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平成２７年度成田市中学生議会質問一覧（発言順） 
 

 

 

１．成 田 中 学 校 ・・・ 市民と行政が協働する効率的な自治体運営について 

   

 

２．公津の杜中学校 ・・・ 「新たな挑戦」に対する具体的な政策について 

 

３．大 栄 中 学 校 ・・・ 空港機能強化を活かしたまちづくりについて 

    

４．中 台 中 学 校 ・・・ 中学校の学区再編に伴う各学校の生徒数のバランス 

              について 

 

５．玉 造 中 学 校 ・・・ 成田湯川駅周辺の活性化について 

   

６．成田高等学校付属中学校 ・・・ 成田市の福祉について 

 

７．下総みどり学園 ・・・ 下総地区の閉校になった小学校の使い方について 

 

８．遠 山 中 学 校 ・・・ 成田空港の発展と地域の騒音・環境対策及び、遠山  

              地区の今後の共生発展について 

 

９．久 住 中 学 校 ・・・ 成田山参道の外国人向けの標記について 

 

1 0．西 中 学 校 ・・・ 成田市内で各地区ごとの交流に差があることに 

              ついて 

   

1 1．吾 妻 中 学 校 ・・・ 成田市の環境美化に関する取り組みについて 
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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２７年８月１９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） 

菅澤
すがさわ

 雄大
ゆうだい

 議員 成田中学校３年生 小川
お が わ

 歩美
あ ゆ み

 議員 成田中学校３年生 

飯田
い い だ

 奈
な

月
つ

実
み

 議員 
公津の杜 

中学校２年生 
秋元
あきもと

 陸
りく

 議員 
公津の杜 

中学校２年生 

鈴木
す ず き

 啓
けい

太
た

 議員 大栄中学校３年生 海保
か い ほ

 実奈
み な

 議員 大栄中学校３年生 

金井
か な い

 明日香
あ す か

 議員 中台中学校２年生 荒木
あ ら き

 香音
か の ん

 議員 中台中学校２年生 

池田
い け だ

 遥
よう

介
すけ

 議員 玉造中学校３年生 横尾
よ こ お

 実
み

咲
さき

 議員 玉造中学校３年生 

小保方
お ぼ か た

 翔
しょう

大
た

 議員 玉造中学校３年生 杉本
すぎもと

 佳子
よ し こ

 議員 
成田高等学校 

付属中学校２年生 

加藤
か と う

 広大
こうだい

 議員 
成田高等学校 

付属中学校２年生 
瀨
せ

尾
お

 飛
ひゅう

馬
ま

 議員 
下総みどり学園 

９年生 

根本
ね も と

 さくら 議員 
下総みどり学園 

９年生 
永井
な が い

 紗
さ

理
り

香
か

 議員 遠山中学校３年生 

藤田
ふ じ た

 麻
ま

央
お

 議員 遠山中学校３年生 藤山
ふじやま

 拓巳
た く み

 議員 久住中学校２年生 

石毛
い し げ

 美
み

海
う

 議員 久住中学校２年生 髙
たか

木
ぎ

 詩
し

織
おり

 議員 西中学校３年生 

福田
ふ く だ

 志保
し ほ

 議員 西中学校２年生 松岡
まつおか

 詩乃
う た の

 議員 吾妻中学校３年生 

佐藤
さ と う

 航
こう

太
た

 議員 吾妻中学校３年生 若林
わかばやし

 祐那
ゆ う な

 議員 吾妻中学校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 椿 欣 一 
市 民 協 働 課 

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 細 田 巨 輝 

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 吉 田 昭 二   

企画政策部長 根 本 欣 治   企画政策部参事 宮 田 洋 一   

総 務 部 長 石 橋  廣   財 政 部 長 野 村 弘 充   

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   環 境 部 参 事  石 井 益 実   

福 祉 部 長 髙 橋 利 宏   健康こども部長 五 十 嵐 和 子   

経 済 部 長 諏 訪 峰 雄   土 木 部 長 布 施 幸 伸   

都 市 部 長 齊 藤 清 治   企画政策課長  髙 橋 康 久   

秘 書 課 長 清 水 活 次   
総 務 課 長 
（選管書記長） 

坂 本 公 男   

財 政 課 長 郡 司 光 貴   会 計 管 理 者 酒 井 康 博   

水 道 部 長 宇 澤 広 司   教育総務部長 伊 藤 和 信   

生涯学習部長 藤 﨑 祐 司   消 防 長 山 下 昌 起   

消防本部次長 大 谷 昌 利   
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） 本日の司会を務める、市民協働課長の椿でございます。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２７年度 成田市中学生議会」を開会いたします。 

 

 

◎議長選出 

○総合司会（市民協働課長） 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〕 
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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〕 

これより開票を行います。立会人に大栄中学校 海保実奈議員、公津の杜中学校 飯

田奈月実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    玉造中学校  小保方 翔大  議員  １２票 

           吾妻中学校  若林  祐那  議員  １２票  

以上のとおりであります。 

 よって、玉造中学校 小保方翔大議員並びに吾妻中学校 若林祐那議員が議長に当選

いたしました。ただいま当選されました小保方議員と若林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。ここで議長と交代いたします。前半は、吾妻中学校

の若林議長にお願いいたします。若林議長、議長席にお着き願います。 

 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。 

（午後 １時０７分） 

 

○議長（若林祐那議員）   吾妻中学校３年の若林祐那です。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。本日はこのような貴重な機会に、議長という職を務め

させていただくことをありがたく思います。スムーズな議事の進行を図っていきますの

で、皆様のご協力をお願いいたします。           （午後 １時０８分） 
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◎市長あいさつ 

○議長（若林祐那議員）  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２７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１２回を数えます。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。中学生議会は、開かれた市政の

一環として、生徒の皆さんから直接市政に対する意見や要望を述べてもらい、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。 

 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、また成田市にとり

ましても実り多きものとなりますよう、心から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（若林祐那議員）  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（若林祐那議員）  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（若林祐那議員）  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、大栄中学校 鈴木啓太議員、成田高等学校付属中

学校 杉本佳子議員を指名いたします。 

 

（午後 1時１２分） 

 

 

◎代表質問 

○議長（若林祐那議員）  日程第４、各中学校からの代表質問を行います。 

 

●成田中学校 

○議長（若林祐那議員） 初めに､成田中学校 菅澤雄大議員、並びに小川歩美議員。 

〔成田中学校 議員２名 登壇〕 

○菅澤雄大議員  私は、成田中学校 3年の菅澤雄大です。成田市が行っている、「市
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民と行政が協働する効率的な自治体運営」の中の、「幅広い市民参画」についてお伺い

します。 

 広報なりたに、「高度化、多様化する市民ニーズを市政に的確に反映するために、幅

広い市民参画が必要」と書かれていました。 

 成田市では、広報なりたやケーブルテレビなどにより、年間行事計画などを詳しく知

ることができると思いました。しかし、高齢者が増加している中で、文字が小さいなど

の理由で広報なりたを読む人が減り、また、契約料が必要なケーブルテレビでは、見る

人を限定してしまいます。 

 そこで、お伺いさせて頂きたいのは、現在成田市では、幅広い市民参画を促すための

周知活動として、どのような対策をとられ、また今後、どのような事をお考えなのか、

お尋ねいたします。 

○議長（若林祐那議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  菅澤雄大議員の、市民参画を促す周知活動についてのご質問にお

答えいたします。 

 高度化・多様化する市民ニーズを市政に的確に反映するために、幅広い市民参画や市

民協働の推進が重要になってきております。 

 そこで、本市では、市民と行政が協働する効率的な自治体運営の取り組みとして、共

通の理念や方向性を、市全体の共通理解のもと、市民協働を進めて行くための基本的な

考え方を明確にした「成田市協働推進の基本指針」を昨年 6月に策定し、この指針の策

定に当たりアドバイザーとして協力していただいた、早稲田大学の鳥越教授を講師に招

き、職員、区・自治会・町内会の代表者に研修していただき市民協働の意識の醸成を図

っております。 

 市民参画の取り組みでありますが、来年度から始まる本市の次期総合計画を策定する

にあたりましては、出来るだけ多くの市民の声を市政に反映させるため、本年１月に、
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本市に住む 18歳以上の方から無作為抽出した 2,000 人に参加を呼び掛け「ＮＡＲＩＴＡ

