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平成２５年度成田市中学生議会質問一覧（発言順） 
 

 

１．西 中 学 校・・・・・・・登下校時の自転車が通行できる歩道について 

   

 

２．中 台 中 学 校・・・・・・・医科系大学の誘致計画について 

   

３．吾 妻 中 学 校・・・・・・・成田市のゴミ問題の取り組みについて 

    

４．玉 造 中 学 校・・・・・・・成田市の福祉について 

  

 

５．久 住 中 学 校・・・・・・・久住地区（久住駅周辺）の地域開発計画について 

   

６．下 総 中 学 校・・・・・・・災害発生における対策について 

   

７．大 栄 中 学 校・・・・・・・大栄地域の活性化について 

   

８．公 津 の 杜 中 学 校・・・国際空港都市としての国際交流について 

  

９．成田高等学校付属中学校 

・・・歴史の街「成田」と日本の窓「ＮＡＲＩＴＡ」の今後の展望について 

   

1 0．成 田 中 学 校・・・・・・・成田空港の日本人利用者について 

   

  
1 1．遠 山 中 学 校・・・・・・・災害時に備えた自然エネルギーの活用について 
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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２５年８月２１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） 

1 番 今井
い ま い

 俊
しゅん

太
た

議員 （西中学校3年生） 2 番 小川
お が わ

 祐
たすく

議員 （西中学校 2年生） 

3 番 阿部
あ べ

 璃紗
り さ

議員 （中台中学校２年生） 4 番 藤
ふじ

﨑
さき

 直
なお

議員 （中台中学校２年生）

5 番 田山
た や ま

 智絵
さとえ

議員 （吾妻中学校３年生） 6 番 新井
あらい

 君彦
きみひこ

議員 （吾妻中学校３年生）

7 番 大野
お お の

 琴音
ことね

議員 （玉造中学校３年生） 8 番 野口
のぐち

 真
ま

代
よ

議員 （玉造中学校３年生）

9 番 江邨
え む ら

 真奈
ま な

議員 （久住中学校２年生） 10 番 細川
ほそかわ

 裕奈
ゆ う な

議員 （久住中学校２年生）

11 番 成定
なりさだ

 歩美
あゆみ

議員 （久住中学校２年生） 12 番 大竹
おおたけ

 泰雅
た い が

議員 （下総中学校３年生）

13 番 梶山
かじやま

 悠莉
ゆうり

議員 （下総中学校３年生） 14 番 五木田
ご き た

 翔 平
しょうへい

議員 （大栄中学校３年生）

15 番 芦田
あ し だ

 優香
ゆうか

議員 （大栄中学校３年生） 16 番 菱沼
ひしぬま

 祐太
ゆ う た

議員 
（公津の杜 

中学校 2年生） 

17 番 野田
の だ

 麗奈
れいな

議員 
（公津の杜 

中学校 2年生） 
18 番 中島

なかしま

 亜純
あ す み

議員 
（成田高等学校 

付属中学校 2年生）

19 番 川口
かわぐち

 萌花
も え か

議員 
（成田高等学校 

付属中学校 2年生） 
20 番 中田

な か た

  剛成
たけしげ

議員 （成田中学校３年生）

21 番 葛生
く ず う

 泰己
たいき

議員 （成田中学校３年生） 22 番 飯髙
いいだか

 彩
あや

議員 （遠山中学校３年生）

23 番 大島
おおしま

 辰之輔
たつのすけ

議員 （遠山中学校３年生） 24 番 小幡
おばた

 航亮
こうすけ

議員 （遠山中学校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 會 嶋 宏 視 
市民協働課副参事 

（市民相談室長） 
大 島  豊 

議会事務局副主査 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 渡 部 辰 幸   総 務 部 長 村 嶋 隆 美   

財 政 部 長 根 本 欣 治   空 港 部 長 石 橋  廣   

市民生活部長 藤 﨑 祐 司   環 境 部 長 藤 﨑 勇 一   

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

経 済 部 長 根 本 秀 行   土 木 部 長 諸 岡 吉 幸   

都 市 部 長 岩 岡  良     

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 諏 訪 峰 雄   

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） 

鳥 羽  薫   
農業委員会事務局 
参事（局長） 

藤 田 久 男   
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◎開会および開議の宣言 

○総合司会（市民協働課長） 本日の司会を務める、市民協働課長の會嶋でございます。

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

行います。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 25年度 成田市中学生議会」を開会いたします。 

〔開始のブザー〕 

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。 

〔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。〕 

投票箱を改めさせます。 

〔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。 

〔「なし」と呼ぶ者あり。〕 

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〕 

これより開票を行います。立会人に中台中学校 阿部璃紗議員、吾妻中学校 新井君彦
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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    遠山中学校 小幡航亮議員 12票 

           久住中学校 成定歩美議員 12票  

以上のとおりであります。 

 よって、遠山中学校３年 小幡航亮議員、並びに久住中学校２年 成定歩美議員が議

長に当選いたしました。ただいま当選されました小幡議員と成定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、遠山中学校の小幡議長にお願いいたしま

す。小幡議長、議長席にお着き願います。 

（午後 1時８分） 

 

○議長（小幡航亮議員）   遠山中学校３年の小幡航亮です。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

してまことにありがとうございました。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９分） 
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◎市長あいさつ 

○議長（小幡航亮議員）  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２５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、市内の各中学校を代表して、２４名の中学生議員

の方々にご出席をいただき、誠にありがとうございます。 

この中学生議会も今回で節目の第１０回を数えるとともに、本年からは、公津の杜中

学校が新たに加わり、参加校は１１校となりました。 

中学生議会は、市民に開かれた市政の一環として、様々な世代の方からの市政に対す

る意見や要望を、できる限り今後の市政運営に反映していくために開催しております。

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、私からの開会のご挨拶とさせていただきます。 

（午後 １時１１分） 

 

 

◎会期の決定 

○議長（小幡航亮議員）  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（小幡航亮議員）  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。 
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◎会議録署名議員の指名 

○議長（小幡航亮議員）  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、中台中学校 藤﨑直議員、吾妻中学校 田山智絵議

員を指名いたします。 

（午後 1時１２分） 

 

 

◎代表質問 

○議長（小幡航亮議員）  日程第３、各中学校からの代表質問を行います。 

●西中学校 

○議長（小幡航亮議員）  初めに、西中学校、今井俊太議員、並びに小川祐議員。 

〔西中学校 議員２名 登壇〕 

○今井俊太議員  私は、西中学校３年の今井俊太です。成田市が行っている自転車と

歩行者の安全対策についてお伺いいたします。 

 西中学校には、自転車で通学している生徒がたくさんいます。本来、自転車は車道を

走行しなければいけないのですが、現在は歩道を走行させて頂いています。学校では、

歩行者の方々の迷惑にならないように、委員会の呼びかけ活動や、見回り活動を行って

います。また、西中学校は、今年度から分離をし、自転車通学者の人数も減りました。 

 しかし、地域の方々からの自転車通学への苦情は、減ってはいますが、無くなりませ

ん。昨年度の４月には、自転車通学者の交通事故が何件も起きてしまいました。 

 そこで、お伺いいたします。現在、成田市では、自転車と歩行者の安全についてどの

ような対策を取っているのでしょうか。 

○議長（小幡航亮議員）  小泉市長。 
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〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  今井俊太議員の、「成田市では自転車と歩行者の安全について、

どのような対策を取っているのか」とのご質問にお答えいたします。 

現在、自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けされているため歩道と車道の区別の

あるところでは車道を通ることとなっており、道路の左端に寄って通行しなければなり

ません。 

しかし、車道などの状況により自転車で通行することが危険な場合には、歩道を通行

することができます。この場合、自転車が歩道を通行する時はあくまでも歩行者が優先

というルールを守る必要があります。 

今井議員ご指摘のとおり、成田市におきましても一部の自転車利用者の運転マナーが

悪く、歩行者にとって危険な状況が発生することがありますので、自転車と歩行者の安

全対策につきましては、自転車が歩道を通行することが多い場所には「歩道は歩行者優

先・自転車はスピード落せ」といった内容の看板を設置して自転車を利用する人に注意

を促すとともに、多くの生徒が自転車通学をしている学校へは、自転車の安全な利用を

心がけるよう指導を依頼しております。 

また、啓発活動としては、全中学生に「自転車の正しい乗り方のリーフレット」を、

中学１年生に夜間の自転車走行の安全性を高める「車のライトで光る反射材」を、小学

１年生には「交通安全自由帳や交通定規」の配布をするなど、交通安全の理解を図って

おります。さらに、交通安全期間中には、広報なりたへの自転車の安全利用に関する内

容を掲載するとともに、街頭キャンペーンの実施やのぼり旗の設置などを行い、自転車

を安全に利用していただくよう呼びかけております。 

歩道を自転車と歩行者が共に安全に通行するには、自転車利用者のマナーによるとこ

ろが大きいため、今後も引き続き関係機関と協力しながら、より一層、皆様への呼びか

けを行ってまいります。 

○議長（小幡航亮議員）  西中学校、小川議員。 
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〔西中学校、小川議員 自席で起立〕 

