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平成２３年度成田市中学生議会質問一覧 

 
１．成田高等学校付属中学校・・・・・成田市の観光について 
  ① 成田市の観光客増加に向けた取り組みについて 

  ② 成田市観光循環バスについて 

２．成 田 中 学 校・・・・・・・・機能的な都市基盤・都市環境について 

  ① ＪＲ成田駅東口再開発の進行状況、区域について 

  ② 成田国際空港の今後について 

３．遠 山 中 学 校・・・・・・・・成田市の福祉事業について 

  ① お年寄りへの情報伝達、独居老人の数について 

  ② 子ども医療費助成の精算手続きについて 

４．久 住 中 学 校・・・・・・・・久住の交通安全について 
  ① 通学路付近の空き地管理について 

  ② 街灯の設置について 

 

５．下 総 中 学 校・・・・・・・・滑河駅周辺の安全確保と治安の向上について 
  ① 滑河駅への駅員配置、交番の設置について 

  ② 交通整理の人員配置、自転車置場への照明の設置について 

６．西 中 学 校・・・・・・・・・・医療関係について 

  ① 医科大学の設置、奨学金制度について 

  ② 中学生までの医療費助成の取り組みについて 

７．中 台 中 学 校・・・・・・・・東日本大震災における成田市の対応について 

  ① 義援金の使われ方について 

  ② 被災者に対する支援、今後の震災対策について 

８．吾 妻 中 学 校・・・・・・・・成田市の節電対策について 

  ① 成田市の節電対策について 

  ② 成田市の生活環境に対する考え方について 

９．玉 造 中 学 校・・・・・・・・ごみ問題とその対策について 

  ① ごみのポイ捨て対策について 

  ② ペットボトルの収集日について 

10．大 栄 中 学 校・・・・・・・・成田市の産業と育児環境について 

  ① 第一次産業の活性化、企業誘致の取り組みについて 

  ② 育児環境の充実について 
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平成２３年度成田市中学生議会日程 

         時間 内    容 

受
付 9：30 中学生受付開始  

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン 

10：00 オリエンテーション（執行部控室）   

 ・開催趣旨説明 市民協働課長 

 ・教育委員会あいさつ 教育指導課 

 ・議会の仕組みについて 議会事務局 

 ・議会棟見学 議会事務局 

10：40 【休   憩】 

10：50 市議会議長あいさつ  

11：00 オリエンテーション（議場）  

   ・登壇、発言の仕方等の説明 市民協働課・教育指導課 

昼

食 

11：50 【休   憩】 

12：55 執行部 議場へ入場 

中
学
生
議
会 

13：00 中学生議員入場  

13：01                                                議長の指名 事務局（市民協働課長）より指名 

13：02 議会の開会及び開議の宣言 議長より開会宣言 

    ・市長あいさつ （以下、進行は中学生議長） 

13：06 会期決定及び会議録署名議員指名  

13：07   ・質疑応答 ①付属中 ②成田中 ③遠山中 ④久住中 ⑤下総中 

14：01 【休   憩】 

14：15 議会再開（議長の指名） 事務局（市民協働課長）より指名 

14：16   ・質疑応答 ⑥西中 ⑦中台中 ⑧吾妻中 ⑨玉造中 ⑩大栄中 

15：13 市長講評  

15：15 議会の閉会 議長より閉会宣言 

  記念写真撮影  

15：30 解散  
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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 

 

平成２３年８月２４日 午後１時０２分開議 

 

 

 

第１ 会期の決定 

 

 

第２ 会議録署名議員指名 

 

 

第３ 代表質問 
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○職務のため出席した中学生議会事務局職員 

教育指導課長 五 十 嵐 正 憲 市民協働課長 髙 木 木 津 枝 

市民協働課主幹 

（市民相談室長） 
大 矢 知 良 議会事務局主査 鵜 澤 崇 裕 

    

○成田市中学生議会開催要領により出席した者 

成 田 市 長 小 泉 一 成   

    

(委嘱を受けた者）   

副 市 長 関 根 賢 次 副 市 長 片 山 敏 宏 

教 育 長 佐 藤 玉 江 企画政策部長 大 山 健 一 郎 
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会 計 管 理 者 大 関 富 夫   
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水 道 部 長 遠 藤 美 代 治 教育総務部長 関 川 義 雄 

生涯学習部長 吉 田 昭 二 消 防 長 伊 藤 新 一 

消防本部次長 平 山 正 博 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

菅 澤 徹 雄 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 

柿 沼  廣   
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◎開会および開議の宣言 

○議長   定足数に達しましたので、只今より、平成２３年度成田市中学生議会を開会い

たします。 

（午後 1 時０２分） 

 

◎市長あいさつ 

○議長  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 小泉一成君 登壇〕 

〇市長（小泉一成君）  本日ここに、平成２３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かかわらず、市内の各中学校を代表して、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８回目を迎えます。中学生議員の皆さんからは、成田市の観光

政策やまちづくり、節電を始めとした環境問題への取り組み、福祉あるいは防犯に関する

課題など、成田市が抱える様々な問題についてのご意見、ご提言が事前に通告されており

ます。 

これに対し、私から順次ご答弁申し上げます。限られた時間ではございますが、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。 

さて、いまだ記憶に新しいのですが、マグニチュード９．０という世界最大級規模の地

震による、東日本大震災の発生から５か月余りが経過いたしました。 

成田市におきましては、震度６弱という、いまだかつて経験したことのない揺れを観測

し、負傷された方が１７名、住宅については、９６５棟もの家屋に被害が及んだところで

ございます。 
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８月９日の政府の発表によりますと、死者が１万５千人を超え、今なお全国各地で９万

人あまりの方々が避難生活を余儀なくされている状況でございます。 

こうした大きな災害に際し、避難生活を送る被災者の方々の生活を考えますと、私たち

が日ごろ衣・食・住満ち足りて生活できることの幸せを感じずにはいられません。 

成田市としましては、被災地への職員派遣など人的支援を始め、支援物資や義援金の受

付、あるいは福島原発事故にともなう避難者をお迎えするなど、被災地復興のための支援

を続けているところでございます。 

本日の中学生議会では、震災に関するご意見やご質問もいただいております。復興に向

けて歩んでいく日本、将来の日本を背負って立つ、中学生議員の皆さんの視点から、これ

からの成田に対して、自分の体験や夢、そして希望を交えて、率直なご意見をいただきた

いと思います。 

そして、本日は、２２人もの中学生議員がいらしておりますので、自分の意見だけでな

く、他の中学生議員のご意見、ご提言にも耳を傾けて、更に自分自身の視野を広げていた

だきたいと思います。 

結びに当たりまして、本日の中学生議会が参加いただきました皆様方にとりまして、実

り多いものとなりますよう願いまして、開会にあたりましての挨拶とさせていただきます。 

 

 

◎会期の決定 

○議長  これより、議事に入ります。 

 日程第１、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  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  日程第２、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、成田中学校 ３番議員、遠山中学校 ５番議員を指名

いたします。 

 

 

◎代表質問 

●成田高等学校付属中学校 

○議長  日程第３、各中学校からの代表質問を行います。 

初めに、成田高等学校付属中学校、１番議員、並びに２番議員。 

〔成田高等学校付属中学校 議員２名 登壇〕 

○１番議員  羽田空港のハブ空港化により、成田空港の利用者が減少したというニュース

が大きく取り上げられていました。しかし、成田空港の利用者が減少する中でも「成田

＝空港」というイメージは大きいようです。 

 私は、成田で生まれ、成田で育ちました。成田には、すばらしいところがたくさんあり

ます。自然に恵まれた成田山公園、歴史のある成田山新勝寺、試験前には必ずお参りに行

きます。表参道は、セットバックにより整備されていて、安全で歩きやすくなっています。

その他にも、ショッピングセンターや牧場などもあり、とても住みやすい街です。私は、

そんな成田が大好きです。 

 そんな成田のすばらしいところを一人でも多くの人に知ってもらい、成田へやってくる

観光客が多くなり、成田がもっと活気付けばいいなと思います。 

 そこで、成田市が観光客を増やすために行っていることを教えていただきたいです。例

えば、３月１１日の東日本大震災が起き、外国人観光客が減少しているということをよく

聞きます。一回減った観光客を呼び戻すことは難しく、日本の安全もかなり疑われている

と思います。震災当初に比べ、落ち着きを取り戻している日本ですが、呼び掛けなどでは

なかなか効果が得られないと思います。 

 成田市が観光客を増やすために行っていること、または行おうとしている取り組みにつ
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いて教えてください。また、震災後の観光客の状況についても、興味がありますので教え

ていただければと思います。 

 以上で質問を終わりにします。 

○２番議員  成田市には、成田山新勝寺を始めとして、成田ゆめ牧場など多くの観光名所

があります。平成１９年３月からは、レトロバス（成田市観光循環バス）も走り始めまし

た。赤と緑のボディーはとても鮮やかで、僕も通学途中によく目にします。このバスは、

昔の成宗電車をモデルにして作られたということを先生から伺いました。僕は、この観光

バスは歴史ある成田の街に良く溶け込んでいると思います。 

 この循環バスは、一体どのような経緯で走るようになったのでしょうか。また、僕が成

田市のホームページで調べてみたところ、１日７便あるバスの乗車率は、だいたい２５パ

ーセント前後でした。このような乗車率でどれくらいの利益が出るのでしょうか。また、

このレトロバスの利用客を増やすために、成田市としてどのような取り組みをしているの

でしょうか。 

 僕は、このレトロバスのことについて、以上の３点を質問したいと思います。回答をよ

ろしくお願いいたします。  

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  １番議員の「成田市の観光客増加に向けた取り組みについて」の