みらいカフェ」を開催いたしました。さらに本年 6月には、無作為抽出した市民と市の

若手職員が一緒に本市のまちづくりについて話し合う「ＮＡＲＩＴＡみらいデザイン会

議」を開催し、本市のまちづくりについての活発な意見交換が行われました。これらの

取り組みを通じて出されました市民の皆さまの思いを、次期総合計画にも活かしてまい

りたいと考えております。 

 また、人口減少社会に歯止めをかけ、地域課題の解決と今後の本市の発展の指針とな

る、成田市総合戦略の策定にあたっては、今年度からスーパーグローバルハイスクール

に指定されました、成田国際高校の生徒を対象に、まちづくりに関するワークショップ

を開催し、これからの成田を担う若い世代の方々との意見交換を行いました。若者たち

が考える、成田を活性化させる手段を参考にしながら、今後の総合戦略の策定に努めて

まいりたいと考えております。 

 教育委員会においても、来年度から始まる「学校教育振興基本計画」の策定にあたり、

市内小中学校の児童生徒や保護者、学校関係者、地域の方々から、学校教育に関する様々

な意見を直接お聞きするため、中学校区ごとに、計 10回のワークショップを実施いたし

ました。 

 このワークショップは、先生や講師から一方的に話を聞くのではなく、参加者が進ん

で論議に参加し合う形式で行いましたが、終了後の参加者アンケートでは、ほとんどの

方から「大変良かった」または「良かった」との感想をいただいております。 

 この他、本市の基本的な政策などについては、策定過程において、趣旨、目的等を公

表し、市民の皆さまからの意見や情報を求めるパブリックコメントを実施するとともに、

平成 25年からは、インターネットを活用した市民の意向を調査する市政モニター制度を

開始し、市政に対するご意見やご提案をいただき、市政に反映させております。 

 さらに、これらのご意見やご提案などに対する市の考え方について、ホームページや

「広報なりた」により周知しております。 
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 このように様々な行政情報の周知方法としては、「広報なりた」やケーブルテレビ、

ホームページなどによるほか、毎月 1日と 15日には、市からのお知らせなどを自治会な

どの代表者の皆さまに発送し、地域内で回覧していただいております。 

 今後も、少子高齢化などの社会環境の変化に即した周知方法に努めるとともに、さら

なる市民参画・市民協働が図れるよう取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（若林祐那議員）  成田中学校 小川議員。 

〔成田中学校 小川議員 自席で起立〕 

○小川歩美議員  成田中学校 3年の小川歩美です。ご答弁ありがとうございます。質

問を続けます。 

 私は、今後、成田市は自治体運営において生徒の参加者数を増やすための活動を、積

極的にした方が良いと思います。 

 なぜなら若い人の意見を積極的に取り入れる事によって今までの一般的な考えだけで

なく、新しい考え方も見えてくるかもしれないからです。そのためには、生徒たちが地

域の発展に貢献することが必要であると考えていますが、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（若林祐那議員）  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）  小川歩美議員の、生徒の自治体運営への参加についてのご

質問にお答えいたします。 

 本市の将来を担う若い人たちが、市政に対してご意見やご提案をするなど、積極的に

市政運営に参加していただくことは、今後の市政の進展に重要なことと認識しておりま

す。 

 今まさに皆さんが参加している「中学生議会」においても、模擬議会ではございます

が、本市の現状や将来に関する様々な事柄について、生徒の皆さんが直接意見を述べる

機会と捉えております。 
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 その他に「市長への手紙」においては、年齢に関係なく市民の皆さまが日頃感じてい

る市政についての提言、要望や意見を書面や電子メールなどでいただき、今後の市政運

営に反映させているところであります。寄せられた意見は、市長がすべて目を通し対応

を指示しております。 

 皆さんにおかれましては、本日の中学生議会を通じて感じたこと、地域の活動、日常

の生活の中で気づいたことなどのご意見やご提案を気兼ねなくお寄せいただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（若林祐那議員）  成田中学校 小川議員。 

〔成田中学校 小川議員 自席で起立〕 

○小川歩美議員  ご答弁、ありがとうございました。私は議会や市についてよくあま

り知りませんでした。けれども今日、議会に参加するという貴重な体験をさせていただ

き、一市民として成田市についてもっと知るべきだと思いました。市がどのような活動

をし、私たちの生活をどう支えてくれているかを知り、少しでも市へとこれから貢献し

たいと思います。これで、成田中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時２２分） 

 

●公津の杜中学校 

○議長（若林祐那議員）  次に、公津の杜中学校 飯田奈月実議員、並びに秋元陸議員。 

〔公津の杜中学校 議員２名 登壇〕 

○飯田奈月実議員  私は公津の杜中学校 2年の飯田奈月実です。市長が３期目のキーワ

ードに挙げている「新たな挑戦」に対してお伺いいたします。 

 私は防災の分野について「新たな挑戦」を考えました。それは、地域の人々がより連

携するために、小中学校区でまとまり一つの防災訓練を行うことです。私が通う公津の

杜中学校区は転出入が多く、近所付き合いが難しいと感じます。今後、大震災等が起き

た時、周りの人も助けられるか不安になります。私自身の経験として私が同級生や先輩、
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後輩と仲良くなることで親同士も仲良くなることがあります。震災等から身を守るため

には自分自身の心がけだけではなく、人とのつながりが求められます。 

 そこで、お伺いします。現在、成田市では地域防災訓練などを積極的に支援するとあ

りますが、この提案についてどのようにお考えでしょうか。 

○議長（若林祐那議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  飯田奈月実議員の、小中学校区での防災訓練の実施についてのご質

問にお答えいたします。 

 防災訓練についてでありますが、地震や大雨による土砂災害などの自然災害から、被

害を最小限にとどめるため、平時から、地域の特性を踏まえた実践的な訓練を継続して

実施することが、大変重要であります。 

 本市では、区・自治会、自主防災組織や地元の消防団などが参画し、市や消防など防

災関係機関と連携して、災害発生時における情報伝達手段の確認や、避難所までの避難

行動及び誘導を迅速に行うための避難訓練を主眼とした、防災訓練を地区ごとに実施し

てきたところであります。 

 本年 11月に実施を予定しております総合防災訓練では、従来の訓練に加え、避難所の

開設や運営、さらに高齢者や障がいのある方などの避難行動要支援者の誘導訓練を新た

に取り入れることといたしました。このような訓練を通じて、住民同士の連携・意識の

醸成や災害時における協力体制が強化され、地域防災力の向上が図れるものと考えてお

ります。 

 また、区・自治会などの様々な地域活動を通じて、世代間の交流を図り、地域のつな

がりを深めることも大切であります。 

 災害は、いつ、どこで、どのような規模で起こるか分かりません。 

 中学生の皆さんには、災害がいつ起きても冷静に行動し、まずは、自分の命を守って

いただきたいと思います。また、「自分たちのまちは自分たちで守る」という共助の担
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い手として、地域の防災訓練等に積極的に参加していただきますようお願いたします。 

○議長（若林祐那議員）  公津の杜中学校 秋元議員。 

〔公津の杜中学校 秋元議員 自席で起立〕 

○秋元陸議員  私は、公津の杜中学校 2年の秋元陸です。ご答弁ありがとうございま

す。質問を続けます。 

 私は、国内外からの観光客が多い成田市には、災害等の避難が必要な時に誘導ができ

る人が必要であると考えます。観光ボランティアは現在いると聞いています。その方々

に防災の知識を身につけてもらい、外国語での避難誘導ができるように訓練を受けてい

ただいてはいかがでしょうか。この提案について、市としてはどのように考えているの

か、お答え願います。 

○議長（若林祐那議員）  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）  秋元陸議員の、観光ボランティアガイドの外国人観光客の避難

誘導でございますが、主に成田山新勝寺の案内を行う成田ボランティアガイドの会では、

成田山新勝寺が実施する避難訓練に参加し、災害発生時における避難行動の確認に努め

ているところです。 

 また、本年 3月からは成田空港を乗り継ぎで利用する外国人旅客をボランティアガイ

ドが案内する、成田トランジットプログラムが開始されているところでございますので、

今後はトランジットプログラムのボランティアガイドの方々にも、災害発生時に適切な

避難行動が行えるよう訓練の実施などを検討してまいりたいと考えております。 

○議長（若林祐那議員）  公津の杜中学校 秋元議員。 

〔公津の杜中学校 秋元議員 自席で起立〕 

○秋元陸議員  ご答弁ありがとうございました。私は将来、国際関係の仕事に就きた

いと思います。成田市には成田空港があることから更なる国際的な社会をつくっていき

たいと思っています。またそれに伴った災害の対策の強化も必要だと思います。これで、
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公津の杜中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時３０分） 

