活を実りある

ものとするための提案など、素晴らしい質問であったと思います。 

日頃から皆さんに、成田市政について関心をもっていただいていること、そして、な

により成田市を愛してくださっていることを、私は、市政を預かる者として、また、同

じ成田市民として、大変心強く、そして、うれしく感じました。 

皆さんの真剣な気持ちを感じたからこそ、私や教育長、また、市の政策を推進する実務

を担う各部の幹部職員も、全力で答弁させていただきました。 

 本日、中学生議会に参加された皆さんはもうおわかりでしょうが、議会は、建設的に

より良い考えを出し合い、私たちの暮らすまちを、より良い方向に発展させていく「し

くみ」なのです。 

皆さんは本日、自分の意見を述べるだけでなく、市の答弁も聞いて、また、他の中学
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生議員の意見にも耳を傾けて、見聞が広がったことと思います。本日の経験は、２学期

が始まりましたら、皆さんの姿勢で、態度で、学校の友達にも伝わっていくことでしょ

う。短い中学校生活の中で、学業や部活動など、本市の中学生の皆さんが充実した中学

校生活を過ごすことができるよう、心からお祈りいたします。 

本日皆さんからいただいた貴重なご意見、ご提言は、「住んで良し、働いて良し、訪れ

て良し」の次世代に誇れる空の港まち、生涯を完結できるまちづくりのために、大いに

参考とさせていただき、今後の成田市の発展に役立ててまいります。 

 結びにあたりまして、本日、お忙しい中、傍聴いただきました保護者の皆さん、学校

関係者の皆さん、市議会議員の皆さん、本当にありがとうございました。以上で、私か

らの、平成２６年度成田市中学生議会の講評といたします。 

（午後 ３時１０分） 

 

 

◎議会の閉会 

○議長（戸村響議員）  以上で、今議会の日程は、終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 以上をもちまして、平成２６年度成田市中学生議会を閉会したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔各議員より「異議なし」の発声あり〕 

 ご異議なしと認めます。 

 以上をもちまして、平成２６年度成田市中学生議会を閉会いたします。 

（午後 ３時１０分） 

 