ご質問にお答えいたします。 

 本市は、成田山新勝寺と宗吾霊堂を中心とした伝統とにぎわいのある「門前町」として、

また、成田国際空港を擁する国際色豊かな「空の港町」として、国内有数の観光地であり

ます。 

現在も本市は、通年型観光地を目指し、成田市観光協会を始めとする観光関係団体とと

もに、春には「成田太鼓祭」、夏には「成田祇園祭」、秋には「成田弦まつり」、冬には

「初詣・節分会」など、四季折々の各種観光イベントや行事のＰＲ活動を展開し、国の内

外に向けて観光客誘致を図っているところでございます。 

また、昨年より、皆さんもよくご存知の成田市観光キャラクター「うなりくん」を活用

し、市内外で開催されますイベント・行事などに出演し、本市の観光ＰＲを積極的に行い、
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年間１，３００万人を超える観光客をお迎えしております。 

３月１１日の東日本大震災後の観光客の状況でございますが、震災直後につきましては、

全国の観光地同様、本市の観光客数も、例年の半数以下に激減してしまいました。 

そこで、成田から全国に向けて、元気を発信しようと、４月１６日、１７日に開催いた

しました「成田太鼓祭」を皮切りに、震災の影響が少ない地域に、市内観光施設の無料入

場クーポン券やお買物券を付けたチラシを新聞に折り込むなど、緊急的な取り組みで、観

光客の誘致に努めたところ、現在は何とか最悪期を脱して、回復に向かってきたのではな

いかと考えております。特に、７月に開催されました「成田祇園祭」では、猛暑の中にも

かかわらず、昨年よりも３万人多い４８万人ものお客様においでいただき、表参道に人々

があふれかえり、久々の賑わいを取り戻したところであります。 

しかしながら、観光客数はもとより、お店の売上額も、まだ本来の状態ではありません

ので、引き続き様々な形で観光ＰＲを強化するとともに、私自らがトップセールスマンと

なり、観光客誘致に向けた取り組みを推進してまいりたいと考えております。 

また現在、新しい取り組みとしては、成田空港を利用する訪日観光客、とりわけ今後、

大幅な増加が見込まれる中国人観光客を重点的に誘致するため、中国人客をおもてなしす

るための講習会や中国の旅行関係団体を招き、成田の魅力を紹介する体験ツアーなどを実

施いたしました。また、本市観光プロモーション課内に「成田ロケーションサービス」と

いう映画・ドラマなどのロケーション撮影を支援する窓口を設置し、積極的にロケ誘致を

行うなど、シティーセールス効果による新しい層の観光客誘致や、地域の情報発信力の向

上などに努めております。 

最近では、皆さんもおなじみのテレビドラマ「美男ですね」や「ＡＫＢ４８のプロモー

ションビデオ」など、成田市内で撮影されたテレビドラマやビデオなどが制作・放映され

ております。 

 続きまして、２番議員の「成田市観光循環バスについて」のご質問にお答えいたします。 

 まずは、観光循環バス導入の経緯についてでありますが、本市へお越しになる多くのお

客様に、成田山新勝寺だけでなく、広く市内の観光施設を回遊していただくよう、その足

となる交通機関を整備する施策の一つとして行ったものでございます。また、成田空港を

経由して別の国へ乗り継ぐ「トランジット客」は、年間３００万人程おります。そのお客



13 

 

様に、待ち時間を利用し、新勝寺や表参道の市内観光やショッピングなどをしてもらおう

と、平成１９年３月にスタートいたしました。 

 その際、バスの車両のデザインについては、明治末期から昭和の戦前まで成田山新勝寺

と宗吾霊堂を結んでいた成宗電車をモデルとしたレトロ調の仕様とし、バスそのものが観

光資源となるよう設計したものでございます。 

また、バスの運行開始以降、より多くのお客様に利用していただくため、外国人向け観

光イベントなどでのＰＲや、パンフレットの配布、ＪＲ成田駅前と成田空港内にある観光

案内所や市のホームページでのＰＲなど、さまざまな形で周知を図ってまいりました。 

しかしながら、ここ数年は、新型インフルエンザの流行、米国のリーマンショック、ア

イスランドの火山の爆発や、東日本大震災による福島原発の放射能の問題など、空港を取

り巻く厳しい環境もあって、観光循環バスの利用客を増やす取り組みも、大きな効果が出

ておらず、現在の乗車率では採算がとれていない状況にあります。 

 こうしたことから現在、観光循環バスの活用方法について、費用対効果の面を始め、国

内外の観光客の動向をみながら、再検討しているところでございます。 

以上が答弁であります。 

○議長  成田高等学校付属中学校、２番議員。 

〔成田高等学校付属中学校、２番議員 自席で起立〕 

○２番議員  ご答弁ありがとうございました。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。 

●成田中学校 

○議長  次に、成田中学校、３番議員、並びに４番議員。 

〔成田中学校 議員２名 登壇〕 

○３番議員  ＪＲ成田駅東口再開発について質問します。 

 私は、ＪＲ成田駅東口再開発のことを「成田市総合５か年計画２０１１」で初めて知り

ました。 

 個人的な意見なのですが、今のＪＲ成田駅は常にたくさんのタクシーがあり、路線バス、

パトカーなどもあり、乗り降りがとてもしにくく、少し危ないと思います。なので、この
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再開発はとても良いことだと思います。 

 しかし、これからどれくらいのペースで進めて、いつすべての工事が終わるのか、どう

やって駅前広場の面積を約２倍も広げるのかといった疑問が出てきました。 

 また、再開発はあくまでもＪＲ成田駅だけで、京成成田駅は全く手を付けないのでしょ

うか。 

 以上の３点を質問させていただきます。 

 これで質問を終わりにします。 

○４番議員  成田国際空港の今後について質問します。 

 成田空港は、１９７８年の開港以来３０年以上、日本の空の玄関として使われてきまし

た。そして、多くの雇用を生み、空港周辺の市町村の経済にも大きく貢献してきました。 

 しかし、昨年の１０月に羽田空港の国際線ターミナルの供用が開始されました。これま

で海外に行くのに成田を利用していた人も、羽田を利用する人が増えると思います。現実

に、僕の親戚も海外に観光に行くために羽田を使ったという話も聞きました。このように、

成田を利用する人が減ってしまうと成田空港が衰退してしまいます。 

 もしも、今年の３月に東北地方で起きたような大地震、大津波が首都圏を襲った場合、

あってはならないことですが、羽田空港が津波にのみ込まれてしまった場合、こんな時に

成田空港に活気がなくなってしまっていると、全体の復興も遅くなってしまうと思います。 

 このようなことも踏まえて、成田国際空港の今後について教えてください。  

 以上で質問を終わります。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  ３番議員の「ＪＲ成田駅東口再開発の進行状況、区域について」

のご質問にお答えいたします。 

 駅前再開発事業は、本市の長年の懸案事業でありましたが、「成田市総合５か年計画 

２０１１」に位置づけ、本格的に事業に取り組んでいくものであります。 

 始めに、事業の進行状況ですが、まず、再開発事業の対象となる駅前広場や再開発ビル

の大きさとこの事業に必要な概算費用といった資金計画について、国や県と協議をしなが

ら法律に基づいた手続きを行いました。このことによって、事業期間を平成２２年度から
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平成２５年度の４か年計画として総額約１００億円の継続予算を決定しています。 

現在は、駅前広場及び再開発ビルの具体的な内容や工事の進め方などの協議を進めてい

る段階であります。今後は、既存建物の解体、再開発ビルの建設、駅前広場の整備と手順

を踏んで工事を進め、平成２６年３月末の事業完了を目指していく予定です。 

 次に、どうやって駅前広場を２倍に広げるのかとのことですが、この再開発事業の大き

な目的は、駅前広場や周辺道路を整備し、利用者が安心安全に、そして快適に駅前を往来

できるように整備することにあります。現在のＪＲ東口の駅前広場は、３番議員ご指摘の

ように、バス・タクシーなどの公共交通機関と一般の車が混雑し渋滞をきたしており、歩

行者もスムーズに往来できる状況になく、時には危険を伴う場合もあります。 

 これらの問題を解決するために、現在の約３，２００平方メートルの駅前広場を２倍以

上の約６，８００平方メートルに拡張し、公共交通機関と一般車両を分離して、一般車両

の乗降場を設けるなどの改善を行います。 

また、歩道についても拡幅して十分な幅員を確保し、歩行者の安全な空間を設けるほか、

成田を訪れた観光客などを成田山新勝寺に通じる表参道へスムーズに誘導できるような看

板などの整備もする考えでおります。 

ここで、どの様な方法で駅前広場の土地を確保するかが課題となります。一般的に道路

などを整備する場合、土地を所有している地権者の方々から、その土地や建物を買収し、

地区外など別の場所へ移転いただくこととなります。 

しかし、この駅前地区に限っては、他に移転いただくといっても、現在の場所より優れ

た場所もなく、地権者の方に納得いただける土地の選定は極めて困難であります。そこで、

市街地再開発事業という方法によって土地の高度利用を図るために、区域内に再開発ビル

を建設し、事業区域内の地権者の方々に入居していただき、移転後の用地を駅前広場に充

てることにより面積を広げることが可能となります。 

 次に、再開発はＪＲ成田駅だけで、京成成田駅は手をつけないのかとのことですが、京

成成田駅側の整備の必要性につきましては、市としても十分認識しておりますが、まずは、

ＪＲ側の整備を優先させて、その後、京成側の改善も考えてまいりますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、４番議員の「成田国際空港の今後について」のご質問にお答えいたします。 
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羽田空港の国際線ターミナル供用開始により、成田空港の今後はどのようになるかとの