 

●大栄中学校 

○議長（若林祐那議員）  次に、大栄中学校 鈴木啓太議員、並びに海保実奈議員。 

〔大栄中学校 議員２名 登壇〕 

○鈴木啓太議員  私は、大栄中学校 3年の鈴木啓太です。成田市の空港機能強化を活か

したまちづくりについてお伺いします。 

 近年、羽田空港の国際化が進んでいます。それに伴い、今後成田、羽田間の競合が今

まで以上に激しくなることが予想されます。成田市がより発展していくためには、市が

掲げている「成田にしかできない」まちづくりが重要であると考えています。 

 私は、旅行が好きで、旅行先では、その地特有の景観や食文化に触れることを楽しん

でいます。私は、同じように成田市においても空港利用者や観光客が「成田にしかない

もの」に触れ、市全体を堪能してもらえたらという思いがあります。 

 そこで、市としては、羽田空港との差別化を図るために、今後、成田空港周辺の土地

利用について、どのような施策を考えているか、お聞かせください。 

○議長（若林祐那議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  鈴木啓太議員の、成田空港周辺の土地利用についてのご質問にお答

えいたします。 

 成田にしかできないまちづくりを行うためには、鈴木議員がご提案のように、地域特

性を活かした土地利用は、重要な要素の一つであると考えております。 

 空港では、発着枠の拡大や LCCターミナルの整備などの空港機能の強化が進むととも

に、トランジット客を成田山新勝寺などの市内の観光施設へ案内するなどのサービスが

行われ、空港周辺では、県外からの利便性向上を目指し、圏央道や北千葉道路の整備が
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進んでおります。 

 このような中、本市では、空港利用者や観光客が市民等と交流する観光圏づくりや、

空港機能強化に合わせた空港関連産業の誘致など、成田に望ましい土地利用を誘導する

ため、平成 23年度、「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。 

 ビジョンでは、空港周辺を４つのゾーンに区分し、それぞれの土地利用方針を掲げて

おります。 

 国道２９５号周辺や土屋地区を中心とした「交流賑わいゾーン」では、商業施設やホ

テルなどの立地促進を、高速道路や圏央道インターチェンジの周辺を核とした「物流・

空港関連企業育成ゾーン」では、物流産業などの集積を、三里塚地区を中心とした「住

環境・交流形成ゾーン」では空港勤務者が利用しやすい良好な住環境の整備を、それぞ

れのゾーンを取り囲む「自然環境保全・景観形成ゾーン」では、自然・景観の保全・育

成を目指しております。 

 この実現に向け、平成 25年度には、ゾーンごとに建築物等の種類や土地利用の形態を

誘導する都市計画に関する基準を整えたところであり、これにより適切な土地利用を促

進してまいりたいと考えております。 

○議長（若林祐那議員）  大栄中学校 海保議員。 

〔大栄中学校 海保議員 自席で起立〕 

ご答弁ありがとうございます。私は、大栄中学校 3年の海保実奈です。質問を続けま

す。 

成田市では「住みやすいまちづくり」として大栄地区のような市街地以外の地域発展

を、どのようにお考えでしょうか。事例を挙げますと、主要な公園の整備をされている

ようですが、私が住む地域にある公園は、遊具が少なく、雑草が生い茂っていることが

多いです。そのため、せっかくある公園も利用する機会が少ないです。私は、まちが発

展していくためには、まち全体が住みやすいものでなくてはならないと考えています。

市としての考えをお聞かせください。 
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○議長（若林祐那議員）  齊藤都市部長。 

〔都市部長 齊藤清治 自席で起立〕 

○都市部長（齊藤清治）   海保実奈議員の、大栄地区の住みやすいまちづくりについて

のご質問にお答えいたします。 

 大栄地区には公園の要素を備えた施設として、都市公園と子どもの遊び場が合わせて

14か所あります。 

 これらの管理は、市民参加の推進のため自治会等に管理を依頼している施設と、規模

が大きいことから造園業者等に管理委託している施設に分類されますが、いずれも安全

安心に利用いただけるよう良好な維持管理に努めているところです。 

 しかしながら、夏場などの草木の成長の早い時期には、草刈りなどの管理作業が追い

つかず、海保議員ご指摘のような状況が稀に見受けられますが、このような施設につい

ては、今後、関係者と調整のうえ、管理作業の時期の見直しなどにより改善してまいり

たいと考えております。 

 また、大栄地区においては、地域の魅力向上を図る目的で、多良貝地先にあるグリー

ンウォーターパークの拡張事業を進めているところであります。 

 今後につきましても、公園が住みやすいまちづくりに繋がるよう、市民の皆さまにと

って利用しやすく親しまれるような管理や整備に努めてまいります。 

○議長（若林祐那議員）  大栄中学校 海保議員。 

〔大栄中学校 海保議員 自席で起立〕 

○海保実奈議員  ご答弁、ありがとうございました。私も今のご答弁を聞いて、自分

で出来ることは進んで行っていきたいと思いました。これで、大栄中学校からの質問を

終わります。 

（午後 １時３８分） 
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●中台中学校 

○議長（若林祐那議員）   次に、中台中学校 金井明日香議員、並びに荒木香音議員。 

〔中台中学校 議員２名 登壇〕 

○金井明日香議員  私は、中台中学校 2年の金井明日香です。成田市の中学校の学区再

編に伴う生徒数のバランスについてお伺いいたします。 

 現在中台中学校は全学年３クラスと、近隣の西中学校に比べて小規模になってきてい

ます。そのため、生徒数・教員数も減り部活動では今年で剣道部の新入生募集が停止す

ることになりました。 

 そこでお伺いします。成田市にはたくさんの中学校がありますが、学区によって生徒

数にも差が出ています。生徒数・教員数の減少によって、部活動や委員会が減ります。

そのようなことが続いていくと、学校に活気が失われてしまうと思います。この様なこ

とを防ぐ為に、人数を均等にすることは可能でしょうか。考えをお聞かせください。お

願いします。 

○議長（若林祐那議員）  関川教育長。 

〔教育長 関川義雄 登壇〕 

○教育長（関川義雄）  金井明日香議員の、中学校の生徒数を均等にすることは可能かと

のご質問にお答えいたします。 

 この数年間で、中台中学校の生徒数や学級数が減少したことで、生徒の皆さんが心配

な気持ちになってのご質問だと思います。 

 現在、市内の中学校は学年 1学級のみの学校から 6学級ある学校まで実に様々です。

最も多いのは、1つの学年の学級数が 3学級の学校で中台中学校もその中に入ります。

これらの学校の学区を変えることには、通学時間や距離をはじめ、慣れ親しんだ友人や

先生方と築き上げた信頼関係、ご家族や地域の方々の学校に対する心情などが地域ごと

に異なり、配慮しなければならない様々な課題があります。 

 ニュータウン地区などは、中学校同士が近ければ、通学時間や距離については、問題
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ないと考えますが、そのほかの多くの重要な課題が残されることから、市内の各中学校

の生徒数を均等にする目的で、これまでの学区の変更をすることは難しいと考えます。 

 しかし、今後、著しく生徒数が減少し、クラス替えができなくなる等、生徒の皆さん

の学校生活に大きな支障をきたすような状況が予想される場合には、教育委員会として

も学区の変更や統合ということについても検討してまいりたいと思います。 

 市内の中学校では、学校規模や部活動の数などに関わらず、それぞれの実情に応じた

特色ある学校づくりがなされています。中学生の皆さんには、これからも自信と誇りを

もって活気と魅力ある校風や伝統を築き上げていただきたいと思います。 

○議長（若林祐那議員）  中台中学校 荒木議員。 

〔中台中学校 荒木議員 自席で起立〕 

○荒木香音議員  私は、中台中学校 2年の荒木香音です。ご答弁ありがとうございます。

質問を続けます。 

 成田市内の中学校には、規模が縮小されつつある学校が多くあります。そのことにつ

いてですが、学校の規模が縮小するということは、生徒数が減少します。そうなると、

各家庭から集金する生徒会活動費も少なくなり、部費等に割り当てられる予算も減少す

ることになります。それに対する市からの支援についてどのように考えているのか教え

てください。 

○議長（若林祐那議員）  伊藤教育総務部長。 

〔教育総務部長 伊藤和信 自席で起立〕 

○教育総務部長（伊藤和信）  荒木香音議員の、部活動に対する市からの支援についての

ご質問にお答えいたします。 

 教育委員会では、みなさんが積極的に部活動に参加できるよう、二つの支援をしてお

ります。一つは、大会に参加する際の交通費等の補助、もう一つは運動部活動で使用す

る消耗品等の配布であります。 

 まず、部活動の大会に参加する際の補助として、小中学校体育連盟などが主催する郡
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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。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。関東大会や全国大会では、一部他の団体か