○小川祐議員  私は、西中学校２年の小川祐です。ご答弁ありがとうございます。質

問を続けます。私は、今後の学校の周辺には、自転車専用通路が必要だと考えておりま

す。なぜなら、私は自転車通学者で、道路を通る度に、歩行者がいたり、バスの停留所

で待っている人がいたりと、とても多くの危険を感じるからです。このような危険を感

じているのは、私たちだけではないように思います。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（小幡航亮議員）  諸岡土木部長。 

〔土木部長、諸岡吉幸 自席で起立〕 

○土木部長（諸岡吉幸）   小川祐議員の「学校の周辺へ自転車専用通路を」とのご質問

にお答えいたします。 

自転車専用通路は、自動車及び自転車の交通量の多い道路や、歩行者と自転車が混在

するような道路で、自転車と自動車または歩行者を分離することにより、安全な道路環

境とするため設置するものですが、既存の道路の改善のほか、今後の道路整備などにあ

わせて検討していきたいと考えております。 

具体的には、車道の左側に余裕がある道路では、路肩部分についてカラー舗装のうえ、

「自転車専用」との表示を入れ、車の運転手から自転車走行レーンと認識しやすくする

方法や、道路幅に余裕のない道路にあっては車道と混在する形にはなりますが、自転車

の通行位置を明示して通行しやすくするなどの対策を検討してまいります。また、自動

車の交通量の多い道路で、車道や歩道と区分された自転車道の設置が必要と判断される

道路については、道路の改良工事を行う際に検討してまいります。 

 なお、成田ニュータウン地区においては、公園や公共施設などを結ぶ「自転車道」が、

歩行者用道路である緑道と分離する形で整備されておりますので、地区内を自転車で移

動の際はぜひご利用ください。 

今後とも安心・安全に通行できる道路を提供するよう努めてまいりますが、交通安全
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は道路利用者が交通ルールを守ることが大切であると考えますので、車の運転手はもち

ろん、皆さんにも自転車の安全走行を心がけていただけますようお願いいたします。 

○議長（小幡航亮議員）  西中学校、小川議員。 

〔西中学校、小川議員 自席で起立〕 

○小川祐議員  ご答弁、ありがとうございました。私は、今後の成田市には、国際都

市として、大人だけではなく、子どもや外国人の意見をもっと取り入れて、住みやすい

成田市になればいいと思います。自分で出来ることを日々努力していきたいです。これ

で、西中学校からの質問を終わります。 

 

●中台中学校 

○議長（小幡航亮議員）  次に、中台中学校、阿部璃紗議員、並びに藤﨑直議員。 

〔中台中学校、議員２名 登壇〕 

○阿部璃紗議員  私は、中台中学校２年の阿部璃紗です。成田市が行っている、医科

系大学の誘致計画についてお伺いします。 

 「医科系大学の誘致が実現された場合、国際医療への展開が期待できる」とおっしゃ

っていますが、私はそのためには、国際医療に関われるような大きな規模、そして最新

鋭の施設・設備、さらにそこで働く語学堪能な優秀な医師や職員が必要になってくるの

ではないかと思います。また、国際医療で何か問題が起これば、大変なことになると思

います。 

 これ以外にも様々な誘致の関わる問題が考えられますが、誘致に関わる費用・人材の

確保・場所の確保は大丈夫なのでしょうか。 

また、中途半端な誘致では、国際化は難しいと思います。そこで、誘致に関しての、

医科系大学との関わりや誘致の呼びかけなども必要だと思うのですが、どうなのでしょ

うか。お答え願います。 

○議長（小幡航亮議員）  小泉市長。 
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〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  阿部璃紗議員の医科系大学の誘致計画についてのご質問にお答

えいたします。 

私は、生涯を完結できるまちづくりを目指す中で、教育は次代の担い手を育成する重

要な事項であることから、市内に高等教育機関の要である大学を誘致し、教育環境の向

上を図るとともに産学官の連携による教育および経済効果を高めたいという思いで、大

学の誘致に取り組んでいるところです。なかでも医科系大学の誘致に力を入れているの

は、昨今の医師不足、医師の地域偏在、看護師不足による地域医療の崩壊が深刻な問題

となっているためで、その崩壊を少しでもくい止め、医師・看護師などの医療従事者の

養成に寄与したいという思いからであります。 

また、医科系大学が誘致できた場合には、そうした地域医療への貢献(こうけん)はも

ちろんですが、将来的には、成田空港を活かした国際医療への展開も期待しているとこ

ろです。国際医療への展開としましては、具体的には、海外の医科系大学との学術交流

や国際会議の開催、海外病院の医師・看護師などとのスタッフ交流などが考えられます。

さらに、そうした交流に伴い、海外からの患者や人間ドック受検者の受け入れといった

医療ツーリズムの可能性も広がるとともに、日本の医療技術や医療機器を海外へ輸出す

る場合、その拠点として成田空港を擁する本市への医療機器メーカーの移転や物流業者

の活性化などの医療産業の集積についても期待しているところであります。 

しかしながら、国際医療への展開は、阿部議員からご指摘があるような様々な課題も

予想されますので、まずは、医科系大学の誘致に全力を挙げて取り組み、誘致実現後の

次なるステップとして検討してまいりたいと考えます。 

これからも成田市が安心して生活できる地域であり続けるために、市内の大学で地域

医療を担う人材が養成できることは、市民の皆さんにとってもたいへん心強いことだと

思っています。大学が誘致できた際には、ぜひ、皆さんの中からもそうした人材が多数

輩出され、地域医療を担い、さらには本市が国際医療都市として発展することに寄与し
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ていただけることを心から願っております。 

○議長（小幡航亮議員）  中台中学校、藤﨑議員。 

〔中台中学校、藤﨑議員 自席で起立〕 

○藤﨑 直議員  ご答弁ありがとうございました。私は、中台中学校２年の藤﨑 直

です。質問を続けます。成田市の広報には、医師、看護師不足が深刻化していて、看護

師確保の計画は書かれていましたが、医師不足解消のための計画はなにかあるのです

か？ あるとしたら、その計画の結果、医師の数が具体的に いつまでに、どのくらい

からどのくらいに増えると考えているのか、お答え願います。 

○議長（小幡航亮議員）  渡部企画政策部長。 

〔企画政策部長、渡部辰幸 自席で起立〕 

○企画政策部長（渡部辰幸）  藤﨑直議員の、医師不足の解消についてのご質問にお答

えいたします。 

まず、医師数についてでありますが、日本の医師数は人口1,000人あたり2.2人とOECD

加盟国の内、データのある 27か国中 24位となっており、その中でも千葉県の医師数は、

人口 1,000 人あたり 1.6 人と全国平均をも大きく下回り、47都道県中 45位という状況

にあります。また、千葉県の人口 1,000 人あたりの看護師数も、47都道府県中 46位で、

看護師不足につきましても、今後の高齢化の進展によりますます深刻なものになると思

われます。 

このような状況から、看護師不足の対策につきましては、本年度から「看護師等修学

資金貸付制度」を開始し、市内の病院に従事する看護師の確保に努めているところであ

りますが、先ほど市長が答弁いたしましたとおり、医師不足、看護師不足による地域医

療の崩壊を食い止めるため、医療従事者の養成に寄与したいという思いから、本市では、

医科系大学の誘致に全力を挙げて取り組んでいるところであります。そして、この取り

組みは、本市のみならず周辺地域全体の医療環境の向上にもつながるものと考えており

ます。 
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○議長（小幡航亮議員）  中台中学校、藤﨑議員。 

〔中台中学校、藤﨑議員 自席で起立〕 

○藤﨑 直議員  ご答弁、ありがとうございました。医師や看護師不足は、その深刻度

を増しているとの状況がよくわかりました。成田市の地域医療体制を充実させるために

も、一日でも早く医科系大学の誘致ができますことを願いまして、質問を終わります。 

 

●吾妻中学校 

○議長（小幡航亮議員）  次に、吾妻中学校、田山智絵議員、並びに新井君彦議員。 

〔吾妻中学校、議員２名 登壇〕 

○田山智絵議員  私は吾妻中学校３年の田山智絵です。成田市のゴミ問題の対策につ

いてお伺いします。私の通っている吾妻中学校の通学路にはポイ捨てされたカンやお弁

当の空箱、たばこの吸い殻、雨の次の日には傘などが落ちています。 

見た目だけでなく、悪臭を漂わせている面から衛生的にも良くないと思います。地域

の方が定期的に美化活動をしていて、私も参加した経験がありますが、そのときにもゴ

ミが多くて残念な気持ちになりました。 

 成田市には「ポイ捨て禁止条例」というものがあるようですが、私は今までその存在

を知りませんでした。条例では、罰則として２万円以下の罰金があるようですが、それ

は実際には行われているのでしょうか。また、現在成田市ではゴミ問題について他にど

のような対策をとっているのかお聞かせください。 

○議長（小幡航亮議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  田山智絵議員の、成田市のゴミ問題の取り組みについてのご質問