ことですが、国では、増大する首都圏の国際航空需要に対応するため、羽田空港の容量拡

大を着実に進め、国際線の発着枠を拡大するとともに、現在の充実した国内線のネットワ

ークを強化することにより、２４時間運用可能な国際空港化、いわゆる国際ハブ空港化を

推進しています。 

このような中で、羽田空港では、昨年１０月に４本目の滑走路が供用開始され、今後、

段階的に国際線の発着枠を９万回に増枠し、国内線を含む年間発着枠を４４万７千回に拡

大することを目指しています。 

一方、成田空港については、日本の国際線のメイン空港として、羽田空港との一体的な

運用を図りつつ、アジア有数のハブ空港としての地位を確立し、地元関係者のご理解を前

提に年間発着枠を３０万回に拡大し、これまでの国際線ネットワークを更に強化するとと

もに国内線の充実を図っていくとしています。 

このような中で、成田空港では、平成２１年１０月から、２，５００メートルＢ滑走路

の供用が開始され、昨年３月からは、年間発着枠が２０万回から２２万回へと拡大し、同

年７月には、都心と成田空港を最速３６分で結ぶ「成田スカイアクセス」が開通したこと

により、空港利用者の利便性が大幅に向上することとなりました。 

さらに、昨年１０月には、国、県、空港会社及び空港周辺９市町において、成田空港の

年間発着枠３０万回への容量拡大について合意され、現在、それに対応するために空港の

中の施設整備が進められております。 

また、国においては、成田・羽田空港の利便性の向上策として、両空港の一体的な活用

を推進するため、東京から羽田空港へ２０分台、東京から成田空港へ３０分台、両空港間

５０分台の実現に向けて検討が進められております。成田・羽田空港間の利便性向上につ

いては、本市としても大きな期待を寄せていますので、今後の動向には十分注視していき

たいと考えております。 

羽田空港の国際化による成田空港への影響については、先程申し上げましたとおり、羽

田空港の国際線発着枠が増加し、首都圏における国際線利用者による空港の選択が可能と

なることにより、羽田空港に比べて都心から遠い成田空港の地盤沈下が懸念されますが、

成田空港においても、格安航空会社の導入や国内線の充実など様々な取り組みを行ってい
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るところであります。 

また、リーマンショックに端を発した世界経済の冷え込みや東日本大震災などの影響に

より、現在、国際線利用者の落ち込みはありますが、首都圏における航空需要は、今後も

増え続けることが予想されていますので、羽田空港の国際化により成田空港への一時的な

影響はあるものと思いますが、将来に渡っての影響はないものと考えております。 

東日本大震災においては、成田空港、羽田空港ともに空港本体に関しては大きな被害が

出たとの報告はありませんでした。しかしながら、首都圏で大規模な自然災害が発生した

場合、今回の震災以上の事態が起こることは否定できません。仮に、そのような事態が起

きた際、成田、羽田の両空港がともに使用できなくなると、首都圏の航空機能の大半がマ

ヒすることになります。羽田空港においては、４番議員ご指摘のような事態が起こる可能

性もゼロではありません。 

一方、成田空港においては、内陸空港であるため、津波により空港本体に被害が起こる

可能性は極めて低いと考えておりますが、自然災害などの様々な不測の事態においても首

都圏の航空機能を維持できるように、本市といたしましても、空港会社に協力していきた

いと考えております。 

いずれにしましても、現在、成田空港内には、約４万８千人の方々が働いており、成田

空港の運用による地域経済や雇用への影響は、大変大きなものがあり、成田空港の成長は

本市の発展に大きく貢献しています。将来世代の生活水準の向上のため、また、若い人た

ちの雇用確保のためには、今後においても空港の成長を止めることなく、成田空港の魅力

を高めていかなければならないと考えております。 

国及び空港会社においては、現在、成田空港の年間発着枠３０万回への容量拡大に向け

た施設整備などが進められているところですが、本市といたしましても、成田空港の更な

る発展のために一生懸命取り組んでいきたいと考えています。 

以上が答弁でございます。 

○議長  成田中学校、４番議員。 

〔成田中学校、４番議員 自席で起立〕 

○４番議員  ご答弁ありがとうございました。これで成田中学校の質問を終わります。 
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●遠山中学校 

○議長  次に、遠山中学校、５番議員、並びに６番議員。 

〔遠山中学校、議員２名 登壇〕 

○５番議員  私は、成田市の老人に対する福祉がどのようにケアされているのかについて

質問します。 

 私の祖父は、今寝たきりの状態で介護施設のお世話になっています。もう一人の祖父は、

自宅で叔母の介護を受けて亡くなりました。核家族が増えた今、実際に家族と暮らしてい

る方は少ないと聞いています。反対にお年寄りだけで暮らしている、特に一人で暮らして

いるお年寄りが多いと思います。 

しかし、私は、どんな状況でも毎日の生活に不便なく安心して暮らせる成田になってほ

しいと思います。インターネットや広報にはサービスや施設のことが確かに多く掲載され

ています。しかし、体が動かなくなったりという方には情報が伝わっていないのではない

でしょうか。そのような方々にはどのように情報を提供しているのか教えてください。 

また、この成田市には、どのくらいの独居老人がいるのかも教えてください。 

○６番議員  子ども医療費助成に関する手続きについて質問します。 

 平成２３年４月１日から、子ども医療費助成が始まりました。対象は、中学３年生まで

拡大されましたが、小学３年生までは受給券による精算が可能なのに、小学４年生から中

学３年生まではなぜ窓口での精算ができないのかと思い、この質問にしました。 

 例えば、同じ兄弟なのに弟は窓口で保険証と受給券を提示するだけなのに対し、兄は申

請手続きをしなければなりません。保護者の負担を少なくできないのでしょうか。申請の

仕方が複雑です。私の住んでいる地区には外国籍の方も多く、申請することが困難な方も

いると思います。そんな方のためにも是非、改善していただきたいと思います。 

また、子ども手当がなくなるというニュースを見ましたが、もしなくなるとしたら、今

後、成田市では子ども手当に代わるものを考えていらっしゃるのでしょうか。教えていた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

以上で質問を終わりにします。 

○議長  小泉市長。 



19 

 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  ５番議員の「お年寄りへの情報伝達、独居老人の数について」の

ご質問にお答えいたします。 

まず、高齢者福祉サービスの周知方法でございますが、本市では、「わたしたちのまち

の福祉サービス」という冊子を作成し、全戸に配布したり、市の広報紙やホームページに

より、高齢者福祉サービスの周知に努めております。 

これらの福祉サービスには、高齢者単身世帯の方を対象に、週１回乳酸菌飲料をお届け

し、孤独感の解消と安否の確認を目的とした「独居高齢者見守り支援事業」や「高齢者配

食サービス事業」、「緊急通報装置の設置」などがあります。また、要介護状態の方には、

介護の負担を軽減し、福祉の増進を図ることを目的に、福祉手当の支給や紙おむつの給付

を行っております。 

また、各地域の地区社会福祉協議会の役員の方々が、月に一度お弁当などをお届けする

「独居高齢者給食等サービス事業」や食事会などを行う「ふれあいいきいきサロン」を行

っております。さらに、各地域の民生委員の方々による「友愛訪問」など、地域の高齢者

の方々を地域で温かく見守り、コミュニティづくりの場となるよう活動しております。 

次に、体が動かない方には、どのように情報を伝えているのか、とのご質問であります

が、本市では、現在、高齢者の方々の身近な相談窓口として、地域包括支援センターを３

か所設置し、社会福祉士、主任介護支援専門員、保健師などの専門職が連携をし、介護に

関する相談や、保健・医療・福祉に関する情報提供、各種公的サービスの利用相談や手続

きの援助、関係機関との連絡調整などを行っております。 

ご家族や各地区の民生委員の方、又はケアマネージャーなどからの情報に基づいて、市

や地域包括支援センターの職員が直接ご自宅を訪問し、心身の状態や生活状況をお伺いし

たうえで、福祉サービスの紹介とともに、適切なサービスが利用できるよう支援しており

ます。 

平成２３年７月末現在、成田市には、１，２７５人の高齢者単身世帯の方がいらっしゃ

いますが、５番議員のご指摘のようなことがないよう、きめ細かな対応をしていきたいと

思います。 

 続きまして、６番議員の「子ども医療費助成に関する手続きについて」のご質問にお答
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えいたします。 