ら補助されている部分を除き、交通費を全額補助しております。 

 次に、運動部活動で使用する消耗品等の配布についてですが、ボールやテーピング・

コールドスプレーなど、みなさんが日常の活動で使用する物品を購入するための予算を

計上し、各学校からの希望に応じて消耗品等を配布しております。 

 教育委員会としましては、今後も、部活動に関わる経済的な負担の軽減に努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（若林祐那議員）  中台中学校 荒木議員。 

〔中台中学校 荒木議員 自席で起立〕 

○荒木香音議員  ご答弁、ありがとうございます。学校への支援について明確にお答

えしていただくことができてよかったです。これで中台中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時４４分） 

 

●玉造中学校 

○議長（若林祐那議員）  次に、玉造中学校 池田遥介議員、並びに横尾実咲議員。 

〔玉造中学校 議員２名 登壇〕 

○池田遥介議員  私は、玉造中学校 3年の池田遥介です。京成成田空港線成田湯川駅周

辺の開発についてお伺いいたします。 

 玉造地区待望の成田湯川駅が開業して 5年になります。しかし、駅前は依然として閑

散としています。成田湯川駅に問い合わせしたところ、1日の平均乗降者数は約 1200 人

との回答を頂きました。京成成田駅にも同様の質問をしたところ、約 3万人とのことで

した。単純比較はできませんが、日頃の駅前の様子からも利用者が多いとは言えない現

状にあるものと思います。また、本校の生徒に空港線についての意見を聞くと、料金が
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高い、本数が少ないという声が多くありました。成田湯川駅が成田市と都心を結ぶ第 3

の起点として活発に利用されるためには、料金の見直しと人が集まる魅力的な駅として

駅前が開発される必要があると考えます。成田市では、今後成田湯川駅前をどのように

開発する計画なのか、お答え願います。 

○議長（若林祐那議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  池田遥介議員の、成田湯川駅周辺の開発についてのご質問にお答え

いたします。 

 成田湯川駅南側についてでありますが、駅の開設や北千葉道路の整備により、成田ニ

ュータウンの新しい玄関口として期待される地区であります。 

 本市では、駅周辺地区に相応しい土地利用を図り、景観に優れたまちづくりを推進す

ることを目標に、都市計画の制度である地区計画を定めております。地区計画では、駅

周辺を大きく二つの区域に分け、それぞれの区域の整備、開発及び保全の方針を定めて

おります。このうち、駅前広場に接する区域は駅前複合利用地区として、駅及び駅前広

場利用者の利便に資する商業施設やサービス施設の誘致を図るとしております。また、

平成 21年には、駅前に活力ある商業業務施設を誘導するため、土地活用の指針となる土

地利用方針を定めたところであります。 

 現在は、北千葉道路など、周辺道路の整備が途中であることから、本来の土地利用が

なされていない状況でありますが、周辺道路が完成することにより、有効な土地利用が

図れてゆくものと考えております。 

○議長（若林祐那議員）  玉造中学校 横尾議員。 

〔玉造中学校 横尾議員 自席で起立〕 

○横尾実咲議員  私は玉造中学校 3年の横尾実咲です。ご答弁ありがとうございます。

質問を続けます。 

 成田湯川駅が活発に利用されるためには、空港線の利点や魅力を広く発信する必要が
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あると考えます。現在、成田市では、成田湯川駅について、どのような広報活動を展開

しているのか、お答え願います。 

○議長（若林祐那議員）  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）  横尾実咲議員の、成田湯川駅の広報活動についてのご質問

にお答えいたします。 

 成田空港線、通称「成田スカイアクセス」は、京成電鉄株式会社が列車を運行してお

りますが、線路や駅などの施設は、四つの鉄道会社が保有しており、そのうち、成田湯

川駅を含む、印西市の印旛日本医大駅から成田市の土屋付近までの区間は、成田高速鉄

道アクセス株式会社が所有しております。 

 鉄道の利用促進については、基本的にはこれらの鉄道会社がそのための広報活動を行

うべきものと考えております。しかしながら、成田高速鉄道アクセス株式会社は、成田

市が出資している鉄道会社でもあります。そこで、去る 7月 25 日に、成田スカイアクセ

スの開業 5周年を記念して、成田湯川駅の駅前広場においてイベントを開催した際には、

市としても、消防音楽隊の出演や、イベント開催を周知するために「広報なりた」に掲

載するなどの協力をしたところです。今後も、そのような機会があれば、利用促進に向

けて、鉄道会社と協力してまいります。 

○議長（若林祐那議員）  玉造中学校 横尾議員。 

〔玉造中学校 横尾議員 自席で起立〕 

○横尾実咲議員  ご答弁、ありがとうございました。私はこれからも成田市が世界と

日本をつなぐ玄関口として、また伝統文化を受け継ぎ、発信する拠点として、広く国内

はもちろん、世界に誇れるまちであってほしいと願うと共に、私の生まれ育ったここ成

田が住む人にとって住みやすく、安心で豊かな心の拠り所となるふるさとであってほし

いと願います。これで、玉造中学校からの質問を終わります。 

（午後 １時５２分） 
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○議長（若林祐那議員）  ここで、暫時、休憩といたします。 

 私、若林祐那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 １時５３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、玉造中学校３年生 小保方翔大

議員にお願いいたします。 

○議長（小保方翔大議員）   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、玉造中学校 3年の小保方翔大です。議長就任に当たりごあいさつを申し上げます。

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。今年度、玉造中学校では生徒総会で「当たり前活動 5項目」というものを選定

し、そのなかで僕は議長を務めました。その経験を生かし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０６分） 

 

 

◎再開 

〔開始のブザー〕 
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○議長（小保方翔大議員）  再開いたします。代表質問を続けます。 

 

●成田高等学校付属中学校 

○議長（小保方翔大議員）  成田高等学校付属中学校 杉本佳子議員、並びに加藤広大議

員。 

〔成田高等学校付属中学校 議員２名 登壇〕 

○杉本佳子議員  私は、成田高等学校付属中学校 2年の杉本佳子です。成田市が行って

いるバリアフリーに関してお伺いします。 

 私は普段から駅を利用することが多く、その際に点字ブロックや多目的トイレなどを

よく見かけます。4月に私たちの学校では福祉体験を行いました。その時に、多くの人々

に利用していただける建物があることを知りました。 

 そこで現在、成田市で新設の施設を建てるにあたり、バリアフリーを建物のどこまで

取り入れるのですか。実例をあげお願いします。 

○議長（小保方翔大議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  杉本佳子議員の、施設のバリアフリーについてのご質問にお答えい

たします。 

 施設のバリアフリーに関しては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律」いわゆるバリアフリー新法があります。また、千葉県においては「千葉県福祉

のまちづくり条例」を制定し、公共施設や病院、学校、百貨店などの建築物や、駅、空

港、道路、公園といった不特定多数の人が利用する「公益的施設」を、高齢の方や障が

いのある方なども、安全かつ快適に利用できるように整備が図られているところであり

ます。 

 本市におきましても、このような法律や条例に基づいて施設の整備を行っているとこ

ろであり、バリアフリー化の実例といたしまして、平成 25年、公津の杜に建設いたしま
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した「もりんぴあこうづ」についてご説明いたします。 