にお答えいたします。 

本市では、国際交流都市、観光都市としての景観を保全するため、平成８年に「成田

市空き缶等及び吸殻等の散乱の防止に関する条例」、いわゆる「ポイ捨て禁止条例」を
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定め、清潔で美しいまちづくりを進めているところであります。 

具体的な取り組みといたしましては、５月、８月、12月の年３回、環境美化運動を実

施し、昨年は、延べ 66,000 人の市民の皆さんに参加をいただいております。 

また、本市の玄関口であるＪＲ成田駅・京成成田駅周辺を美化推進重点地区に指定し、

商工会議所、観光協会、商店街などのボランティアの方々のご協力をいただき、平成７

年から毎月１回、駅前クリーン運動を実施しており、本年５月で 200 回目を迎えました。 

そのほかにも、市民と事業者で構成された「なりた環境ネットワーク」と市が主催する、

空港周辺道路美化運動を年２回、印旛沼周辺を清掃する印旛沼クリーンハイキングを年

１回実施するなど、環境美化に関する取り組みを行っております。 

 条例による罰金が、実際に行われているのかとのことでありますが、条例には、空き

缶や吸殻等の投棄者に対して、罰金を科す規定を設けておりますが、これまで、適用に

いたった例は、ございません。 

 この条例は、違反者を罰すること自体を目的としているのではなく、ポイ捨てなどの

迷惑行為の違反者に対して罰金を科すという抑止効果を持たせることで、条例の目指す

｢美しいまちをつくる」ための実効性を高めていくものであります。市民一人ひとりが条

例の趣旨を理解し、マナーやルールを守ることで、快適な生活環境を確保することが大

切であると思っております。 

次に、現在、成田市では、ゴミ問題についてほかにどのような対策を取っているのか

とのことでありますが、あまり人の通らない道路や山林などに、ごみを捨てられてしま

うケースがあります。こうした不法投棄を防止するため、不法投棄禁止看板や監視カメ

ラの設置、昼夜にわたる巡回パトロールなどを実施しているところであります。 

本市といたしましても、市民の皆さんと協力し、ごみを捨てられない環境づくりに努

めてまいりますが、田山議員をはじめ市民の皆さんの地域をきれいにしようと思う気持

ちがいちばん大切なことでありますので、今後も環境美化への取り組みにご協力をお願

いいたします。 



 

18 

 

○議長（小幡航亮議員）  吾妻中学校、新井議員。 

〔吾妻中学校、新井議員 自席で起立〕 

○新井君彦議員  私は吾妻中学校の新井君彦です。ご答弁ありがとうございます。質

問を続けます。私たちの通っている吾妻中学校では、奉仕活動の一環として自分たちが

住んでいる地域のリサイクル活動を行っています。毎回多くの地域の方々の協力で大量

の新聞、空き缶、ペットボトルなどを回収しています。ゴミ問題の一つとして、リサイ

クルの推進が必要であると考えておりますが、成田市としては、どのように考えている

か、お聞かせください。 

○議長（小幡航亮議員）  藤﨑環境部長。 

〔環境部長、藤﨑勇一 自席で起立〕 

○環境部長（藤﨑勇一）  新井君彦議員の、リサイクルの推進についてのご質問にお答

えいたします。 

 限りある資源を大切にし、資源を有効に活かす循環型の社会づくりを進めて行くため

には、可能な限りごみを減らすとともに、効率的なリサイクルの推進は、たいへん重要

であります。本市では、昨年 10月から、ごみの分別区分を６分別から９分別に増やし、

新たに紙類・布類・衣類、ペットボトル、プラスチック製容器包装を資源物として収集

し、再資源化しています。 

 また、各地区で実施されているリサイクル運動につきましては、昨年度は、子供会や

老人クラブ、ＰＴＡなど 176団体に取り組んでいただき、約 2,400 トンの資源物が回収

されており、一般収集と合わせ、積極的に推進しているところであります。 

 「混ぜればごみ、分ければ資源」と言うように、限りある資源を有効活用する上でも、

一人ひとりの取り組みが大きな成果につながることから、今後も市民の皆さんに分別の

徹底についてご協力をお願いし、さらなるごみの減量化・再資源化を推進してまいりま

す。 

○議長（小幡航亮議員）  吾妻中学校、新井議員。 
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〔吾妻中学校、新井議員 自席で起立〕 

○新井君彦議員  ご答弁、ありがとうございました。私は、私たちが協力して少しで

もポイ捨てがなくなり、より良い成田になればいいと思います。これで、吾妻中学校か

らの質問を終わります。 

 

●玉造中学校 

○議長（小幡航亮議員）  次に、玉造中学校、大野琴音議員、並びに野口真代議員。 

〔玉造中学校、議員２名 登壇〕 

〇大野琴音議員  私は、玉造中学校３年の大野琴音です。成田市の福祉についてお伺

いいたします。私は、中学校議会に参加するにあたって福祉について色々と調べました。

そこで福祉作業所を知りました。成田市にある福祉作業所では新聞やチラシの折り込み

や配布、洗車業務、箱折り、ボール清掃など、自活に必要な訓練、就業の場の提供を障

がいのある方々への支援として行っています。しかし、そのような施設で働く方々の「工

賃」は千葉県平均で月額 12,000 円程度、障害年金と合わせても地域で自立した生活を送

るためにはほど遠く、たくさんの人の力が必要です。そこで、福祉作業所をこれからも

っと広めるために何か対策はありますか。また、障がい者の方々がより働きやすくする

ために行っていることは何かありますか。 

○議長（小幡航亮議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  大野琴音議員の福祉作業所についてのご質問にお答えいたしま

す。 

まず、福祉作業所を広めるための対策についてですが、ご質問にありました福祉作業

所は、本市が昭和 60年４月に設置しました「成田市のぞみの園」のことと存じます。の

ぞみの園の目的は、おもに知的障がいのある方で、民間企業などで働くことが困難な方

に働く場を提供し、訓練をするもので、このような施設は、成田市内にはのぞみの園の
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ほかに４ヶ所あります。 

のぞみの園では、大野議員からご紹介がありました作業のほか、Ｔシャツへのプリン

トやポロシャツへの刺しゅう、市役所から皆さんのご家庭にお知らせする区長回覧の資

料の仕分けや封詰め、フルーツジュースやカットフルーツの移動販売などを行っていま

す。特にＴシャツへのプリントやポロシャツへの刺しゅうにつきましては、地域の自治

会やＰＴＡ、クラブ活動をしている皆さんなどからプリントの注文をいただいたり、う

なりくんの刺しゅうが入ったポロシャツを、クールビズの一環として市職員が購入し、

着用して仕事にあたったりするなど、多くの団体や職場で利用されています。現在でも

利用の輪が口コミなどで徐々に広がっており、その結果としまして、のぞみの園の工賃

は平均月額で約 21,000 円となっています。 

このほか、活動を広める取り組みとしましては、多くの市民の皆さまのご来場をいた

だいております健康福祉まつりをはじめ、公津みらいまつりや成田ふるさとまつりなど、

市内におけるイベントにのぞみの園のほか、多くの障がい者支援事業所や団体が参加し、

活動の紹介や販売を行っているところです。また、新たな成田ソラあんぱんを作り、本

市のＰＲに一役買っていただいている事業所もございますので、本市としましても、引

き続き様々な機会を捉えてより広く周知するとともに、活動の機会をさらに広めていく

よう努めてまいります。中学生議員の皆さんも、このような活動を見かけましたら、ぜ

ひお立ち寄りいただき、ご家族やご友人にも広めていただきますようお願いいたします。 

次に、障がいのある方がより働きやすくするために行っていることについてですが、

のぞみの園などの事業所におきましては、障がいのある方一人ひとりの意欲や技能に応

じて作業内容や目標を定め、個別に支援する体制を整えています。また、より多くの仕

事を引き受けるために、施設職員が学校などを訪問して仕事の開拓に努めています。 

○議長（小幡航亮議員）  玉造中学校、野口議員。 

〔玉造中学校、野口議員 自席で起立〕 

○野口真代議員  ご答弁ありがとうございます。私は、玉造中学校３年の野口真代で
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す。質問を続けます。現在の成田市では交通量の多い所では点字ブロックがたくさんあ