まず、医療費の支払いの仕組みについてご説明いたします。 

医療機関で診察を受けた時、窓口で自己負担を支払います。医療機関は、自己負担を除

いた金額を医療費の審査、支払いを行う機関に請求し、支払いを受けます。一方、この支

払い機関は、立替え払いした医療費を会社の健康保険組合や市町村などの保険者に請求し、

支払いを受けることになります。 

現在、小学３年生までを対象とする子ども医療費の制度は、医療機関の窓口で支払う自

己負担分を、受給券を提示することで精算できます。これは、千葉県が県内の市町村に医

療費の一部を補助することにより、県内市町村の助成制度が統一され、これによって県が、

医療費の審査を行う機関と一括契約を行うことにより実施できたわけでございます。 

しかし、小学４年生以上の医療費助成につきましては、実施していない市町村、また、

実施していても対象学年にばらつきがあるなど、県内の市町村の足並みがそろわないこと

から、県としても一括契約ができず、受給券による助成ができないため、一時立替え払い

の手続きをお願いしております。 

このように、医療費の支払いは、市と医療機関が直接行うのではなく、審査・支払い機

関を介して行っていることから、成田市が単独で市内の医療機関と受給券制度の契約を結

ぶことは、コストやコンピュータシステムの改修、異なる市町村の患者を診察する医療機

関での対応などに課題があるため、困難な状況であります。 

今後、県内市町村の制度が統一されれば、受給券制度に移行できるものと考えておりま

すので、県内市町村との調整、県への働きかけなど、積極的に行っていきたいと思ってお

ります。 

次に、子ども手当につきましては、国の制度であり、現在、どのような手当の仕組みに

していくか、国で議論されているところであります。 

本年１０月からは、手当の額などの変更はありますが、子ども手当として支給し、来年

４月からは新しい制度としてスタートすると聞いておりますので、この見直しに基づき、

手当を支給してまいりたいと考えております。 

以上が答弁であります。 

○議長  遠山中学校、６番議員。 
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〔遠山中学校、６番議員 自席で起立〕 

○６番議員  ご答弁ありがとうございました。これで、遠山中学校の質問を終わります。 

●久住中学校 

○議長  次に、久住中学校、７番議員、並びに８番議員。 

〔久住中学校、議員２名 登壇〕 

○７番議員  通学路の安全について質問します。 

 通学路の途中に空き地があります。最近、久住地区は、家が多く建ち人口も増えてきて

います。それとともに、中学生だけでなく小学生や高校生、大人までが通学路を利用して

います。空き地の雑草が歩道側まで生い茂っているので見通しが悪くなっています。 

久住中の生徒は、自転車通学者が多いです。歩行者が増えてきているので、曲がり角か

ら曲がってくる歩行者が見えにくくなっています。衝突事故などの危険性も高まっていま

す。 

空き地の除草などをして頂けると、安心して通学路を利用できると思います。 

市の方で、空き地の管理や管理責任者への指導は、可能なのでしょうか。是非、検討を

よろしくお願いします。 

 以上で質問を終わりにします。 

○８番議員  街灯の設置について質問します。 

 久住地区の中で区画整理地内は、街灯が多く、安全なのですが、芝、大室など、家に帰

るまで信号が少なく、部活動を終えて帰るまでに暗くて危ない場所がたくさんあります。

田んぼ道や畑、木が生い茂っている道は、視界が悪く、民家も少なくて、より一層暗くな

ります。 

 私の住んでいる地域は区画整理地内で、街灯がたくさん点いているので、帰り道は怖く

ないのですが、遠くから通っている友達は道のりも長いし、暗くて無用心です。 

 通学路に少しでも街灯が増えれば、今より安全に帰れるようになると思います。 

 設置について、今どのように考えていますか。是非、実現されるよう要望いたします。 

 以上で質問を終わりにします。 

○議長  小泉市長。 
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〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  ７番議員の「通学路付近の空き地管理について」のご質問にお答

えいたします。 

 本市では、空き地に繁茂し放置されている雑草などを除去することにより、火災又は犯

罪の発生を予防し、清潔な生活環境を保持することを目的として「成田市空き地に係る雑

草等の除去に関する条例」が、昭和６３年４月より施行されております。 

対象となる土地は、宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、現に所有者などが

使用していない土地をいいます。 

指導方法といたしましては、草刈についての苦情や要望を受けますと、職員が現地を確

認したうえで、土地所有者若しくは管理者を調査し、電話又は郵便で実施期限を定めて指

導を行っております。併せて遠方の方に対しては、草刈を行う業者名簿をお送りしており

ます。 

指定した期日までに草刈されない場合、再度指導を行い、それでも草刈を実施しない場

合には、市内はもとより市外、場合によっては、近県の所有者宅などに直接訪問して草刈

をするよう、指導を行っております。 

また、雑草が繁茂する時期並びに枯れる時期に合わせて、空き地の適正管理に努めるこ

とや草刈機の無料貸し出しについて、「広報なりた」において年３回掲載し、啓発に努め

ております。 

昨年度より、繰り返し苦情が発生する場所について重点指導リストを作成し、巡回によ

り現地確認を行い、苦情の発生前に所有者などに連絡をとり、早期指導を行っております。 

 いずれにいたしましても、土地の適正管理は、土地所有者、管理者の責任であり、管理

意識の向上が不可欠でありますので、引き続き対処してまいります。 

 続きまして、８番議員の「街灯の設置について」のご質問にお答えいたします。 

まず、街灯には「街路灯」と「防犯灯」の２種類がございます。 

「街路灯」は、主に交通事故の防止を目的として、交通量の多い市街地の幹線道路や交

差点などに設置されております。 

また、「防犯灯」は、通学路、住宅地内道路、農村地域の生活道路などに、主に歩行者

の安全確保、犯罪防止などの目的で設置されているものであります。 
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防犯灯の設置にあたりましては、各地域ごとに実情が異なることから、地域で組織され

ている区や自治会が主体になって、必要とする箇所に設置していただいており、市では設

置費用と維持管理費用の一部を補助しております。 

８番議員からの要望の点につきましては、早速、防犯灯設置の主体となる地元の区と協

議させていただき、安全に安心して通行できる通学路になるよう努めてまいります。 

以上が答弁でございます。 

○議長  久住中学校、８番議員。 

〔久住中学校、８番議員 自席で起立〕 

○８番議員  ご答弁ありがとうございました。これで久住中学校からの質問を終わります。 

●下総中学校 

○議長  次に、下総中学校、９番議員、並びに１０番議員。 

〔下総中学校、議員２名 登壇〕 

○９番議員  滑河駅周辺の安全確保と治安の向上について質問します。 

私たち３年生は、受験という大きな壁を乗り越えるために勉強に力を入れています。ま

た、受験に向けて、学年に関係なく塾に通っている人が多くいます。そのための交通手段

として、電車を利用する人が多くいます。 

平日は、学校が終わってから塾に行くため、塾から帰ってくる時間は遅く、滑河駅に着

く時間が９時頃になることがあります。改札を出ると、数台のバイクに乗った人たちが駅

前にいることがあります。電車を利用するわけではないのに、駅で話していたり、降りて

くる人を見ています。私は、いつも電車を利用するわけではありませんが、数回そのよう

なことを見たことがあり、怖く感じました。同じ考えを持っている人は、多くいると思い

ます。 

滑川駅を安心して利用できない状況が続いています。このような状況がある原因の一つ

に、駅員さんが駅にいる時間が少ないことが挙げられると思います。 

安心して駅を利用できる環境を作るためにも、駅員さんが駅にいる時間帯を延ばしても

らえないでしょうか。もしくは、移動交番の設置や駅前交番など、誰かが駅にいる状態を

作ってほしいです。滑河駅周辺の治安の向上に向けて、このようなことを是非お考えいた
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だくよう要望します。 

以上で質問を終わります。 

○１０番議員  ＪＲ成田線滑河駅周辺の安全確保と治安の向上について質問します。 

私は、部活動の練習試合や、友人と出掛ける時に滑河駅を利用します。また、下総高校

に通う生徒や、休日にはゆめ牧場に訪れる人が多く利用する駅でもあります。滑河駅は、

茨城からの利用者も加わり、電車の発着時間にはとても混雑しています。特に、朝夕の通

勤時間帯は、送迎の車や歩行者、自転車が狭い道を行き交い、と危険な状況を目にしまし

た。 

また、日が落ちた後、駅舎はとても明るいのですが、少し離れた自転車置場は、照明が

少なく、解錠に困ることもあります。また、暗いということで人目が届かず、危険な感じ

がします。 

安全に駅を利用するためにも、駅前の交通整理のために人員を配置してもらえないでし

ょうか。事故が起こってからでは遅いと思います。また、自転車の盗難防止のためにも照

明を配置してもらえないでしょうか。 

以上２点についてご回答をお願いいたします。以上で質問を終わりにします。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  ９番議員の「滑河駅への駅員配置、交番の設置について」のご質

問にお答えいたします。 

まず、滑河駅の駅員が駅にいる時間を延ばしてもらえないのかとのご質問にお答えいた

します。 

現在、市内には駅員がいない、いわゆる無人駅が一つあり、本市といたしましては、千

葉県と協力し、国土交通省、ＪＲ東日本に対し、駅員の配置を要望しているところであり

ます。 

 しかしながら、ＪＲ東日本からは、企業経営の観点から、効果的かつ効率的な経営を進

めているため、無人駅や乗降者数が少ない駅については、対話型自動券売機の導入などに

よりサービスを高めるよう努めていくとの回答をいただいております。 

 このように無人駅への駅員の配置も難しいと言われている中、駅員のいる時間を延長す
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ることは容易ではないと思われますが、今後、無人駅への駅員の配置に加え、駅員が駅に