 高齢の方や障がいのある方、小さな子どもも移動しやすい施設とするため、動線に可

能な限り段差をなくし、手摺も多数設けております。また、エレベーターは車いす対応

型を設置し、トイレについては、多目的トイレを各階に設けております。その他、点字

ブロックや点字による施設案内表示をし、エレベーターには、音声による案内を付けて

おります。この施設の特色としましては、初めて利用される方にも分かりやすいサイン

表示や、車いすで利用可能な受付カウンターを取り入れるなど、誰もが等しく利用でき

るよう整備いしました。 

 今後も、建物や道路をはじめとして公共施設については、バリアフリーに配慮した整

備を行い、福祉のまちづくりが推進されるよう努めてまいります。 

○議長（小保方翔大議員）  成田高等学校付属中学校 加藤議員。 

〔成田高等学校付属中学校 加藤議員 自席で起立〕 

○加藤広大議員  ご答弁ありがとうございます。第 2質問は成田高等学校付属中学校 2

年の加藤広大が行います。昨年は私たちの先輩がオリンピックについて質問しました。

それに関して、日本の空の玄関である成田市には、多くのパラリンピックの選手も滞在

すると思われます。そこで成田市はパラリンピックの選手たちが、バリアを感じること

なく、気持ちよく滞在できるように、どのような取り組みを考えていますか。 

○議長（小保方翔大議員）  髙橋福祉部長。 

〔福祉部長 髙橋利宏 自席で起立〕 

○福祉部長（髙橋利宏）  加藤広大議員の、パラリンピックの選手たちが、バリアを感じ

ることなく、気持ちよく滞在できるように、どのような取り組みを考えているかとのご

質問にお答えします。 

 さきほどの、市長答弁にもありましたハード面の整備は、選手が気持ちよく滞在して

いただくために重要なことでありますが、もう一つ大切なこととして「心のバリアフリ

ー」があります。 
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 この「心のバリアフリー」とは、障がいのある方などが日常生活の中で困っているこ

とを自分自身の問題として捉え、その解決のために行動を起こしたり協力したりするこ

とです。海外から本市を訪れる選手やお客様と接する場合も同様で、私たち、迎える側

としては、理解不足や無関心が原因となって生じる偏見や差別といった「心のバリア」

を作らず、「おもてなしの心」で接することが「心のバリアフリー」につながるものと

考えております。 

 そこで、ご質問いただきました本市の取り組みについてでありますが、市民の皆さま

が「障がい」を知り、関心を持っていただくことを目的とした記事を、12月の障害者週

間に合わせて広報なりたに掲載しているほか、小学校の依頼により手話通訳者を派遣し

て手話の体験教室を実施しています。また、成田市社会福祉協議会のボランティアセン

ターでは、小学生を対象に介助犬と障がいのある人の生活について学ぶボランティアス

クールが開催されるなど、「心のバリアフリー」につながるような取り組みを実施して

いるところであります。 

 このほか、千葉県では「ちばプロモーション協議会」が組織され、オリンピック・パ

ラリンピックに向け、本県を訪れる方々が心から満足し、再び訪れていただけるよう、

観光施設や宿泊施設、公共交通機関など幅広い事業者の参加により「おもてなし運動」

を展開していくとのことです。 

 本市としましても、このような運動と歩調を共にしながら、また、現在実施している

取り組みをこれからも継続していくことで、「心のバリアフリー」が市民の皆さまの間

に広まり、本市全体が「おもてなし」の心を持って世界中のお客様をお迎えし、選手に

気持ちよく滞在していただけるよう努めてまいります。 

○議長（小保方翔大議員）  成田高等学校付属中学校 加藤議員。 

〔成田高等学校付属中学校 加藤議員 自席で起立〕 

○加藤広大議員 ご答弁、ありがとうございました。成田市は先ほども述べました通り、

空の玄関であることからも、様々な国から多くの方が訪れると思います。国や地域によ
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って全く異なった考え方があり、バリアフリーとは環境や設備だけではなく、人々の文

化や生活や常識なども含めたものを言うと思います。外国人の方が気持ちよく滞在でき

るように、自分たちで壁を作らない心のバリアフリーを目指していきたいと思います。

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。 

（午後 ２時１５分） 

 

●下総みどり学園 

○議長（小保方翔大議員）  次に、下総みどり学園 瀨尾飛馬議員、並びに根本さくら議

員。 

〔下総みどり学園 議員２名 登壇〕 

○瀨尾飛馬議員  私は、下総みどり学園 9年の瀨尾飛馬です。下総地区で閉校になった

小学校跡地の使い方についてお伺いいたします。 

 私は、閉校になった小学校跡地をもっと市民のために活用して欲しいと思います。現

在閉校した 4校は、市の許可を得た団体や、テレビ CMの撮影などの利用に使われている

と聞いています。それだけでは、限られた一部の人たちしか使用することができません。

せっかく充実した施設があるので、例えば週に 1回は体育館やグラウンドなどを子ども

たちのために解放したり、地域の高齢者のためのイベントなどを開催したりするなどの

取り組みをして欲しいと思います。 

 そこでお伺いいたします。現在、成田市では、この閉校になった学校跡地をどのよう

に利用していく予定でしょうか。 

○議長（小保方翔大議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  瀨尾飛馬議員の、閉校となった学校跡地をどのように利用していく

予定なのかについてのご質問にお答えいたします。 

 まず、学校跡地利用につきましては、平成 24年度に、跡地利用の基本的な理念や考え
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方とともに、跡地利用に向けた手続きの基本的な流れについて定めました「学校跡地利

用基本方針」に基づき、検討を行っております。 

 平成 26年 4月に、下総地区の滑河小学校、小御門小学校、名木小学校、高岡小学校の

4校が統合され、新たに下総みどり学園が開校しておりますが、平成 27年 3月末時点で

8校が閉校しており、今後も大栄地区の 5校の小学校において統合による閉校が予定さ

れております。 

 下総地区の 4校を含め、閉校した学校跡地におきましては、各学校の本格的な跡地利

用が決定するまでの間、旧豊住中学校、旧中郷小学校、旧東小学校、旧滑河小学校及び

旧高岡小学校につきましては、体育館と運動場を地区運動施設としております。なお、

旧豊住中学校につきましては、校舎の一部も児童ホームとして活用している状況であり、

地域の皆さんとの協議を行い、市民の健康づくり、体力づくりの増進や地域コミュニテ

ィの醸成、地域の活動支援を図る用途などの施設として利用できるよう設計を行ってい

るところであります。 

 イベントの開催につきましては、前年度に、豊住運動施設や中郷運動施設におきまし

て、成田市子どもセンターの事業ではありますが、ソフトテニス教室やニュースポーツ

が体験できる教室が開催されています。本年度にも、ゴルフの基本を学ぶことができる

スナッグゴルフの親子体験会が、7月 26 日に滑河運動施設を会場に開催されています。 

 また、平成 25年度には、学校跡地の利用についての調査を行い、都市計画マスタープ

ランにおいて、都市が持つべき機能をどのように形成していくかの方針や既に整備され

ている公共施設、周辺環境との連携を考慮しながら、学校跡地の利用の方向性を示すゾ

ーニングを行うとともに、旧久住第二小学校、旧東小学校、旧小御門小学校の 3校をモ

デル校として、可能性のある活用機能の検討も行っております。 

 モデル校の 1つである旧小御門小学校につきましては、「健康づくりやスポーツツー

リズムを促進する地区」、「教育、文化的施設を誘導する地区」及び「保健、医療、福

祉機能の課題解決を図る地区」としてゾーニングを行い、行政として必要と考えられる
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活用可能性としては、文化財保存展示施設、映画撮影などのロケーション機能、民間事

業者のヒアリング結果などからは、運輸倉庫、工場などが示されています。 

 下総地区の他の 3校につきましては、旧滑河小学校及び旧高岡小学校の地域を「健康

づくりやスポーツツーリズムを促進する地区」として、旧名木小学校を「工業、物流機

能などの計画的な誘導を進める地区」として、また、全ての地域を「教育、文化的施設

を誘導する地区」及び「保健、医療、福祉機能の課題解決を図る地区」としてゾーニン

グを行っております。 

 大規模な敷地と建物を有する学校跡地について、成田市全体を考えたまちづくりの将

来像や市として事業を行うにあたり、どのような施設が必要なのかを取りまとめ、地域

の意向やニーズに十分配慮し、更には、民間事業者の活用も視野に入れた検討を行い、

地域の皆さんに提案したうえで、方向性の調整を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（小保方翔大議員）  下総みどり学園 根本議員。 