ると思うのですが交通量の少ない所にはあまり無いように感じます。しかし、そのよう

な所にも必要だと思うのですが、市としてはどのようにお考えですか。 

○議長（小幡航亮議員）  諸岡土木部長。 

〔土木部長、諸岡吉幸 自席で起立〕 

○土木部長（諸岡吉幸）  野口真代議員の、交通量が少ない箇所の点字ブロックについ

てのご質問にお答えいたします。 

 点字ブロックは、「視覚障がい者用誘導ブロック」として、横断歩道との接続部分や

道路が交差する部分などで危険性をお知らせしたり、公共交通機関の駅やバス停と、市

役所などの公共施設や商業施設などを結ぶ経路の歩道上に連続して設置し、安全に誘導

したりするなどの目的をもって設置しております。 

また、交通量が少なく、施設間の誘導の必要のない道路では、誘導用としての連続設置

はしていませんが、周囲の状況から危険性が高いと判断される交差点などでは、警告用

の点字ブロックを設置し、点字ブロックが設置されていない歩道においても、横断歩道

や交差点における歩道と車道の間に２センチメートルほどの段差を設けて、歩道と車道

の境を認識しやすいようにしています。 

 現在の状況で点字ブロックの設置が十分とは言えませんが、今後とも、市民の皆さん

が安心で安全な通行をすることができる歩行空間となるよう努めてまいります。 

○議長（小幡航亮議員）  玉造中学校、野口議員。 

〔玉造中学校、野口議員 自席で起立〕 

○野口真代議員  ご答弁、ありがとうございました。これから、成田市がより安全で、

子供から高齢者、障がいのある方まで住みやすい地域になることを願っています。私も、

地域のためにできることを、ささやかな事でも取り組んでいきたいと思います。これで

玉造中学校からの質問を終わりにします。 

 



 

22 

 

●久住中学校 

○議長（小幡航亮議員）  次に、久住中学校、江邨真奈議員、並びに細川裕奈議員。 

〔久住中学校 議員２名 登壇〕 

○江邨真奈議員  私は、久住中学校２年の江邨真奈です。成田市が計画している久住

地区の地域開発についてお伺いいたします。久住地区の人口は平成18年の時、人口3,364

人でしたが、現在は 4,071 人と年々増加しています。しかし、久住中学校の生徒数は減

少しています。今年度も、多くの生徒が本校の部活動の選択肢が少ないことを理由に、

他の中学校へ入学してしまいました。生徒数が増えなければ部活動は増えず、今後も同

様なことが繰り返されると思います。来年度は、西中と成田中への入学はできないと聞

きましたが、その他の学校に行ってしまうかもしれません。久住地区の発展のためには、

久住地区の子供は久住中学校に進学するべきだと思います。久住地区の発展は、久住中

学校の行事、生徒会活動、部活動など様々な活動がこれまで以上に盛り上がることだと

考えます。そこで、お伺いいたします。このことについて成田市としてどのようにお考

えでしょうか 

○議長（小幡航亮議員）  関川教育長。 

〔教育長 関川義雄 登壇〕 

○教育長（関川義雄）  江邨真奈議員の、久住地区の地域開発計画についてのご質問に

お答えいたします。 

まず、指定学校変更の運用についてですが、成田市立小・中学校は、それぞれの学校

において通学区域を定め、住んでいる地区の学校に通学することになっています。これ

を指定学校と呼んでいます。ですから、久住地区の子どもたちは、久住小学校、久住中

学校が指定学校となります。小学校、中学校時代は、基本的な学力を身につけるととも

に、生涯にわたる友情を育むなど、人間形成のうえで大変重要な時期であると考えてい

ます。そのようなことから、教育委員会としましては、どの地区においても、指定され

た学校に通学することが望ましいと考えております。 
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しかしながら、特別な理由がある場合は、地区にある学校ではなく他の学校へ通学す

ることもできます。それを、指定学校変更と言いますが、本市においては、指定学校を

変更できる場合の要件を 11の区分に分け、それぞれについて学校を変更することが望ま

しいか否か、変更を申し出た方のお話をよく伺ってから、慎重に判断するようにしてい

ます。その要件の一つに部活動によるものがあります。これは、希望する部活動が指定

学校にない場合に、該当する部活動を行っている最寄の中学校への通学を希望すること

ができると言うものです。ただし、希望した部活動を３年間続ける、安全に通学するこ

とができる、受け入れる学校の収容力が将来的にも余裕があることなど、５つの条件を

全て満たすことが必要になります。さらに、希望する中学校の部活動を見学し、学校の

説明を聞いてもらい、家庭で十分話し合ったうえで、手続きをすすめるようにお願いし

ています。 

このように、部活動を理由にした指定学校変更については、希望すれば簡単に認めら

れるというものではなく、十分時間をかけて考えぬいた末に決めるという過程を経てい

ます。 

教育委員会としては、強い信念をもって指定学校変更を決断した生徒には、ぜひ夢が

実現できるように部活動での活躍を応援していきたいと思っていますが、各学校には、

部活動だけではなく、子どもたちが毎日楽しく通学したくなるような、学校・家庭・地

域が連携した魅力ある学校を築(きず)き上げていけるようこれからも引き続き支援して

まいります。 

○議長（小幡航亮議員）  久住中学校、細川議員。 

〔久住中学校、細川議員 自席で起立〕 

○細川裕奈議員  ご答弁ありがとうございます。私は、久住中学校２年の細川裕奈で

す。質問を続けます。 

久住中学校の生徒数が増加した場合、校舎の教室数が足らなくなる可能性があります。  

現在、久住中学校には普通教室が５教室しかありません。各学年が２クラスになった場
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合、６教室必要です。現状では１部屋足らなくなる事になります。また、校舎を増設す

るにはたくさんの費用が必要ですし、新しく増設する場所も必要になります。 

このことについて、市ではどのような考えをお持ちでしょうか。 

○議長（小幡航亮議員）  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）  細川議員の、久住中学校の教室が不足する可能性があ

るがどのように考えているのかについてのご質問にお答えいたします。 

 久住中学校学区では、久住駅前周辺の開発に伴い、子供の数が増加傾向にあり、現在

の久住小学校の１年生から３年生は各学年２クラスとなっておりますので、その子供た

ちが中学生になる平成 31年度には教室が不足し、校舎の増築が必要になると考えており

ます。 

校舎の増築につきましては、今後の生徒数の推移を見ながら、整備方法や増築場所な

どを検討し、学校生活や学習活動に支障が生じないように施設の整備を進め、皆さんの

後輩が安心して進学できるような学校にしてまいります。 

○議長（小幡航亮議員）  久住中学校、細川議員。 

〔久住中学校、細川議員 自席で起立〕 

○細川裕奈議員  ご答弁ありがとうございました。私は、久住中学校の発展を願い、

久住地区が今よりも住みよい地域になることを願っています。これで、久住中学校から

の質問を終わります。 

○議長（小幡航亮議員）  ここで暫時休憩といたします。 

 私、小幡航亮による議事進行はここまでとなります。皆さんご協力ありがとうござい

ました。 

（午後 １時５７分） 

【休   憩】 
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◎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 成定歩美議

員にお願いいたします。 

○議長（成定歩美議員）  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

久住中学校２年の成定歩美です。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した。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 ２時１０分） 

◎再開 

〔開始のブザー〕 

○議長（成定歩美議員）  再開いたします。代表質問を続けます。 

（午後 ２時１０分） 

 

●下総中学校 

○議長（成定歩美議員）  下総中学校、大竹泰雅議員、並びに梶山悠莉議員。 

〔下総中学校、議員２名 登壇〕 

○大竹泰雅議員  私は下総中学校３年の大竹泰雅です。 

 成田市が行っている防災対策についてお伺いいたします。 

 2011 年３月 11 日の東日本大震災が発生した時、私は小学校６年生でした。私たちが

このような大きな地震を経験したのはもちろんはじめてなので、地震の怖さを知りまし
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た。 

 最近では、南海トラフ地震や首都直下型地震など大きな地震の発生が心配されます。

東日本大震災の時は、成田市はあまり被害は出ませんでしたが、大きな地震が発生した

らどんな大きな被害がでるかと思うととても不安です。 

そこでお伺いいたします。現在、成田市では大規模の地震発生時の緊急の対応につい

てどのような対策をとっているのでしょうか。 

○議長（成定歩美議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）   大竹泰雅議員の、大規模地震発生時の緊急対応についてのご質

問にお答えいたします。 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、巨大な津波を引き起こし、多くの尊

い人命が失われ、さらに原子力発電所の事故が発生するなど、これまでの想定を超える

被害をもたらし、長期に及ぶ避難など住民生活に多大な影響を与えました。本市の被災

状況につきましては、過去に経験のない震度６弱の地震で、市内の広範囲に被害が及び

ましたが、幸いにも犠牲者や火災の発生もなく、最悪の状態は回避されたものと認識し

ております。 

しかしながら、東日本大震災はもとより、過去の災害の教訓を生かし、今後想定され

る大規模災害に備えた防災対策を実施していくことが大変重要であります。 

そこで、本市において大規模な地震が発生した時の緊急の対応ですが、まず消防本部

の消火・救助活動を開始するとともに、市役所内に災害対策本部を設置し、職員による

巡視や消防本部及び消防団、警察などの関係機関からの被災状況など必要な情報を把握

します。そのうえで、防災行政無線をはじめ、車両による広報、防災メールなど、様々

な伝達手段を活用して情報を市民にお知らせするとともに、市民の安全を確保すること

が最優先ですので、市内小中学校や高等学校、運動公園など緊急時の避難先である指定

避難場所を開設します。 
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開設にあたりましては、市の災害対策本部から派遣した職員が、避難所の安全点検を