いる時間が短い駅について、時間の延長を要望してまいりたいと思います。 

 次に、滑河駅への交番の設置についてのご質問にお答えいたします。 

まず、駅前交番の設置についてですが、交番は、千葉県公安委員会と千葉県警察が地域

の面積・人口・世帯数、事件や事故の発生状況、設置済みの交番・駐在所や警察署との位

置関係、地域の開発・発展状況などを総合的に検討し設置されるものであります。また、

現在も県内で多くの交番設置要望が提出されており、滑河駅前への交番新設は難しい状況

にあるようです。 

次に、移動交番の駐留についてですが、成田警察署が管轄する移動交番は、ワゴンタイ

プの車両で事件・事故の多発地域や交番新設要望地域などで、各種届出の受理や周辺の警

戒に従事するほか、巡回パトロールなどを行い、地域の実情に沿った情報発信や犯罪抑止

活動を展開しております。ただし、活動時間が日中と限られております。 

この様な状況を踏まえ、市では、平成２１年７月より毎日夜間と土日祝日を活動時間帯

として、警察官ＯＢ２名が乗車した青色回転灯を装備したワゴンタイプの車両「移動えき

ばん」を開設し、防犯パトロールを行っております。この移動えきばんは、夜間無人駅と

なる滑河駅・久住駅・下総松崎駅、及び犯罪抑止重点地区や主要な公園などを中心に駐留

と巡回活動を行い、犯罪の未然防止と市民の安全確保に努めております。 

今後も滑河駅の防犯対策として、移動えきばんを活用、充実させることにより、安全確

保に努めてまいります。 

 続きまして、１０番議員の「交通整理の人員配置、自転車置場への照明の設置について」

のご質問にお答えいたします。 

滑河駅前が朝夕の混雑時に送迎の車や自転車、人が行き交い危険な状態になっているの

で交通整理員を配置できないかということですが、駅前の混雑の様子はよくわかりました。 

自分が気をつけたり、周りの状況を心配したりと１０番議員の優しい心配りが伝わって

きます。 

 駅前につきましては、どこも朝夕の通勤通学時は混雑しているところでありますが、現

在は、どこの駅にも交通整理員は配置されておりませんので、滑河駅前にだけ交通整理員

を配置することは難しく、交通安全のパンフレットを各戸に回覧することなどにより、安
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全運転、安全通行を奨励して、駅前は利用する皆さんがそれぞれ交通ルールを守り、気を

つけながら通行していただくよう啓発してまいりたいと考えております。 

 次に、盗難防止のため駐輪場に照明を設置できないかということでありますが、現在、

駐輪場に左右各３本の照明灯が設置してあります。その照明が駐輪場の屋根の上側にある

ことで光が届かないため、中の方が暗くなっているものと思われます。解錠ができないほ

ど暗いというのは、防犯上も危険ですので、現状を確認したうえで、暗くなっている場所

については、照明の設置を検討してまいります。 

 以上が答弁でございます。 

○議長  下総中学校、１０番議員。 

〔下総中学校、１０番議員 自席で起立〕 

○１０番議員  ご答弁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。 

○議長  ここで暫時休憩といたします。 

 私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。 

 休憩後は、大栄中学校の議長に議事の進行をお願いします。 

（午後 ２時０１分） 

 

【休   憩】 

 

○議長  これより、大栄中学校の私が成田市中学生議会の議長を務めさせていただきま

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。 

再開いたします。代表質問を続けます。 

（午後 ２時１５分） 

●西中学校 

○議長  西中学校、１１番議員、並びに１２番議員。 

〔西中学校、議員２名 登壇〕 
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○１１番議員  私は、市長が再選の際にマニフェストに掲げた「成田市内への医科大学設

立」に関して質問、提案したいと思います。 

私は、将来医学の道を志しているので医療問題にはとても関心があります。実際、医科

大学設置には時間もお金もかかる事業ですが、具体案は進められているのでしょうか。 

 また、成田市が質の高い医療を目指すのであれば、成田市から国公立大学医学部に進学

する学生に全額奨学金制度を設け、将来的に優秀な医学生が成田市の医療機関にリターン

できるシステムのような制度ができれば、私たち中学生にとって励みになり、大きな夢を

抱くことができると思うのですが、市長の意見をお聞きしたいと思います。 

 以上で質問を終わりにします。 

○１２番議員  成田市では、４月から中学生までの医療費が助成されるという取り組みが

始まりました。 

その取り組みについて質問です。取り組みは、まだ始まってから４か月程しか経ってい

ませんが、これからも、市の財政で補っていけるという見込みはありますか。 

また、今後取り組みを続けていくうえで、今の段階での改善点や課題、取り組みを確実

に行うための政策などがあれば、教えてください。 

 以上で質問を終わりにします。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  １１番議員の「医科大学の設置、奨学金制度について」のご質問

にお答えいたします。 

まず、医科大学の設置について、具体案は進められているのでしょうかとのご質問にお

答えいたします。 

昨今の医師不足による地域医療の崩壊、特に千葉県には医学部を設置している大学が一

つしかないため、その崩壊をくい止めたいという思いと、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を実現するため、医科系大学の誘致を目指しているところ

であります。 

一方、昨年１２月文部科学省において、「今後の医学部入学定員の在り方等に関する検

討会」が設置され、医学部入学定員増に係るこれまでの取り組みの検証、評価に関するこ
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とや平成２４年度以降の医学部入学定員の在り方に関することなどが検討されており、医

学部新設についても併せて議論がなされております。 

今後、国の動向を見ながら、医科系大学の誘致に積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 次に、国公立大医学部に進学する学生に、全額奨学金制度を設ける考えはないかとのご

質問にお答えいたします。 

市として、特定の学部の学生に限定した奨学金制度を設けることは、難しいと考えてお

ります。 

しかし、現在の日本の経済状況を考えますと、医学部はもちろんですが、高校や大学に

進学するにあたり、保護者の方の負担はとても大きなものだと思います。 

そこで、経済的な理由が進学の妨げになることのないよう支援をする奨学金制度として

は、県や日本学生支援機構で行っている制度があります。 

また、本市としても教育資金融資に対する利子補給を実施しております。これは、他の

金融機関の教育ローンよりも好条件と思われる日本政策金融公庫から教育資金の融資を受

けて、高校、大学及びその他の学校に入学又は在学する方々に対し、一定の条件のもとで

はありますが、利子の２分の１を補助することにより支援するものであります。 

将来医学の道を目指したいとの１１番議員の志を非常に頼もしく感じます。また、応援

もしたいと思いますので、進学される際には遠慮なく相談、そして利用していただくよう

お願いいたします。 

続きまして、１２番議員の「子ども医療費助成の取り組みについて」のご質問にお答え

いたします。 

まず、子ども医療費については、平成２０年４月に対象をこれまでの小学校入学前のお

子さんから小学６年生まで拡大し、本年４月、更に中学３年生まで拡大いたしました。 

中学生の医療費助成は、本年４月以降の受診分が対象となりますが、６月末までに延べ

３８０人、１０２万５，５３６円の助成を実施いたしました。 

この子ども医療費助成事業の内、小学３年生までの分については、県から２分の１の補

助がありますが、小学４年生以上については、全額を市が負担しております。 

少子高齢化が進む中で、子育てしやすい環境をつくり、次世代を担う子どもたちの健全
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育成を図っていくことは、市の重要施策でありますので、子ども医療費助成につきまして

は、優先して財政的処置をしてまいりますので、ご安心ください。 

次に改善点、課題ですが、小学４年生以上のお子さんについては、医療機関で自己負担

額を支払っていただき、後日、市役所で助成申請手続きをお願いしております。このため、

保護者の方々には、ご面倒をおかけしておりますので、小学３年生以下と同様に受給券に

よる精算ができないかが現在の課題となっており、このことについては、遠山中学校 ５番

議員のご質問にお答えしたとおり、現在の仕組みでは困難であることから、この改善に向

けて県、他市町村との連携を図り、努力してまいりたいと思います。 

以上が答弁でございます。 

○議長  西中学校、１２番議員。 

〔西中学校、１２番議員 自席で起立〕 

○１２番議員  ご答弁ありがとうございました。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  次に、中台中学校、１３番議員、並びに１４番議員。 

〔中台中学校、議員２名 登壇〕 

〇１３番議員  東日本大震災における成田市の対応について質問します。 

 今回の東日本大震災については、成田市でも様々な支援を行っていたと思います。また、

その活動に参加していた人も多くいると思います。 

 私も中学校の生徒会本部が中心となって行われた募金活動や街頭での募金活動などに参

加してきました。それらの活動で集まった義援金などは、被災地に向けて送られ、有効に

使われたことと思います。 

 震災から数か月が経ちましたが、マスコミの報道などを見ますと、被災地や被災者に対

して、まだまだ支援が必要だと思われます。これらの活動を更に行っていくためにも、こ

の活動に参加した、あるいは参加している人たちに、もっとわかりやすく義援金などが、

どこでどのように使われたのかを具体的に伝えていただくことはできないのでしょうか。

これがはっきりとすることで、支援の活動は、もっと大きくすることができ、被災者や被

災地のために貢献することができると思いますので、是非、よろしくお願いします。 



30 

 

 以上で質問を終わります。 

○１４番議員  東日本大震災における成田市の対応について質問します。 

 ３月１１日に発生した東日本大震災からもう数か月が過ぎました。しかし、まだ多くの

被災者が全国各地で避難生活をしています。私は、新聞やテレビの報道を通じて被災者の

辛さを実感しました。その中で多くのボランティアが支援に出向いたり、芸能人や多くの

企業が寄付をしたり、世界中の人々が日本のために救いの手を差し伸べています。 

 私は、募金をすることしかできませんでしたが、成田市では今までに東日本大震災で辛

い生活を強いられている被災者に対してどのような支援をしてきたのですか。また、今後

どのような対応をしていくのか具体的に教えていただけたらと思います。 

 また、今後、関東地方でも大きな地震が起こる可能性があるようにも聞いています。も

し、同じような規模の地震が発生し、成田市も同じような被害にあったときに、成田市で

はどのような準備があり、市民に対してどのような手立てをしていく構想があるのか具体

的に教えてください。私たちが日々不安なく生活を送るためにも、是非お願いします。 

 以上で質問を終わりにします。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  １３番議員の「東日本大震災における成田市の対応について」の