〔下総みどり学園 根本議員 自席で起立〕 

○根本さくら議員  私は、下総みどり学園 9年の根本さくらです。ご答弁ありがとうご

ざいます。質問を続けます。 

 私は地域全体が明るくなるために、今後も小学校跡地の積極的な利用を続けて欲しい

と考えています。また、閉校してから 2年あまりがたちますが、雑草が大量に生えてい

るなど、管理が行き届いていないように感じます。 

 地域のために、小学校跡地を活用するためにも施設の管理、維持が非常に大切になっ

てくると思います。その点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（小保方翔大議員）  伊藤教育総務部長。 

〔教育総務部長 伊藤和信 自席で起立〕 

○教育総務部長（伊藤和信）  根本さくら議員の、閉校した下総地区 4校の施設管理につ

いてのご質問にお答えいたします。 
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 地域とともに歩んできた学校が、閉校後も色褪せることが無いよう、維持管理を行っ

ていくことは、非常に大切であると考えております。市長がご答弁申し上げましたとお

り、地区運動施設として暫定活用している旧滑河小学校、旧高岡小学校の 2校につきま

しては、市民の皆さまが身近な場所でスポーツに親しめるよう維持管理に努めておりま

す。 

 また、旧小御門小学校、旧名木小学校の 2校につきましては、現在のところ跡地利用

はなく、春から夏にかけては、雑草が特に繁茂し、草刈をしても直ぐに成長してしまう

ことから、用務員や先生方、保護者による奉仕作業など、日頃から管理していた学校の

時と比較いたしますと、管理が行き届いてないとご心配をおかけしていることと思いま

す。この２校につきましては、教育委員会では、雑草の成長時期を考慮し、現地の状況

をみながら、必要最小限とはなりますが、計画的に草刈業務を業者に委託しております。

今後も、学校の跡地利用が決まるまでの間、適切な維持管理に努めてまいりたいと考え

ます。 

○議長（小保方翔大議員）  下総みどり学園 根本議員。 

〔下総みどり学園 根本議員 自席で起立〕 

○根本さくら議員  ご答弁、ありがとうございました。閉校した 4校の利用のしかたや

管理の方法がよくわかりました。今後も利用のルール等をしっかり守って利用していき

たいと思います。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２５分） 

 

●遠山中学校 

○議長（小保方翔大議員）  次に、遠山中学校 永井紗理香議員、並びに藤田麻央議員。 

〔遠山中学校 議員２名 登壇〕 

○永井紗理香議員  私は遠山中学校 3年の永井紗理香です。成田空港についてお伺いし

ます。 
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 私は成田空港が目の前にある遠山地区に住んでいます。今回、質問する機会をいただ

くにあたり、成田空港の歴史を知っている地域の方にお話を伺いました。その方の話に

よると、もともと成田空港は八街・富里方面に建設される予定でした。しかし、住民の

反対があり、遠山地区に建設されることになりました。もちろん、遠山地区でも激しい

反対運動が起こりました。遠山地区は開拓村だったので、汗水流して耕した畑を奪われ

たくないと激しく抵抗し、亡くなってしまった人もいたと伺いました。そのような歴史

がある成田空港ですが、最近では羽田空港の国際化が進み、成田空港離れとも言われて

います。たくさんの犠牲が出てしまいましたがアジアのハブ空港になるという目標があ

ったのに、今の成田空港はどのような状況になっていますか。 

 そこで、お伺いします。現在、成田空港離れと言われていることに対して、市の取り

組みや対応をお聞かせください。 

○議長（小保方翔大議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  永井紗理香議員の、今後の成田空港の発展についてのご質問にお答

えいたします。 

 まず、今の成田空港の状況についてでありますが、成田空港の強みは、豊富でバラン

スのとれた航空ネットワークであり、現在は、海外 103都市 106路線で運航されており

ます。また、国内線につきましては、成長著しい LCCの就航により、17都市 18路線で

運航されております。 

 また、本年 4月 8日には、750 万人対応の LCC を主体とした第 3旅客ターミナルビル

の供用が開始され、年間発着枠が 27万回から 30万回に拡大されました。 

 空港会社によりますと、前年度の航空機発着回数は、22万 8千回であり、本年度の見

通しは、7千回増加の 23万 5千回とのことであります。 

 次に、羽田空港の国際線発着枠が増加し、成田空港離れと言われていることに対する

取り組みや対応についてでありますが、今後も中長期にわたり、首都圏における航空需
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要は、増え続けることが予想されますので、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の、将来に渡っての大きな影響はないものと考えております。 

 ただし、成田空港は、羽田空港に比べて都心から遠いイメージのため、一時的な地盤

沈下が懸念されます。このため、空港会社では、本年 3月 30日から空港入場ゲートのノ

ンストップゲート化、4月 1日から新規就航路線の着陸料を最大 1年間無料とする制度

を導入するなど、様々な取組みを行っているところであります。 

 今後、空港会社では、成田空港の国際航空ネットワークの強みを活かし、中長距離路

線の更なる強化に加え、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としての

魅力を強化していきたいとのことであります。 

 また、成田空港は、本市の発展には欠かせない存在であることから、企業誘致条例を

拡充し、雇用型の奨励措置を設けて、LCCなど進出企業の本社を誘致することにより、

地域経済の活性化と市民の雇用拡大を図っております。 

 現在、国及び空港会社において、空港機能の強化、航空ネットワークの更なる拡充等

が進められており、成田空港における第 3滑走路の期待も高まっているところです。 

 本市といたしましても、多くの市民の方々や関係者の献身と努力によって、支えられ

てきた成田空港の更なる発展のために、関係機関と連携を図りながら、空港機能の一層

の強化に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（小保方翔大議員）  遠山中学校 藤田議員。 

〔遠山中学校 藤田議員 自席で起立〕 

○藤田麻央議員  私は遠山中学校 3年の藤田麻央です。ご答弁ありがとうございます。

質問を続けます。 

 遠山中学校は成田空港に最も近い中学校です。そのため、地域の人たちの中には大き

な反対運動や闘争を経験されている方がいます。 

 成田市は国家戦略特区に指定され、市内では医療大学の誘致などの環境整備が進めら
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れています。その一方で、成田空港第３ターミナルができたことによる騒音の対策や、

小中学生が安全に登下校できる環境作りに目が行き届いていないと思います。遠山中で

は騒音によって授業の発表や先生の声が聞こえにくかったり、自転車での登下校の際に

歩道を通って通学したりしています。 

 そこで、お伺いします。市では安心安全に生活できるまちづくりとして、空港周辺の

地域と共生発展するためにどのような対策を検討されていますか。また、いつ頃までに

実現できるのかお聞かせ下さい。 

○議長（小保方翔大議員）  藤﨑空港部長。 

〔空港部長 藤﨑勇一 自席で起立〕 

○空港部長（藤﨑勇一）  藤田麻央議員の、空港周辺の共生発展についてのご質問にお答

えいたします。 

 本市では、将来のまちづくりの方向性を定めた「成田市新総合計画」を策定しており、

その基本政策の中で、「国際空港都市として空港と共生していくために、空港周辺にお

ける生活環境の改善や空港周辺地域の地域振興を推進する」ことなどを定めております。 

 そして、具体的には、例えば、住宅の防音工事を促進するための「住宅防音工事等補

助事業」、騒音地域において、計画的な土地利用を図り、生活環境の整備を促進するた

めの「成田空港周辺環境整備推進事業」など各種施策を推進しております。 

 また、遠山中学校については、平成 25年度から平成 28年度の 4年間で、校舎の防音

工事と一体的に整備した空調機等の機能回復工事を進めております。 

 本市といたしましては、空港周辺地域の共生発展のために、新総合計画に基づく施策

や事業を基本とし、地域の方々のご意見を伺いながら、市民一人ひとりが、「安心安全

に生活できるまちづくり」を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（小保方翔大議員）  遠山中学校 藤田議員。 

〔遠山中学校 藤田議員 自席で起立〕 

○藤田麻央議員  ご答弁、ありがとうございました。私たちは今回の質問を作成する
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にあたり、成田闘争の歴史を地域の方から伺いました。その内容は遠山地区に住む私た

ちも知らず、今こうして豊かな生活ができる成田は本当にすごいことなのだと実感して

います。これからも成田が発展して、さらに安心安全な市になることを願っています。

また私も市がより良くなるように、日頃からの意識を強く持ちたいと思います。これで、

遠山中学校からの質問を終わります。 

（午後 ２時３５分） 

 