実施したうえで、速やかに避難者の受け入れ体制を整え、避難者の安否確認を実施しま

す。 

なお、避難場所においては、生活に最低限必要な食料・飲料水・生活必需品などの物

資や高齢者、乳幼児、女性に配慮した物資の備蓄にも努めております。さらに、市民生

活に不可欠な水の供給が停止することが想定されますが、この場合は、給水車両による

給水を行うとともに、各地域の防災井戸からの直接給水もあわせて実施します。 

本市といたしましては、このような緊急対応のほか、災害の規模により、国、県及び他

市町村への広域的応援要請体制を整えております。 

大規模な地震発生時直後は、広域的な被害が予想されることから、行政、消防、警察

などの公(おおやけ)の機関による、救助・支援活動などの公助(こうじょ)には限界があ

りますので、「自分の命は自分で守る」という自助(じじょ)、「地域住民同士がお互い

に助け合う」共助(きょうじょ)が大変重要であります。安心・安全なまちづくりの構築

に向け、自助、共助、公助が連携し協働して被害を最小限にとどめるよう、防災対策を

着実に実施してまいりたいと考えております。 

○議長（成定歩美議員）  下総中学校、梶山議員。 

〔下総中学校 梶山議員 自席にて起立〕 

○梶山悠莉議員  私は下総中学校３年の梶山悠莉です。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、来年度から下総地区は小中一貫校になります。今

まで小学校は４つありそれぞれに体育館があったのですが、来年度から１つです。地域

の多くの人々が避難することを考えると不安になります。この点成田市はどのようにお

考えでしょうか。   

○議長（成定歩美議員）  村嶋総務部長。 

〔総務部長、村嶋隆美 自席にて起立〕 
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○総務部長（村嶋隆美）  梶山悠莉議員の、平成 26年度以降の下総地区指定避難場所

についてのご質問にお答えいたします。 

まず、避難場所は、災害の発生時において、住民の生命の安全を確保する一時避難場

所として機能するとともに、その後の一定期間は、避難生活を支援していく場所として、

さらには水・食糧などの配給拠点として重要な役割を果たします。 

本市では、避難場所として 55箇所を指定しておりますが、そのうち、小中学校の 39

箇所や高等学校の５箇所などは、地域における緊急時の避難場所としての大きな役割を

担っておりますので、下総地区につきましては、学校適正配置計画に基づき、小学校が

４校から１校へ統廃合され、今後、跡地利用の検討を行ってまいりますが、この４校の

施設については、引き続き避難場所として活用を図ってまいります。 

○議長（成定歩美議員）  下総中学校、梶山議員。 

〔下総中学校 梶山議員 自席にて起立〕 

○梶山悠莉議員  ご答弁、ありがとうございました。３月 11日の大きな地震でたくさ

んの被害が出ましたが、そのような被害を防ぐには、地域ぐるみの対応が大切だという

ことを感じました。大切なことを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、下総中学校からの質問を終わります。 

 

●大栄中学校 

○議長（成定歩美議員）  次に、大栄中学校、五木田翔平議員、並びに芦田優香議員。 

〔大栄中学校、議員２名 登壇〕 

○五木田翔平議員  私は、大栄中学校３年の五木田翔平です。 

私が住んでいる大栄地区への企業の誘致や地域の活性化についてお伺いいたします。 

 私は普段から本を読むことが好きで、朝の読書の時間や、休み時間などたくさんの本

を読んでいます。しかし、大栄地区にはなんと、私の好きな本を買うための本屋があり

ません。私一人で本屋に行き、手にとって購入する楽しみを実感するためには、成田駅
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や佐原駅の周辺までバスに乗って行かなくてはなりません。往復すると１冊多く購入で

きるくらいの交通費がかかってしまいます。また、受験生なので、問題集を購入するに

もとても苦労しています。さらに、スーパーやコンビニエンスストアも大変少なく、困

っています。 

 そこでお伺いします。このような現状に対して、大栄地区への民間企業の誘致や地域

の活性化について、どのような対策を取っていただけますか。 

○議長（成定歩美議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  五木田翔平議員の、大栄地区への民間企業の誘致と地域の活性化

についてのご質問にお答えします。 

大栄地区の経済活性化につきましては、市・事業者・成田市東商工会が連携・協力し

ていくことを基本として取り組んでおります。本市といたしましては、地区の商工業振

興の中心的役割を担っている成田市東商工会への支援を実施するとともに、事業者に向

けては、経営の安定にとって資金繰りが重要であることから、中小企業資金融資制度を

設け、事業者の資金調達を支援しております。 

また、企業の誘致につきましては、中小企業向けには創業を支援する融資制度を設け

るとともに、大企業に対しては成田市企業誘致条例を定め、工業団地への進出や市内へ

の本社誘致を図っているところであります。大栄地区におきましても、成田新産業パー

クへの企業進出が平成 24年度に全て決まり、これから工場などが順次稼働を始めますの

で、雇用や新たな取引を通じて地域経済の活性化につながるものと期待しており、企業

誘致により働く人が増えることでコンビニなど様々な形態の商店が、出店する機会が増

えるものと考えております。 

○議長（成定歩美議員）  大栄中学校、芦田議員。 

〔大栄中学校 芦田議員 自席にて起立〕 

○芦田優香議員  私は、大栄中学校３年の芦田優香です。ご答弁ありがとうございま
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す。質問を続けます。大栄地区には、大栄愛娘や伊能歌舞伎米、笑顔大吉ポークなどの

ブランド農畜産物があります。しかし、せっかくのブランド農畜産物も、なかなか知名

度は上がっていません。知名度の高いうなりくんによる広報活動や、成田ソラあんぱん

のように、これらを使った商品開発も必要だと思います。 

 そこでお伺いします。市としては、大栄地区の農畜産物のＰＲや、商品開発による地

域の活性化について、どのような事をお考えですか。お願いします。 

○議長（成定歩美議員）  根本経済部長。 

〔経済部長、根本秀行 自席にて起立〕 

○経済部長（根本秀行）  芦田優香議員の、大栄地区の特産品のＰＲによる地域の活性

化についてのご質問にお答えします。 

本市は広大な農地などの農業資源を有する県内でも有数の農業市であり、多くの農産

物が生産されております。その中で、大栄地区ではさつまいも、米、豚肉などの生産が

盛んであり、ご質問にもございました大栄愛娘、伊能歌舞伎米、笑顔大吉ポークなどは

市場において品質などが高く評価されており、本市を代表する農産物でございます。 

しかしながら、昨今の農業を取りまく情勢は、農業従事者の高齢化や担い手不足など

のさまざまな課題を抱えており、また、いわゆるブランド農産物につきましても、全国

に競合産地が多く、産地間の競争も激しくなっており、産地は厳しい状況におかれてお

ります。 

そこで、本市では、成田の特産農産物として消費者に認識され、また、選ばれる品目

になるように育成し、付加価値の高い農産物の生産・販売を促進することを目的に、農

産物消費宣伝事業を実施しております。この事業では、大栄愛娘などの品目を対象に農

業生産団体が実施する販売促進活動などに対して支援を行い、他の農産物との差別化及

び農産物と産地の知名度の向上を推進するとともに、観光都市である成田の特色を活か

し、観光ＰＲ事業と連携した農産物のＰＲにも取り組んでおります。 

また、新しい成田の魅力を発信する成田ブランド事業におきましても、主要事業のひ
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とつとして取り組んでいる成田ソラあんぱんをＪＡなど農業関係者とも協力して開発を