ご質問にお答えいたします。 

 まずは、学校での募金活動や街頭での募金活動により、義援金をお送りいただきまして、

本当にありがとうございます。 

 皆様のあたたかいお気持ちが必ずや復興の大きな力になると信じております。 

さて、義援金の使い方をもっと明らかにということでございますが、この度の東日本大

震災における義援金については、日本赤十字社や中央共同募金会が中心となり、全国規模

で義援金の募集が行われております。 

 成田市においても義援金の受付を行い、日本赤十字社を通じて被災地へ届けており、ま

た、成田市社会福祉協議会が中心となり、中央共同募金会を通じて被災地へ届けていると

ころでございます。 

 本市におきましては、７月末現在で日本赤十字社への義援金が２，５５９万２，２８３



31 

 

円、中央共同募金会への義援金が１５８万９，６３４円寄せられております。 

 これらの義援金は、全国から日本赤十字社に集められ、義援金配分割合決定委員会の決

定した割合で、被災した東日本を中心とする１５の都道県に支払われてから、市町村を通

じて被災者へ届くこととなっております。 

 この義援金は、死亡・行方不明、住宅の全壊・全焼が３５万円、住宅半壊・半焼が１８

万円と決められており、各被災者へ現金で届けられ、生活再建に役立てられております。 

８月１９日現在、日本赤十字社、中央共同募金会への義援金は、約３，１７３億円寄せ

られており、このうち約２，８６０億円が被災した都道県に支払われており、最も多い宮

城県で約１，３６８億円となっております。千葉県にも約６６億円の義援金が支払われて

おり、市町を通じて被災者へ届けられているところでございます。 

しかし、今回被災した都道県や市町村の中には、甚大な被害が発生し、行政機能が壊滅

状態となってしまい正確な被害状況を把握するのに時間がかかったり、自宅から遠く離れ

た場所に避難しているため、地元市町村との連絡がうまくとれない被災者がいることなど

により、全国の被災者へ届いている義援金は、約１，６２８億円にとどまっております。 

速やかに義援金が届けられるよう願っているところではございますが、すべての義援金

が被災者へ届けられるには、もうしばらくの時間がかかってしまうのが実情であります。 

 しかしながら、集められた義援金は、時間がかかっても間違いなく被災者へ届けられま

すのでご安心いただきたいと思います。 

また、市としましては、義援金の他にも、３月２３日から２６日まで、広く市民の皆様

方から日用生活品を中心とした支援物資も受け付け、２６３名の方々から、段ボール箱で

２７３箱の物資をいただき、千葉県を通じて被災地へ届けました。 

 さらに、市内の様々な団体や個人も、独自で被災地への支援を行っていると聞いており、

大変感謝しているところでございます。 

 現在、市では、ホテルを生活の拠点としながら、市内で雇用するといった形での避難者

の受入れを行っており、その一環として、市の臨時職員の雇用を行うなど、今後も様々な

支援を行ってまいりたいと考えております。 

また、義援金についても、現在も様々な方面からご協力いただいております。 

今後とも市民の皆様のご協力をお願いいたします。 
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 続きまして、１４番議員の「被災者に対する支援、今後の震災対策について」のご質問

にお答えいたします。 

まず、被災者に対する支援としましては、原発事故に伴う避難者の受入れについて、一

次避難所としての体育館、ホールなどを確保してほしいとの福島県からの要請を受け、市

では、３月１８日から中台体育館を、４月１１日から旧中郷小学校を一次避難所として選

定し、避難者の受入れを実施いたしました。現在は、一次避難から二次避難へと対応が移

行し、災害救助法の適用に基づきまして、二次避難所としてホテルなどの提供が開始され

ております。これを受けまして、４月２８日をもって市の避難所を閉鎖したところでござ

いますが、その間、延べ１１世帯、３８名の避難者を受入れました。 

福島県の避難者の新たな支援策として、成田ホテル業協会の申し入れを受けて、市では、

市内のホテルの客室と就労の場を提供する受入れを開始しております。現在、滞在するホ

テルなどでの就労や市の臨時職員として採用を検討しているところであります。 

次に、関東地方での大きな地震により市に大きな被害があったときの、市の対応につい

てのご質問にお答えいたします。 

市では、市域に係る災害に対する防災対策に関し、市及び関係機関の事務のほか、市民

などのとるべき措置を明示した地域防災計画を定めております。その内容は、時系列的に

災害発生前の「予防」、災害発生直後の「応急対策」、災害発生後の「復旧」の各対策が

示されております。この計画に定められている主な対策の一つに食料などの備蓄がありま

すが、市では、食糧をはじめ、簡易トイレなどを市内１７か所に設置した防災倉庫に備蓄

しており、被害想定避難者数及び住民の持参率を考慮した数量を算定し、２日分相当の６

食分の食糧を目標として、計画的な備蓄に努めております。 

しかしながら、大規模災害時においては、すべてを市の備蓄で対応することが困難とな

ることが想定されることから、国・県並びに県内市町村の公的な支援を始め、協定に基づ

いて民間企業などからの支援などにより、物資・機材の調達体制を確保しております。今

回の震災では、計画に基づきまして避難住民に対し、食料を始めとする応急支援物資を供

給するため、協定締結機関に対する要請と供給の実施、また、応急支援物資の搬送のため

の自衛隊派遣要請を実施したところであります。 

一方で、課題としましては、大きな被害が東北、関東地方の広範囲に及んだため、通信
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の途絶により情報収集に困難が生じ、情報の整理、集約に時間を要したため、情報伝達の

迅速性という点においては、課題があるものと認識しております。これを踏まえまして、

市民の皆様に迅速に情報が伝達できるよう、ツイッターなどの新たな情報ツールの活用を

検討するとともに、インターネットなどのメディアを利用することの少ない高齢者などに

特化した情報伝達の方法に関しましても、検討してまいりたいと考えております。 

以上が答弁であります。 

○議長  中台中学校、１４番議員。 

〔中台中学校、１４番議員 自席で起立〕 

○１４番議員  ご答弁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。 

●吾妻中学校 

○議長  次に、吾妻中学校、１５番議員、並びに１６番議員。 

〔吾妻中学校、議員２名 登壇〕 

○１５番議員  私からは、成田市の今の節電対策について質問をさせていただきます。 

昨年度から吾妻中学校にはエアコンが設置され、酷暑が続く中でも、私たちは、快適な

環境で授業を受けることができます。近隣の市町村には、エアコンが設置されていない学

校も多いと聞きます。 

私は、成田市の学校に通えて幸せだと思っています。 

 しかし、今年は、東日本大震災の影響により、日本中で節電が呼びかけられています。 

時々、私たちだけが快適な生活をしてもいいものなのかと考えるようになっています。 

 私たちに今、何ができるのか、成田市の節電対策と合せて説明していただきたいと思い

ます。 

○１６番議員  私は、成田市の将来像について考えていることを質問したいと思います。 

今、日本中で自然エネルギーの活用が問われています。私も太陽光や風力、地熱などに

強い興味を持っています。多くの自治体が資金の問題などを抱え、思うような対策が講じ

られないと聞いていますが、私は、成田市全体がエコな街として発展していくことを願っ

ています。 
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まずは、成田市が先頭に立ち、太陽電池パネルを主な公共施設に設置するなどし、見本

を見せて頂けると、成田市全体に広がっていくと思います。私たちが大人になって、安心

できる生活環境のために、今後どのようなことをお考えなのか教えていただきたいと思い

ます。 

 以上で、私たちの質問を終わりにします。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  １５番議員の「成田市の節電対策について」のご質問にお答えい

たします。 

まず、市の節電対策につきまして、ご説明いたします。 

 最初に、事務室内の照明については、日中は原則として全消灯とし、天候などの状況に

より暗い場合には、必要最小限の範囲内で点灯するようにしております。また、職員は定

時退庁などの徹底を図りながら、午後６時３０分以降は照明を点灯しないようにしており

ます。 

 次に、ＯＡ機器のうち、イントラ系パソコンについては、節電プログラムを配信し、自

動的に節電モードに切り替えを行っております。また、庁舎内に６基あるエレベーターの

運行を半減させ、職員はエレベーターの利用を極力控え、階段の利用を心掛けております。 

 さらに、空調については、室温２８度を目安に、２系統の冷房を１系統の運行に縮減し

ているため、事務室内の気温が例年より高くなることが想定されますので、ポロシャツに

よる軽装勤務を認めております。 

 これにつきましては、市の観光キャラクター「うなりくん」のデザイン入りポロシャツ

の作成を、障がい者の就労支援施設である「のぞみの園」にお願いし、それを着用するこ

とで、市民の皆様に節電の呼びかけと「うなりくん」のＰＲも併せて行っております。 

 ポロシャツは合計で１，３５５着作成し、１着２，０００円で職員に購入していただき、

そのうち２００円を義援金として、総額２７万１千円を被災地に送らせていただきました。 

 このような節電対策を講じることで、前年の電力使用量と比較して、４月分で約マイナ

ス３４パーセント、５月分で約マイナス２４パーセント、６月分で約マイナス２９パーセ

ント、７月分で約マイナス２５パーセントという節電効果が表れております。 
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 次に、本庁舎以外の施設について申し上げますと、ナイター設備を有する陸上競技場、