●久住中学校 

○議長（小保方翔大議員）  次に、久住中学校 藤山拓巳議員、並びに石毛美海議員。 

〔久住中学校 議員２名 登壇〕 

○藤山拓巳議員  私は、久住中学校 2年の藤山拓巳です。成田山参道の外国人向けの標

記についてお伺いいたします。 

 年々、日本を訪れる外国人観光客が増えているとニュース等で耳にします。成田山参

道を通り、成田山を訪れる外国人観光客も増加していると思われます。私も成田山参道

を訪れることがありますが、外国人向けの地図や説明があり、外国人の方も安心して観

光できると思います。しかし何か困ったことがあったとき、外国語で直接質問できたら、

もっと快適ではないでしょうか。 

 そこで提案があります。成田山参道の施設や店舗に、外国語対応であることがすぐに

わかるような標記を作るのはいかがでしょうか。そうすれば、外国人の方も外国語で気

軽に相談することができ、もっと快適に観光ができると思います。ぜひ、検討を宜しく

お願いします。 

○議長（小保方翔大議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）   藤山拓巳議員の、外国人観光客への対応についてのご質問にお答

えいたします。 
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 現在、本市には既に多くの外国人観光客が訪れておりますが、2020 年の東京オリンピ

ック・パラリンピックの開催や、本年 6月には「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ

ン」において、成田山新勝寺が千葉県内の観光地として初めて二つ星として紹介された

こともあり、本市を訪れる外国人観光客は、今後ますます増加するものと思われます。 

 このような中、本市では、外国人観光客が手軽に観光情報を入手できるよう、無料で

インターネットにつなげることができるサービス、いわゆる Wi-Fi フリースポットの整

備や、英語、韓国語、中国語による観光案内看板を設置しております。さらに英語メニ

ュー等の外国語対応を行っている飲食店の情報をまとめた「バー・アンド・レストラン

ガイド」の作成、成田市観光協会のホームページ「ＦＥＥＬ成田」や観光パンフレット

の多言語化などの取り組みを行っております。 

 また、本市の観光情報を発信する成田観光館や成田市観光案内所では、英語に対応し

たスタッフを配置するなど、外国人観光客が利用しやすい環境の整備に努めております。 

 藤山議員よりご提案いただきました、外国語対応可能標記も含めた外国人観光客に対

する受け入れ環境の整備につきましては、市といたしましても早急に検討すべき課題の

一つであると考えておりますので、今後も外国人観光客が安心して快適に移動・滞在・

観光していただける環境づくりに、成田市観光協会や成田商工会議所等の関係団体とと

もに努めてまいります。 

○議長（小保方翔大議員）  久住中学校 石毛議員。 

〔久住中学校 石毛議員 自席で起立〕 

○石毛美海議員  ご答弁ありがとうございます。私は久住中学校2年の石毛美海です。

次に、参道の店舗の外国語の説明について質問させて頂きます。 

 現状では、外国語の説明がある店舗とそうでない店舗で大きくわかれてしまっていま

す。また、説明の量も店舗によって差があります。これは外国人の方からすると不便を

感じるのではないでしょうか。 

 ですから、外国語の説明の有無、また説明の量を参道全体で統一されるのが良いと思
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います。この提案についてどう思われますか。お答え願います 

○議長（小保方翔大議員）  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）  石毛美海議員の、外国語での説明の有無及び説明の量の統一に

ついてのご質問にお答えいたします。 

 外国語での説明につきましては、メニュー等の商品の紹介や各店舗内の案内表示など

がありますが、これらの説明の統一的な対応を行うことは、各店舗の様々な事情もある

ため、困難と認識しております。 

 しかしながら、本市といたしましても、外国語での案内表示をはじめとした、外国人

観光客の受け入れ体勢の整備は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの開催等

に向けて、課題の一つだと考えておりますので、関係団体と連携し、各店舗に最低限度

の外国語での案内表示を依頼するなど、外国人観光客の受け入れ体勢を強化してまいり

ます。 

○議長（小保方翔大議員）  久住中学校 石毛議員。 

〔久住中学校 石毛議員 自席で起立〕 

○石毛美海議員  ご答弁、ありがとうございました。私はこの提案が実行されること

で、より外国に通ずる成田になっていくものだと思います。これから 2020 年には東京オ

リンピック・パラリンピックがあり、ますます観光客も増えていくと思います。私も今、

学校で英語を習っていますが、将来的にはそれを生かし、観光業などで成田へ貢献して

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４３分） 

 

●西中学校 

○議長（小保方翔大議員）  次に、西中学校 髙木詩織議員、並びに福田志保議員。 

〔西中学校 議員２名 登壇〕 
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○髙木詩織議員   私は、西中学校 3年の髙木詩織です。私は成田市内のマンションと

住宅街の中で近隣の住民との交流に差があるのではないかと感じています。私はマンシ

ョンに住んでいるのですが、他の住民と関わる機会が少ないです。しかし、住宅街に住

む友人は、住民同士の仲が良く、ご飯を食べに行ったりもするそうです。このように地

区内での交流に差があることはあまりよくないと思います。 

 なぜなら、交流が少ないということは自分の近くに誰が住んでいるかわからないし、

もし震災などの災害が起きた時などに助け合うことができないと思うからです。 

 本来、こういう問題は各自治会で解決することだとは思いますが、現在、成田市とし

ては、このような問題についてどのように考え、どのような方針をとっているのでしょ

うか。教えていただきたいです。 

○議長（小保方翔大議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）   髙木詩織議員の、地域コミュニティについてのご質問にお答えい

たします。 

 日頃から、地域の状況に目をお配りいただきありがとうございます。 

 髙木議員のご発言にありましたとおり、地域の住民同士の交流や区・自治会・町内会

の活動が活発になることで、住民同士のコミュニケーションが図られ、地域に支え合い

や思いやりの精神が育まれます。そのことが、震災などの災害時、普段の生活において

の福祉の向上や防犯活動などにも大きな力となると認識しており、特に、災害発生時に

は、地域住民が相互に助け合いながら、救護活動や避難誘導を行うなど、組織的に防災

活動に取り組む自主防災組織は、大変重要と考えております。 

 一方、本年 6月に実施した、「地方創生に関する市民意識調査」の中の「地域活動や

サークル活動への参加度」を問うアンケート結果では、地域活動に「良く参加する」、

「時々参加している」と回答をした方の割合は、全体の約 30パーセントとなっておりま

す。 
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 また、本年 7月末現在、本市には 290の自治会が設立されておりますが、加入率とし

ては、市内全世帯の約 60パーセントに留まっております。このように、近年の少子高齢

化やライフスタイルの多様化などの社会環境の変化により、地域への関心の低下や人と

人とのつながりの希薄化が危惧されます。 

 このようなことから、本市では、自治会などへの加入の促進を図る取り組みとして、

転入する際の市民課窓口において、入会に関する案内チラシの配布や、住宅などの開発

事業が行われる場合に、自治会などの設立に向けた働き掛けを行い PRに努めております。 

 また、自治会などに対して、地域コミュニティの活性化を促すことを目的とした環境

美化運動、お祭りなどの地域行事や地域コミュニティ活動の拠点施設である集会施設の

整備などに支援を行っております。 

 今後も、より良い地域コミュニティの形成が図れるよう自治会設立に向けた働きかけ

や、ご質問でいただいたように戸建やマンションなど、住民の居住形態の違いにも着目

し、それぞれの地域環境に効果的な加入促進の方法について検討するとともに、災害時

における地域の助け合い活動の重要性についても市民の皆様にご理解いただけるよう努

めてまいります。 

○議長（小保方翔大議員）  西中学校 福田議員。 

〔西中学校 福田議員 自席で起立〕 

○福田志保議員   私は、西中学校 2年の福田志保です。ご答弁ありがとうございます。

質問を続けます。 

 先ほど質問いたしました地区ごとの関わりの深さに差があることについてですが、ま

ずその地域ごとの取り組みが少なく、また取り組みがあってもその取り組みを知る方法

が少ないのだと思います。 

 そこで今後の成田市には掲示板や回覧板などの活用が必要であると考えます。掲示板

や回覧板があれば、その地域の人みんながその取り組みを知ることができ、地域の人同

士の関わりが深くなっていくと思います。市としてどのように考えているのか、お答え



 

41 

 