進め、大栄愛娘などの農産物を原料とした商品が開発されたところでございます。 

具体例としましては、本年３月に関東甲信越のローソン約 3,000 店舗で、大栄愛娘を使

った成田ソラあんぱんが販売され、大変好評でした。更に、パッケージにはうなりくん

のイラストを載せ、うなりくんのグッズを抽選でプレゼントする企画もあわせて実施し

ました。 

このように、本市の特産農産物につきましては、品質の向上はもちろんのこと、販売

促進活動の実施、関連商品の開発など様々な機会を利用し、知名度の向上を推進してい

くとともに、成田ブランド事業とも連携をとり、本市における食の魅力のひとつとして

も、広く国内外に向けてＰＲしてまいりたいと考えております。これらの活動を通じて、

全国に誇れるブランド農産物の産地を育成することは、地域の活性化にもつながって行

くものと考えております。 

○議長（成定歩美議員）  大栄中学校、芦田議員。 

〔大栄中学校 芦田議員 自席にて起立〕 

○芦田優香議員  ご答弁、ありがとうございました。大栄地区では、大型ショッピン

グセンターがある成田駅周辺よりは、まだ、住みにくい現状があると思い、また、農作

物のＰＲによる地域の活性化ができないかと考え、今回のテーマを決めました。 

私たちの住む大栄地区で民間企業が増え、便利に買い物ができるようになれば今より

住みやすくなると思います。ですが、それに伴って農産物が売りにくくなってしまうの

も困ります。農産物のＰＲと、住民の便利さの両面を考えて頂けると嬉しいです。私た

ちがこれからも住んでいく成田市には、まだまだ改善していかなければいけないことが

あり、それは、大栄地区だけでなく、空港近隣を含めた様々な地域でも言えることだと

思います。私は、今以上に、成田市民が住んでいてよかったと思える市になってほしい

のです。 

そこで、どうか、成田市民の地域の声を聞いてこれからの成田市の発展につなげてく
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ださい。また、７月に行った、中学生に対する成田市の景観の色彩に関するアンケート

も生かして、より良く住みやすい成田市にしてください。これで、大栄中学校からの質

問を終わります。 

 

●公津の杜中学校 

○議長（小幡航亮議員）  次に、公津の杜中学校、菱沼祐太議員、並びに野田麗奈議員。 

〔公津の杜中学校、議員２名 登壇〕 

○菱沼祐太議員  私は、公津の杜中学校２年の菱沼祐太です。成田市が行っている「

国際空港都市としての国際交流」について伺います。 

この成田市は、「世界の玄関口」とも言われる国際空港都市となっています。先日、

本校では、台湾の中学校を迎えての交流授業がありました。他の国の人とふれ合うこと

ができ、とても良い経験でした。 

成田市では、他にもこのような交流会をする機会があるのか調べたところ、国際交流

協会主催の様々な行事が行われていることを知りました。私を含め、市内の多くの中学

生は英語学習や海外の人々の生活や文化、そして国際交流に興味を持ち、そこから学び

たいと思っています。 

国際交流や国際教育に対する市としてのお考えや、今後の計画についても教えてくだ

さい。 

○議長（成定歩美議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  菱沼祐太議員の、国際交流に対する本市の考えについてのご質問

にお答えいたします。 

まず、国際交流についてですが、世界の玄関口としての成田空港では１日平均約２万

人もの外国人が乗り降りしています。そうした立地条件に恵まれた成田市として、外国

との交流を通じて国際理解を深め、市民の国際性を高めることにより国際都市成田のま
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ちづくりをすすめようと、アメリカのサンブルーノ市、中国の咸陽(カンヨウ)市、韓国

の仁川(インチョン)広域市中区と井邑(チョンウップ)市、ニュージーランドのフォクス

トン、デンマークのネストベズ市の５カ国６都市と友好・姉妹都市関係を結んでおり、

その国や都市の実情に合った交流を行っています。また、成田市国際交流協会では成田

市及び近郊に住んでいる外国人の方と市民との国際交流を図るため、ラテン・フィエス

タや新春を祝う会など各種の交流イベントを開催しておりますので、ぜひ、それらのイ

ベントに積極的に参加して、外国の方々と交流していただきたいと思います。 

10 月６日の日曜日には、成田国際文化会館で「成田市国際市民フェスティバル   

2013」が「子ども会まつり」と同時に開催され、国際色豊かな食や演芸、体験コーナー

など子どもから大人まで楽しめるイベントがありますので、ぜひ、参加してください。 

また、アメリカのサンブルーノ市との交流では多くの中学生が交流できるようにお互

いの中学校を訪問し、それぞれの文化を体験できるようなプログラムを実施し、大変好

評をいただいております。 

今後も、国際空港を擁する成田市の特性を生かし、成田市の未来を担う皆さんのよう

な若い方々に友好都市との交流を通じて、国際感覚を身に着けていただき、成田から世

界へと大いに羽ばたいてほしいと願っております。 

「国際理解教育」の質問につきましては、教育長から答弁をいたします。 

○議長（小幡航亮議員）  関川教育長。 

〔教育長 関川義雄  登壇〕 

○教育長（関川義雄）  菱沼祐太議員の、国際理解教育についてのご質問にお答えいた

します。 

本市では、国際空港都市成田の将来を担う児童生徒の皆さんが、外国の文化や言語に

対する理解を深め、外国の人とも気おくれすることなく、英語を用いて自分の思いや気

持ちを相手と伝え合うことができるよう、全国に先駆け、国際理解教育・英語教育の充

実に取り組んでいます。 
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そのために、文部科学省より特別に許可を得て、小学校では、本来５年生から実施す

る英語学習を小学校１年生から始め、中学校では、週４時間の英語科授業を週４．５時

間に増やして授業を行っています。 

また、学習内容についても、日常の会話でよく使われる表現や本市の地域性を取り入

れた独自の学習プランを作成するとともに、より具体的な場面や状況にあった適切な表

現や内容になるよう各小中学校の英語担当の先生方が集まり年間１５回もの会議を開い

て、毎年見直し、改善を行っています。さらに、全ての小中学校へ外国人英語講師を配

置し、児童生徒が直接、英語の発音や表現及び様々な国の文化を学ぶことができるよう

にしています。 

外国の人たちと真の国際交流を図るためには、児童生徒の皆さんが豊かな国際感覚を

身につけ、英語を使ってコミュニケーションを図れることが重要であります。そのため

には、日頃の英語学習における積み重ねが大切であり、今後も英語授業の改善と充実に

努めてまいります。 

公津の杜中学校では、台湾の中学生を迎え、授業に一緒に参加し、英語でコミュニケ

ーションを図ったり、集会を開いて日本の伝統文化である剣道や日本の歌を紹介したり

しました。外国の人たちとの交流は国際理解教育に大変有効であると捉(とら)えており

ますので、今後も機会があれば積極的に取り入れてまいります。 

○議長（小幡航亮議員）  公津の杜中学校、野田議員。 

〔公津の杜中学校、野田議員 自席で起立〕 

○野田麗奈議員  ご答弁ありがとうございました。私は公津の杜中学校２年の野田麗

奈です。質問を続けます。 

 中学生向けに行われている国際交流の場はそれほど多くないと感じています。またそ

のような場に関わる生徒は限定されている場合が多いとも感じています。 

そこでお伺います。私たち中学生に広く開かれた国際交流の場はありますか。 

○議長（小幡航亮議員）  渡部企画政策部長。 
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〔企画政策部長 渡部辰幸 自席で起立〕 

○企画政策部長（渡部辰幸）  野田麗奈議員の、中学生に開かれた国際交流についての

ご質問にお答えいたします。 

市長がお話ししたとおり、国際空港を擁する成田市では、６都市と友好・姉妹都市関

係を結んでおり、中学生が国際交流できる機会も、ほかの市町村より多いものと考えて

おります。中学生に積極的に参加いただける国際交流の場としては、成田市国際交流協

会主催のアメリカ・サンブルーノ市、そして韓国・井邑(チョンウップ)市の中学生との

相互ホームステイを中心とした交流を図っております。また、成田青年会議所主催の「少

年の翼」事業も、今年度はニュージーランドのフォクストンでのホームステイ交流とな

っております。 

これらのホームステイは、夏休みや春休みを利用し実施しておりますので、多くの中

学生に参加いただきたいと思います。 

これからの事業としては、来年３月にアメリカのサンブルーノ市へ、中学生友好訪問

団の派遣を予定しており、今後、広報なりたなどで募集する予定ですので皆さんも応募

してください。 

その他、各種イベントを開催しておりますので、ぜひ参加していただき、国際交流を

図っていただきたいと思います。 

○議長（小幡航亮議員）  公津の杜中学校、野田議員。 

〔公津の杜中学校、野田議員 自席で起立〕 

○野田麗奈議員  ご答弁、ありがとうございました。私は将来、学校の先生になりた

いと考えております。成田市では、様々な交流があることがわかりました。このような

交流を通して、将来先生になった時に、子どもたちに伝え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。 
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●成田高等学校付属中学校 

○議長（小幡航亮議員）  次に、成田高等学校付属中学校、中島亜純議員、並びに川口

萌花議員。 

〔成田高等学校付属中学校、議員２名 登壇〕 

○中島亜純議員  私は成田高校付属中学校２年の中島亜純です。私からは、歴史の街

「成田」についてお伺いします。 

  14 年間暮らしてきた成田について私が考えるイメージは何と言っても「うなぎ」で

す。 

成田のうなぎ産業は歴史が古く、江戸元禄時代に始まり、今や成田山参道では鰻の匂

いと看板で連日賑わっています。成田は地理的に印旛沼に近く、鰻や鯉などの川魚が多

くとれ、成田山の参拝客を鰻料理でもてなすようになったのが「うなぎの街」の始まり

でした。最近では成田市のマスコットキャラクターであるうなりくんも大人気で世間に

浸透しています。しかし、最近うなぎが絶滅危惧種になるかもしれないというニュース

を聞きました。 

今後もしうなぎが絶滅危惧種になった場合、成田の大事なうなぎの歴史をどう未来に

つなげていくべきか、またその他に魅力ある成田の歴史を全世界の人々にアピールする

政策が現時点であれば、教えて頂きたいです。 

○議長（小幡航亮議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  中島亜純議員の、成田の歴史の継承と世界へアピールする政策に