野球場、テニスコートは、日没後の夜間の貸出しを行っておりません。 

 さらに、街路灯や規模の大きな公園の照明についても、安全性を十分に考慮した上で、

支障のない範囲内で一部消灯を実施しております。 

 また、市内９６か所の公共施設においては、契約電力の見直しを行うことで、約２０．

５パーセントの契約電力を削減し、経費の節減も図ってまいります。 

 次に、日本中で節電が呼びかけられている中で、私たちに今、何ができるのかとのこと

でありますが、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により、東北・関東地方を中

心に未曾有の災害を被りました。また、これにより、電力需給のバランスが極めて厳しい

状況になっております。 

今回の震災について、私たちでも、すぐに支援・協力できることはたくさんあります。

そのひとつが「節電」です。家庭や学校で、一人一人、みんなが少しずつ節電の努力をす

ることが、被災地の復興と安定した電力供給につながります。  

例えば、家庭の中で特に電気消費量が多いと言われているものに、エアコン、冷蔵庫、

照明、テレビがあります。エアコンは、２８度を目安に温度設定し、時には熱中症に気を

つけながら、エアコンを消して扇風機にする。冷蔵庫は、扉をあまり開閉せず、開いてい

る時間を短くする。照明やテレビは、こまめにスイッチを切り、使わない時はコンセント

からプラグを抜いておくなど、一人一人が実践することのできる、節電のポイントがあり、

市では広報なりたやホームページなどを通して、より詳しい節電方法などをお知らせして

おります。 

いまだかつて経験したことのない電力の危機を、私たち一人一人の力を結集して乗り越

えていきましょう。 

 続きまして、１６番議員の「成田市の生活環境に対する考え方について」のご質問にお

答えいたします。 

 現在、地球温暖化は、人類全体の問題として、世界的な取り組みが求められています。

この地球温暖化の原因については、日常生活や事業活動を行うために、化石燃料からのエ

ネルギーを大量に消費していることが、主な原因と考えられており、私たち一人一人の心

掛けと行動の積み重ねが地球を救う大きな力になると考えます。 
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 このようなことから、成田市環境基本条例や成田市環境基本計画の中で、地球環境保全

や地球温暖化防止活動の推進を重点項目の一つとして位置づけており、市民・事業者・市

のそれぞれの立場において、取り組みが図られるよう努めております。 

 まず、市も温室効果ガスを排出する一事業者、一消費者であるという観点から、市民や

事業者に率先して環境配慮の行動をしていこうと、平成２０年３月に策定した「第２次成

田市環境保全率先実行計画」の中で、市の施設に関し可能なものについて、太陽光発電な

どの自然エネルギーなどの導入によるエネルギーの効率利用を図ることや、設備改修の際

に新エネルギー・省エネルギー設備の導入を検討することなどを取り組み内容に含めてお

ります。 

 今後、建設が予定されている施設につきましては、可能なものについて、太陽光発電シ

ステムの設置や照明器具のＬＥＤ化を推進してまいります。 

 また、市民に向けた取り組みといたしましては、平成２１年１０月より住宅用太陽光発

電システム設置費の補助を実施しております。 

 この制度は、太陽光発電モジュールの最大出力１キロワット当たり３万円を上限１２万

円として補助するものであり、平成２１年度は１０月からの半年間で２５件の補助を行い、

平成２２年度は、１７１件の補助を行いました。 

 今年度については、７月末現在で、すでに８７件の補助を行い、現在も申請に関して、

多くの問い合わせをいただいているところであります。 

 このほか、冷房に頼り過ぎず夏を過ごす一助となるよう、「緑のカーテン」となるツル

性植物のアサガオやゴーヤの種を希望する市民や事業所へ配布したり、家庭のブレーカー

に測定器を取り付けて、使用する電気のＣＯ２や省エネの達成度などを表示する「省エネ

ナビ」の貸し出しを実施するなど、市民の皆様が地球にやさしい暮らしを実践できるよう

な取り組みを今後も引き続き推進してまいりたいと考えております。 

 以上が答弁でございます。 

○議長  吾妻中学校、１６番議員。 

〔吾妻中学校 １６番議員 自席にて起立〕 

○１６番議員  ご答弁ありがとうございました。これで吾妻中学校からの質問を終わりま

す。 
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●玉造中学校 

○議長  次に、玉造中学校、１７番議員、並びに１８番議員。 

〔玉造中学校、議員２名 登壇〕 

○１７番議員  僕が前に学校の行事の街角クリーン作戦に参加した時のことです。 

街角クリーン作戦では、僕たちの住む玉造のごみを集めて回ります。僕たちがごみを見

つけるために歩いていると、始めに木の根元近くにタバコの吸い殻が何本も落ちているの

を見つけ、とても不快に感じました。その後どんどん先に進むにつれてごみの量が増え、

ごみの内容もひどくなっていました。 

例えば「ポイ捨て禁止」の看板がある横で空き缶が何十本も落ちていたり、木々が生い

茂っているところに何の躊躇もなく、ごみ捨て場のように大量のごみが溜まっていたりし

ました。そこには、電化製品などの大型のごみもあり、自然を大切にしている成田市がご

みの多い市となってしまうのではないかと先行きが不安になりました。現に富士山が世界

遺産に登録されていない理由は、ごみが多いからです。僕は、普段何気なく通っている道

の隅にごみが落ちている事がわかり、改善せねばいけないなと思いました。 

これから、ごみのポイ捨てがないか成田市でパトロールすることはできないのでしょう

か。また、僕たち中学生も努力できるような、成田市全体でごみをなくすイベントなどが

あれば、市民全体の意識が高まって良いと思います。成田市は、成田山新勝寺など誇れる

ものがたくさんあります。しかし、文化の面だけではなく、自然の面にも目を向けてごみ

をなくすという新たな課題に向かっていければ、さらに良い街になると思います。よろし

くお願いします。 

○１８番議員  ごみ収集について質問です。 

成田市成田地区では、「燃やせるごみ」が週２回、「ビニール・プラスチック類」が週

１回、「ビン・カン・ガラス類」は月２回など収集日が決められています。しかし、１か

月の中にペットボトルを回収する日は設定されていません。イオンや大型スーパーなどで

ペットボトルのリサイクル回収を行っているリサイクル団体や地域があることは知ってい

ます。学校でもリサイクル運動でペットボトルの回収をしました。 

 しかし、月一度でもいいので、ペットボトルのごみ収集日があると、市民みんながペッ
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トボトルのリサイクル活動に参加しやすいのではないかと考えます。 

 もちろん、ごみの収集日を増やすだけではなく、まずは一人一人のごみを減らし、家庭

から出るごみの量を減らしていく努力が大切だということは理解しています。しかし、日々

の生活の中にリサイクルに参加する機会があれば、みんなの意識も高まり、積極的にリサ

イクル活動を行えるようになるのではないでしょうか。ごみを減らす努力と捨てるときの

工夫もできるようになれば、きっと美しい成田市になっていくと思います。 

 月に一度、ペットボトルの収集日を設定していただくことはできないでしょうか。よろ

しくお願いいたします。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  １７番議員の「ごみのポイ捨て対策について」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に、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」を定め、清潔で美しいまちづくりを進

めております。 

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、全市的な環境美化

運動を実施し、昨年度は延べ６万９，７００人の市民の皆様に参加をいただいております。 

また、本市の玄関口でもある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いて、毎月１

回、駅前クリーン運動を実施しております。 

その他にも、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。 

さらに、不法投棄を防止するため、各地区に不法投棄監視員を配置し、不法投棄の監視

や啓発活動を行っております。また、不法投棄が頻発する場所への監視カメラの設置、昼

夜にわたる巡回パトロールを実施し、不法投棄の防止に努めています。 

しかしながら、現状は、１７番議員がご指摘のとおり、心ない人々により、不法投棄が

後を絶たず、散乱するごみが日常的に見られるという大変残念な状態であることは、市と
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しても十分認識しているところであり、今後ともご提言をいただいた対応を含め、積極的

に取り組んでまいります。 

市民一人一人がしっかりとした自覚を持って、一緒に取り組んでまいりましょう。 

 続きまして、１８番議員の「ペットボトルの収集日について」のご質問にお答えいたし

ます。 

現在のペットボトルの収集につきましては、旧成田市地区においては、リサイクル運動

や店頭回収という方法により、また下総・大栄地区においては、一般収集により市民の皆

様にご協力いただいているところであります。昨年度は、市全体で１５０．２トンのペッ

トボトルが回収され、中間処理を経て衣料品やプラスチック製品などにリサイクルされて

います。 

市では、新清掃工場を建設中であり、新清掃工場の稼働に合わせ、これまでのごみの分

別区分を見直し、全市統一した形にしてまいります。現在は、「燃やせるごみ」、「ビニ

ール・プラスチック類」、「ビン・カン・ガラス」、「金物・陶磁器類」、「有害ごみ」、

「粗大ごみ」の６分別ですが、新たな分別区分では、再資源化可能な「紙類」、「布類」

を新たに加えるとともに、これまでの「ビニール・プラスチック類」を「プラスチック製

容器包装」と「ペットボトル」に細分化し９分別とし、「ペットボトル」については、月

２回の収集を考えております。 

分別区分の変更にあたりましては、市民の皆様への十分な周知期間を確保するとともに、

「広報なりた」や全世帯へのパンフレットの配布などにより円滑な移行を図ってまいりま

す。 

 以上が答弁でございます。 

○議長  玉造中学校、１８番議員。 

〔玉造中学校 １８番議員 自席にて起立〕 

○１８番議員  ご答弁ありがとうございました。これで玉造中学校の質問を終わります。 

●大栄中学校 

○議長  最後に、大栄中学校、１９番議員、並びに２０番議員。 

〔大栄中学校、議員２名 登壇〕 
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○１９番議員  成田市の産業と育児環境について質問します。 