ついてのご質問にお答えいたします。 

まず、成田のうなぎの歴史についてでございますが、中島議員のご指摘のとおり、成

田とうなぎには、古くから深い結びつきがあり、江戸元禄の昔から成田山新勝寺を参拝

されるお客様をうなぎ料理でおもてなしをし、喜ばれておりました。現在でも、距離 800

メートル、徒歩約 15分の成田山表参道には古くからの旅館や料理店が軒を連ね、このう
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ち約 60店舗でうなぎ料理を提供しており、これだけのうなぎ料理店の密集度は日本一と

言われております。 

また、毎年夏の土用の丑の日にあわせて約１か月間、「うなぎのぼりの街 成田」を

コンセプトとした「成田うなぎ祭り」を開催し、多くのお客様をお迎えしております。 

このような中、近年、養殖に不可欠なうなぎの稚魚であるシラスウナギの漁獲量の激減

により、取引価格の高騰が続いており、それに加え、本年２月には「ニホンウナギ」が

環境省の「レッドリスト」で絶滅危惧種に指定され、うなぎ料理店の状況は非常に厳し

いものとなっております。 

おいしい成田のうなぎが観光客はもとより、私たちの口に入る機会がますます遠ざか

っていくのではないかと、私も大変心配しているところでございます。 

そこで、「成田うなぎ祭り」を主催しております成田市観光協会が中心となり、「う

なぎという日本の食文化を守る」というテーマのもと、「成田のうなぎ、日本のうなぎ」

の安定供給を目指して、うなぎ養殖技術など、うなぎの様々な研究にたずさわる機関に

対する積極的な支援を行っていくと伺っておりますので、本市としても協力してまいり

たいと考えております。 

次に、成田の歴史をアピールする政策についてですが、成田には古くから霊場(れいじ

ょう)として名高い、また、歌舞伎で有名な市川宗家と強い結びつきがある成田山新勝寺

や義民佐倉惣五郎の菩提寺である宗吾霊堂、さらには、成田山表参道の歴史的な街並み、

約 300年の歴史がある成田祇園祭など、世界に誇れる歴史的な観光資源がございます。

これら観光資源に加え、まさに成田名物のうなぎと成田空港の飛行機をコラボレーショ

ンした観光キャラクターうなりくんの活用をはじめ、海外でのプロモーション活動や海

外メディア・旅行業者などへの情報発信、あるいは海外テレビドラマのロケ誘致など、

様々な事業を積極的に展開し、成田の歴史と魅力のＰＲを行い、世界中から一人でも多

くのお客様を迎え入れてまいりたいと考えております。 

○議長（小幡航亮議員）  成田高等学校付属中学校、川口議員。 
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〔成田高等学校付属中学校、川口議員 自席で起立〕 

○川口萌花議員  ご答弁ありがとうございました。質問を続けます。私、成田高校付

属中学校２年、川口萌花からは、世界の人々をひきつける日本の窓「ＮＡＲＩＴＡ」の

今後の展望についてお伺いします。歴史の街としての繁栄の過程で、成田市の発展は、

成田国際空港とそれを支える人たちのおかげでもあると考えます。しかし、2014 年に国

際線の大幅な羽田空港への移行があると聞きます。そうすると、人口や観光客の減少が

予想され、経済的にもダメージがあると考えられるので、成田市として世界に誇る日本

の窓である成田の今後の対策やお考えがありましたら教えて頂きたいです。 

○議長（小幡航亮議員）  渡部企画政策部長。 

〔企画政策部長、渡部辰幸 自席で起立〕 

○企画政策部長（渡部辰幸）  川口萌花議員の、羽田空港国際線拡張への対策について

のご質問にお答えいたします。 

川口議員のご指摘の通り、羽田空港の国際線年間発着枠は来年３月から３万回増える

予定と聞いております。しかし、一方で成田空港の年間発着枠も、２年後には、現在の

27万回から 30万回に拡大される計画となっており、２つの空港は、切磋琢磨してお互

いの魅力や強みを発揮し、一体となってアジア各地の空港と競争していくパートナーと

しての関係が求められています。 

本市では、成田空港が利用者に選ばれ、利用され続ける空港となるよう、成田や成田

空港の魅力を広く発信していくため、平成 22年度から成田ブランド構築事業を推進して

まいりました。さらに今年度からは、市役所内に成田ブランド推進室を設置し、「運気

上昇のまち 成田」をコンセプトに、様々な施策を展開していくこととしています。 

成田空港は、オープンスカイの導入やＬＣＣの就航などにより、国際空港としての魅

力はむしろ向上しているものといえます。また、先月、千葉県が中心となって県内の自

治体や企業 138 団体が結集した「成田空港活用協議会」が設立され、官民一体のオール

千葉で空港を活用した経済の活性化を目指すこととしています。本市では、これらのチ
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ャンスをとらえ、空港を含めた成田への観光や“食(しょく)”などをはじめとする魅力

の向上、戦略的情報発信、訪日外国人の来成促進などに力を入れてまいります。 

○議長（小幡航亮議員）  成田高等学校付属中学校、川口議員。 

〔成田高等学校付属中学校、川口議員 自席で起立〕 

○川口萌花議員  ご答弁、ありがとうございました。私はこの間、夏の高校野球千葉

県予選でマリンスタジアムに行きました。私はロッテ球団が大好きなので、唐川投手ゆ

かりの成田へロッテの二軍を誘致していただきたいと思います。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。 

 

●成田中学校 

○議長（成定歩美議員）  次に、成田中学校、中田剛成議員、並びに葛生泰己議員。 

〔成田中学校、議員２名 登壇〕 

○中田剛成議員  私は、成田中学校３年の中田剛成です。成田空港の日本人利用客に

ついてお伺い致します。私は成田空港を利用することが多いのですが、数年前から日本

人利用客の数が減少しているように感じています。そこで先日、成田空港の日本人利用

客について調べてみたところ、羽田空港の国際便増加が実施された頃から成田空港の日

本人利用客が減少しているとありました。また、成田空港のイメージに関するデータを

見ると、成田空港へのアクセスが不便と感じる人がおよそ 62パーセントで、スカイアク

セスの認知度がおよそ 35パーセントと低くなっていました。このようなことも日本人利

用客低下に繋がっているのではないでしょうか。 

 そこでお伺いします。成田空港の日本人利用客減少について、どうお考えでしょうか。

また、今後、成田空港の日本人利用者増加に向けてどのような対策をするか、具体的に

お答え願います。 

○議長（成定歩美議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 
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○市長（小泉一成）  中田剛成議員の、成田空港の日本人利用者についてのご質問にお

答えいたします。 

まず、成田空港の利用客減少についてどのように考えているかとのご質問にお答えし

ます。 

成田空港の利用者については、羽田空港の国際化や東日本大震災の影響で減少が続く

ことが懸念されましたが、現在は順調に回復しております。しかしながら、成田空港は

地域の財産であり、いっしょに育ち、いっしょに発展していくべきであると考えており、

日本人はもとより利用客が減少することには大きな危機感を持っております。本市では、

羽田空港を再国際化するとの国の方針転換を受け、今から４年程前の平成 21年に成田空

港成長戦略会議を立ち上げ、成田空港の「遠い」「不便」といったイメージを払しょく

するため、成田空港の強みを明らかにし、将来的にも利用者に愛され、利用され続ける

ための方策の検討を行いました。その方策の一つが、成田の魅力を積極的かつ戦略的に

発信する「成田ブランド構築事業」であります。この事業の大きな柱は、グルメ開発、

映画・ドラマなどのロケ誘致、情報発信の３つですが、皆さんもご存じの、成田ソラあ

んぱんの開発やテレビドラマ「あぽやん」や「ガリレオ」、ＡＫＢ48、レミオロメンの

ミュージックビデオなどのロケ誘致は、このような取り組みから実現したものでありま

す。また、本市の取り組みは、新聞、テレビ、ラジオなどでも広く取り上げられ、成田

空港のイメージアップのためにも一定の成果を上げているところです。 

次に、成田空港の日本人利用者の増加に向けてどのような対策をするのかとのご質問

にお答えします。 

成田空港は、航空会社が国の規制を受けずに発着空港を選び、路線や便数を自由に決

められるオープンスカイが導入されたことにより、新規に就航する国際便が増えること

が見込まれております。また、昨年７月には「ジェットスター・ジャパン」、８月には

「エアアジア・ジャパン」のＬＣＣいわゆる格安航空会社２社が就航したことで国内線

の就航先も 15路線に増え、国際空港としての魅力や利用客の利便性は大きく向上してい
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るものといえます。さらに、先月 31日には、「成田空港活用協議会」が設立され、千葉

県や成田市をはじめとする県内の自治体や経済界がいっしょになって成田空港を盛り上

げ、空港を活用した経済の活性化を目指すこととしています。 

また、平成 22年に成田スカイアクセスが開通したことにより、都心と成田空港の鉄道

によるアクセスは大きく改善されましたが、それに加えて、首都圏中央連絡自動車道や

北千葉道路などの道路交通網の整備が進み、都心のみならず、首都圏各都市や北関東方

面からも成田空港への利便性が向上することが見込まれています。本市としましても、

今後もこれらの推進を強く要望していくとともに、成田市や成田空港の魅力をさらに発

信していくため、市役所内に成田ブランド推進室を設置し、「運気上昇のまち 成田」

をコンセプトに、様々な施策を展開していくこととしました。本年度は、都内東京スカ

イツリーや国内線の就航先である福岡において、成田空港や空港周辺地域の魅力につい

てのプロモーションを行い、日本人利用者の増加に努めてまいりたいと考えております。 

これからも、成田空港の利用者や成田の観光客の増加を図るため、空港と地域の魅力の

発信に全力で取り組んでまいりますので、皆さんも市といっしょに盛り上げていただき

ますようお願いいたします。 

○議長（成定歩美議員）  成田中学校、葛生議員。 

〔成田中学校 葛生議員 自席にて起立〕 

○葛生泰己議員  私は成田中学校３年の葛生泰己です。ご答弁ありがとうございます。

質問を続けさせていただきます。私は、成田空港の日本人利用者数を増やすためには、

成田空港のさらなる発展が必要だと思います。そこでお伺い致します。現在成田空港に

は滑走路が２本ありますが、十分な長さの滑走路は１本しかありません。ですので、新

しい滑走路の建設をしたり、もう一本の滑走路を延長したりすることはできないのでし

ょうか。 

○議長（成定歩美議員）  石橋空港部長。 

〔空港部長、石橋廣 自席にて起立〕 
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○空港部長（石橋廣）  葛生泰己議員の、成田空港の滑走路についてのご質問にお答え

いたします。 

成田空港の滑走路につきましては、4,000 メートルのＡ滑走路と 2,500 メートルのＢ

滑走路の２本で運用されております。 

現在の 2,500 メートルのＢ滑走路におきましても、到着につきましては、ほぼすべて

の路線の就航が可能とのことであり、出発につきましても、一部の大型機を除き、ほと

んどの航空機の離陸が可能とのことであります。また、近年、航空会社では、航空機を

中型・小型化する傾向にもありますので、空港の管理・運営をしている空港会社では、

世界の航空会社の要請に応えられるものと考えているとのことであります。 

今後、成田空港のさらなる発展のためには、空港機能の充実や空港利用者の利便性の

向上を図ることが必要と考えております。しかしながら、一方で、成田空港は大規模な

内陸空港でありますので、空港周辺には多くの住民の方々が、航空機騒音の影響を受け

ながら生活されておりますことから、空港の整備にあたりましては、騒音地域住民の方々

の生活環境に十分配慮する必要があると考えております。 

○議長（成定歩美議員）  成田中学校、葛生議員。 

〔成田中学校 葛生議員 自席にて起立〕 

○葛生泰己議員  ご答弁、ありがとうございました。私は、これまで何度か成田空港

を利用し、国際線との結びつきや、貿易で大きな役割を果たしている成田空港を誇りに

思っております。市と協力して、ますます成田空港が発展し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。 

 

●遠山中学校 

○議長（成定歩美議員）  次に、遠山中学校、飯高彩議員、並びに大島辰之輔議員。 

〔遠山中学校、議員２名 登壇〕 

○飯高彩議員  私は、遠山中学校３年の飯高彩です。成田市が行っている「成田市地
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域防災計画」についてお伺いします。 

「成田市地域防災計画」では、「自助」と「共助」を基本とした地域での救助活動を

重要とされています。避難所での自助・共助のために、何か手立てはないかと考えまし

た。そこで避難所となる学校の施設を考えると、トイレ等の水回り、照明、冷暖房など

電気がなければ十分機能しないものが多く、避難者は不安で不自由な生活をよぎなくさ

れることに気がつきました。すでに防災倉庫には、幼児や高齢者を意識した物が備蓄さ

れているそうですが、施設などのハード面で、風力や太陽光などのクリーンエネルギー

を活用した防災対策が必要ではないかと考えました。市としてどう考えているのか、お

答えをお願いします。 

○議長（成定歩美議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成  登壇〕 

○市長（小泉一成）  飯髙彩議員の、クリーンエネルギーを活用した防災対策について

のご質問にお答えいたします。 

本市が避難場所として指定している小中学校の内、本年度開校した公津の杜中学校な

ど近年に新築や増築をした３校につきましては、自然エネルギーの活用を図るため、太

陽光発電システムを導入しております。 

また、平成 26年度開校予定の下総小学校では、太陽光発電システムのほか、避難場所

としての観点から、蓄電池もあわせて設置いたします。 

今後も避難場所としての機能を強化するため、校舎の新築、増築、大規模改修に併せ

て、停電時においても有効であり、地球環境に対しても負荷の少ない自然エネルギーを

活用した太陽光発電と蓄電池も併せて整備を進めてまいります。 

○議長（成定歩美議員）  遠山中学校、大島議員。 

〔遠山中学校 大島議員 自席にて起立〕 

○大島辰之輔議員  ご答弁ありがとうございます。私は、遠山中学校３年の大島辰之

輔です。質問を続けます。 
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 太陽光発電には、クリーンで枯渇しない、メンテナンスが簡単、設置場所を選ばない

などのメリットがあります。10キロワットの太陽光発電設備を設置した場合、年間で 

１万キロワットアワーの発電量が期待でき、3.14 トンの二酸化炭素、2,270 リットルの

原油を削減できます。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（成定歩美議員）  村嶋総務部長。 

〔総務部長 村嶋隆美 自席にて起立〕 

○総務部長（村嶋隆美）  大島辰之輔議員の、太陽光発電の活用についてのご質問に

お答えいたします。 

まず、本市の公共施設における、これまでの太陽光発電システムの設置状況ですが、

小中学校３校をはじめ、上水道の野毛平配水場、赤坂消防署に設置を行ったほか、本年

７月に開設した公津の杜の複合施設である「もりんぴあこうづ」にも設置しております。 

また、その他の公共施設におきましても、施設の規模、用途などを勘案しまして、新

たに整備を計画している施設はもとより、既存の施設につきましても、可能なものにつ

いて太陽光発電システムなどの設置を進めてまいりたいと考えております。 

なお、本市においては、市域全体での温室効果ガス排出量の削減を目指し、平成 21

年 10 月から、住宅用太陽光発電システムを設置した市民への補助を実施しております。 

○議長（成定歩美議員）  遠山中学校、大島議員。 

〔遠山中学校 大島議員 自席にて起立〕 

○大島辰之輔議員  ご答弁、ありがとうございました。千葉市など、既に太陽光発電

パネルを設置を始めている自治体もあるそうです。成田市でも積極的にご検討ください。

これで、遠山中学校からの質問を終わります。 

 

○議長（成定歩美議員）  これで、各中学校の代表質問を終わります。 

（午後 ３時０８分） 
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◎市長の講評 

○議長（成定歩美議員）  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、そしてそれに対する市およ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。 

10 回目を迎えた中学生議会ですが、各中学生議員からいただいた質問は、いずれも、

今、成田市が直面している重要課題に関するもの、生活に密着したもの、あるいは地域

で抱えている問題など、いずれも鋭い視点の、すば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、日本の

情勢や世界情勢とも関連付けて、成田市政について考えていただいていることが伺えま

した。 

皆さんのご意見やご提言の一つ一つからは、現在の成田市の良いところを大切にしつ

つも、将来の成田市を見据えて、良い街にしたい、していきたいという強い思いを感じ

ました。私は、同じ成田市民として、そして市政を預かる者として、そういった皆さん

の気持ちが大変心強く、そして頼もしく思います。 

皆さんの真剣な気持ちを感じたからこそ、野球に例えるならば、皆さんの全力投球に

対し、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、真剣勝負

で、全力で立ち向かいました。 

 ただし、今の例え話は、少し不適切です。現在、夏の甲子園が開催中であったので、

つい、真剣勝負と言ってしまいましたが、議会の場は決して、勝負をつける、白黒つけ

る場ではありません。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
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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

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、学校の他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。 

また、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 25年度成田市中学生議会の講評とさせていただきます。 

（午後 ３時１１分） 

 

 

◎議会の閉会 

○議長（成定歩美議員）  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 25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 25年度成田市中学生議会を閉会いたします。 

（午後 ３時１２分） 

 