私が住む大栄地区は、田んぼや畑などたくさんの緑に囲まれていて、とても住み心地の

よい地域です。私の家も農業を営んでおり、将来は是非跡を継ぎたいと思っています。 

しかし、「成田市新総合計画」によると、平成２２年度の第一次産業の就業者数は全体

の４．４％であり、さらに平成２７年度には全体の３．７％と想定されています。この数

字を見ると、私を含めて私たちの世代は、第一次産業に就職することが不安になると思い

ます。私たちの世代が第一次産業から離れると、後継者不足の問題も出てしまい、第一次

産業の衰退につながる恐れもあります。 

そこで、第一次産業の活性化に向けた取り組みがあれば教えてください。また、第一次

産業だけを活性化させているわけにはいかないと思いますので、成田市に他の県や海外の

企業を誘致する取り組みがあれば教えてください。 

○２０番議員  続いて、成田市の育児環境について質問します。 

私は、未来の奥さんのために「イクメン」になるべきかと思っています。そのために、

将来は育児休暇を取ろうと考えているのですが、成田市の男性職員の育児休暇取得率は、

平成２２年４月時点で０％と知り、やはり育児休暇を取るのは難しいのではないかと思い

ました。 

また、保育園に入りたくても入ることができない子どもたちも少なくないことをインタ

ーネットで見ました。産休・育休が取りやすい職場であれば、成田市に住もう、子育てを

しようと思う人が増えると思います。育児環境の充実への取り組みがあれば教えてくださ

い。 

大好きな成田市がこれからも人がたくさん集まる市であってほしいので、以上の質問を

します。よろしくお願いします。 

○議長  小泉市長。 

〔市長 小泉一成君 登壇〕 

○市長（小泉一成君）  １９番議員の「第一次産業の活性化と企業誘致の取り組みについ

て」のご質問にお答えいたします。 

まず、第一次産業の活性化に向けた取り組みについてのご質問にお答えいたします。 

本市の第一次産業就業人口の９９パーセント以上は、農業でございます。したがって、
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本市における第一次産業の活性化は、農業の活性化と考えられますが、農業を取り巻く環

境は、高齢化による担い手不足と農産物価格の低迷により大変厳しいものがございます。 

第一次産業の衰退は、豊かな自然を生かした農業、農村地域の持つ、多面的機能の衰退

につながることから、第一次産業を活性化させる施策は、国や県そして本市にとっても大

きな課題と考えております。 

農業を活性化する取り組みといたしましては、基盤整備事業の充実を図るため、土地改

良や農道、排水路整備事業の実施、米の需給調整対策としましては、生産調整を推進する

ための補助金の充実、労働力の削減、経営の合理化を狙いとして園芸生産出荷組合などに

対する機械施設整備費などの補助や、農産物の価格低迷に対処するため、農産物の消費拡

大を図るＰＲを行い特産物ブランド化への支援など、さまざまな施策を行っているところ

であります。 

意欲のある農家の方には、「認定農業者制度」を生かし、この制度により低利融資や営

農集団などに対する農業機械施設整備の導入に対する補助金により支援を行うとともに、

県、農協など関係機関と一体となって経営規模を拡大するため、農地を集積したい農業者

へ農地の貸し借りの斡旋も実施しております。 

また、より多くの方々に本市の農産物を購入していただくためには、農産物の生産だけ

ではなく、これを集荷する仕組みや販路を確保するため、地産地消の更なる推進はもとよ

り、食料の生産・加工・消費をトータルに考える農・商・工が連携する取り組みも重要と

考えておりますので、関係機関・団体などと取り組んでまいりたいと考えております。 

このように、今後も本市において各種事業を展開し、第一次産業の活性化に力を入れて

まいります。 

 次に、本市の企業誘致の取り組みについてのご質問にお答えいたします。 

大栄地区に千葉県まちづくり公社が造成しました成田新産業パークという物流団地があ

り、本市では、この区域へ立地する企業に対して奨励金を交付することとし、企業の誘致

を推進しております。この秋には、ヤマサ醤油とイハラ建成工業が操業を開始する予定と

なっておりますが、引き続き、千葉県まちづくり公社とともに新たな企業誘致に努めたい

と思います。 

 また、本市には、我が国最大の国際空港が立地しており、空港関連産業を始め、様々な
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企業が進出しております。今後、空港の発着枠拡大や首都圏中央連絡自動車道などの広域

インフラ整備とともに、空港周辺地域の開発需要が高まることが予想されます。 

しかしながら、空港周辺地域の多くが、建築物の建築などが抑制されている市街化調整

区域に位置し、開発需要を計画的に誘導するための土地利用の在り方が課題となっており

ます。 

このようなことから、平成２１年度より２か年をかけて調査を行い、空港と本市、特に

空港周辺地域が空港とともに発展していくために、空港と地域の目指すべき姿を描いた「成

田国際空港周辺土地利用ビジョン」を策定いたしました。 

今後、このビジョンに基づき、誘致の在り方を検討し、県内外の企業や外資系企業を含

めた空港関連産業の誘致を促進してまいりたいと考えております。 

 続きまして、２０番議員の「育児環境の充実への取り組みについて」のご質問にお答え

いたします。 

最初に、成田市で子育てをしようと思っていただけるように、本市の事業についてご紹

介いたします。 

まず、妊娠届を提出されますと、母子健康手帳を交付し、「母親学級」のお知らせを行

い、併せて、父親の育児参加への意識を高めるため、「パパママクラス」を開催しており

ます。 

 赤ちゃんが生まれますと、助産師・保健師が家庭訪問を行い、その後、４か月児及び 

１０か月児の「赤ちゃん相談」、１歳６か月児及び３歳児の健康診査と続き、子育ての様々

な不安や悩みを聞き、相談にあたるとともに、親子の心身の状況や養育環境などの把握や

助言を行い、健全な育児環境づくりに努めております。 

 次に、ご両親などがお仕事などにより、日中お子さんの面倒を見られない場合、保育園

が利用できます。成田市には、公立保育園が１２園、私立保育園が８園あり、８月１日現

在、２，０５９人のお子さんが保育園に通っております。なお、現在、保育園に入園申し

込みをしながら、利用できないでいる待機児童数は、公立保育園に８人、私立保育園に６

人の１４人となっており、その多くは０歳から２歳までの乳幼児となっております。 

 待機児童の解消策といたしまして、受入れ定員を増加すべく、私立保育園の改築・増築

に際し建設費の補助を行い、また、公立保育園におきましては、老朽化に伴い、今後予定
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している大規模改修を行う中で、定員の増加を図るべく計画しております。 

 次に、産休・育休が取りやすい職場づくりについてでありますが、国は、次代の社会を

担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るため「次世代育成支援対策推

進法」を制定し、その中で、事業主に対し、従業員の仕事と子育ての両立を支援するため

の雇用環境の整備について、一般事業主行動計画の策定を求めています。 

成田市内には、この計画の策定が義務付けられている、従業員１０１人以上の企業が 

８５社ありますが、７４社が既に計画を策定しており、また、計画策定義務のない従業員

１００人以下の企業も９社が計画を策定し、子育ての環境づくりに取り組んでいます。 

 なお、本市もこの法律に基づき行動計画を策定しており、これまでに３人の男性職員が

育児休業を取得いたしました。 

 市といたしましては、皆さんが子育て世代となったとき、仕事と家庭生活の調和の取れ

た社会となりますよう、その実現に向けて取り組んでまいります。 

 以上が答弁でございます。 

○議長  大栄中学校、２０番議員。 

〔大栄中学校 ２０番議員 自席にて起立〕 

○２０番議員  ご答弁ありがとうございます。これで大栄中学校からの質問を終わります。 

○議長  これで、各中学校の代表質問を終わります。 

（午後 ３時１３分） 

 

 

○議長  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 小泉一成君 登壇〕 

◎市長の講評 

〇市長（小泉一成君）  ただいま、各中学生議員からの質問、そしてそれに対する市から

の答弁が滞りなく終了いたしましたので、ここで一言講評を申し上げます。 

 ８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
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ている問題、特にこの度は、震災や節電に関する問題と、いずれも鋭い視点のすばらしい

質問であったと感じました。 

皆さんのご意見やご提言の一つ一つからは、日頃から、成田市のことを真剣に考えてい

ただいていることが伺え、また、成田が好きで、成田市をより良い街にしたいという強い

思いを感じました。 

私は、成田市の同じ市民として、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、誇らしく、そして頼もしく思いました。 

皆さんからいただいた貴重な意見、提言は、「住んで良し、働いて良し、訪れて良し」

の生涯を完結できる空の港町づくりのために、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いきたいと思います。 

 中学生議員の皆さんにおかれましても、本日、体験した中学生議会を是非とも記憶に残

していただき、これからも成田市のより良いまちづくり、地域づくりについて、考えてい

ただければ幸いに存じます。 

 そして、いずれは、成田市議会議員となって、この席に戻ってきていただきたいと思い

ます。 

 皆さんの夢の実現に向けて、今後も学業や部活動など、充実した楽しい中学校生活を過

ごすことができますよう、心からお祈りを申し上げます。 

 そして、本日お忙しい中、傍聴していただきました保護者の皆さん、あるいは学校関係

者の皆さん、市議会議員の皆様方に御礼を申し上げます。 

また、中学生議員の皆さんにお会いできることを楽しみにしております。 

本日は、ありがとうございました。 

 

 

◎議会の閉会 

○議長  以上で、今議会の日程は、議了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 以上をもちまして、平成２３年度成田市中学生議会を閉会したいと思います。 
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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２３年度成田市中学生議会を閉会いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

（午後 ３時１５分） 

 

 

 