願います。 

○議長（小保方翔大議員）  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）   福田志保議員の、地域の取り組みの周知方法についての

ご質問にお答えいたします。 

 市と区・自治会・町内会は、お互いが自立した立場にありながらも、福祉の向上と地

域の発展のために連携・協力する関係にあります。 

 そこで、本市では、毎月 1日と 15日に、自治会などの代表者の皆さんに、市からのお

知らせや、地域の学校だより・福祉だよりなどを、回覧文書として発送しており、その

文書を地域内で回覧していただいております。 

 それぞれの地域内での行事や生活関係のお知らせについても、市からの文書と併せて

回覧をいただいている地域もあり、また、地区内に掲示板を設けて周知を図っている自

治会などもございます。 

 なお、市から回覧用のバインダーを配布しており、掲示板についても、設置を希望す

る自治会などに支援をしています。 

 しかしながら、回覧は自治会などが自主的に決める仕組みでありますので、自治会な

どに所属していない方や、自治会自体が設立されていない地区については、回覧が届か

ないこととなります。 

 自治会などへ加入していない方でも、市から発送した回覧文書については、本市のホ

ームページからご覧いただくことができますが、福田議員のご発言にありましたとおり、

地域住民同士の交流や地域情報の共有は地域コミュニティを活性化する上で、大変、重

要であることから、今後においても、より良い地域コミュニティの形成が図れるよう自

治会設立に向けた働きかけや加入促進に努めてまいります。 

○議長（小保方翔大議員）   西中学校 福田議員。 

〔西中学校 福田議員 自席で起立〕 
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○福田志保議員  ご答弁、ありがとうございました。私が住んでいる地区には新山町

内会があります。以前から町内清掃や納涼会などはしていましたが、震災の後、避難訓

練や AEDの使い方、消火活動の練習などをしています。参加してみると自分が思ってい

た以上に知らない人がいて、もし震災など協力が必要なことが起きた時に、その人が逃

げ遅れていたりしていなくても、私は気づかないのではないかとすごく不安になりまし

た。なので私の家族は参加できるときはできるだけ参加してきました。これからも回覧

板などが回ってきたらしっかり読んで、このような関わりが成田市全体に広がれば良い

と思います。これで、西中学校からの質問を終わります。 

（午後 ２時５２分） 

 

●吾妻中学校 

○議長（小保方翔大議員）  次に、吾妻中学校 松岡詩乃議員、並びに佐藤航太議員。 

〔吾妻中学校 議員２名 登壇〕 

○松岡詩乃議員   私は、吾妻中学校 3年の松岡詩乃です。成田市の環境美化に関する

取り組みについてお伺いいたします。 

 私は、休日に家族で買い物に行くのですが、その際に、印旛沼にかかる橋を渡って行

きます。そこから見える印旛沼が、とても汚れているように感じました。そこで調べて

みたところ、印旛沼の COD と呼ばれる水質悪化の目安となる数値が平成 23年度から全国

で最も悪いことがわかりました。更に、その値は年々悪くなってきています。一方で、

同じ千葉県の手賀沼では、昭和 49年から 27年間 CODの値がワースト 1位でしたが、様々

な対策により、現在はかなり改善されています。 

 そこで、お伺いいたします。印旛沼の水質を改善するために、成田市はどのような対

策を行っているのでしょうか。また、私たち市民ができることは何でしょうか。 

○議長（小保方翔大議員）   小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 
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○市長（小泉一成）   松岡詩乃議員の印旛沼の水質改善についてのご質問にお答えい

たします。 

 印旛沼は、県立印旛手賀自然公園に指定され、豊かな自然を今に残すとともに、水産、

レジャー、親水、観光などのほかに、上水道、工業用水及び農業用水の水源として利用

され、私たちの暮らしや経済において重要な役割を担っております。 

 印旛沼は、北印旛沼と西印旛沼の二つに分かれ、本市をはじめ千葉市、船橋市、佐倉

市など 11市 2町、流域面積は約 5万ヘクタールの広大な地域となっており、昭和 30年

代以降の都市化により生活排水などが増大したことにより、水質の悪化が急速に進み、

アオコの発生や臭いが問題になるなど、その汚濁が深刻になっております。 

 印旛沼の水質汚濁の原因としましては、私たちの普段の暮らしから出る生活系の排水

や、工場、事業場からの産業系の排水と、山林、農地、市街地などからの自然系の排水

があげられます。 

 まず、印旛沼の水質に影響が大きい生活系の排水ですが、本市においては、生活排水

を浄化・処理するため、下水道などの排水処理施設を整備するとともに下水道が整備さ

れない区域にお住まいの方には、し尿と生活排水を併せて浄化処理する合併処理浄化槽

の設置費や適正な管理のための維持管理費に対する補助事業を実施しております。 

 特に、印旛沼流域におきましては、窒素、または、窒素とリンを除去する機能を併せ

持つ「高度処理型合併処理浄化槽」の設置を推進し、水質改善のための対策に取り組ん

でおります。 

 次に、産業系の排水ですが、工場などから出る排水につきましては、千葉県が法律な

どに基づいて水質規制を行っており、併せて本市と連携しながら、違法行為に対する指

導や取り締まりを行っております。 

  次に、自然系の排水ですが、農地から流れる水に対しては、千葉県の施策である化学

農薬や化学肥料を減らす「千葉エコ農業」などを推進するほか、緑地の保全や自然環境

の保護などのための対策にも取り組んでおります。 
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 また、印旛沼周辺の環境美化活動として「印旛沼クリーンハイキング」を、市民と事

業者で構成された「なりた環境ネットワーク」との共催で行っております。毎回多くの

市民や各種団体の皆さまに参加していただいておりますので、機会がございましたら、

ぜひ参加してください。 

 皆さんが印旛沼の水質を改善するためにできることは、汚れた水を流さないようにす

ることがあげられます。例えば、大さじ一杯の食用油を浄化するためには、浴槽 15杯分

の水が必要だと言われていますので、台所で食器を洗う前にキッチンペーパーなどで油

をふき取ることや、汚れた水を出さないために、台所用三角コーナーや水切りネットの

使用、環境に優しい洗剤の適正量の使用などを心がけていただければと思います。 

 私たち一人ひとりが環境の大切さを深く認識し、日常の活動の中で、環境への負荷を

できる限り少なくしていくことが大切であり、こうした積み重ねが「きれいな印旛沼」

をよみがえらせることに繋がっていくと考えております。 

 印旛沼は、先程も申し上げましたが、11市 2町の流域を抱えておりますので、本市と

いたしましても、周辺市町と連携を図りながら、引き続き印旛沼の水質浄化に取り組ん

でまいりますので、市民の皆様におかれましても、ご協力をお願いいたします。 

○議長（小保方翔大議員） 吾妻中学校 佐藤議員。 

〔吾妻中学校 佐藤議員 自席で起立〕 

○佐藤航太議員  ご答弁ありがとうございます。私は、吾妻中学校３年の佐藤航太です。

質問を続けます。 

 私の通う吾妻中学校区は、はなのき台など宅地の開発が進んでいます。そのため、以

前あった緑が減ってきているように感じています。また、成田市内では、成田空港関連

の開発により、里山などの自然環境が失われていっています。このような開発によって、

成田市の緑が減っていることがとても心配です。 

 そこで、お伺いいたします。成田市は環境保全や緑化について、現在どのような対策

をしているのでしょうか。 
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○議長（小保方翔大議員）  齊藤都市部長。 

〔都市部長 齊藤清治 自席で起立〕 

○都市部長（齊藤清治）   佐藤航太議員の、成田市の環境保全や緑化推進についてのご

質問にお答えいたします。 

 本市では、森林等が開発される場合におきまして、法令等に基づき、適切な場所に樹

林地を残すことや新たに樹木を植えるなど、開発事業者に対し適切に緑が確保されるよ

う指導しております。 

 また、本市が管理します公園や緑地につきましても良好な維持管理を行い日頃から緑

の保全に努めているところです。 

 更に、市民の皆様に緑の大切さを認識していただくため、各種イベントの際に花の球

根などを配布するとともに、自治会が実施する緑化事業へ花や苗木の配布を行っており

ます。 

 緑の保全は、二酸化炭素の排出を抑制するなど、地球の温暖化防止に対しても極めて

有効な手段であると考えますので、今後とも環境の保全につながるよう、緑化推進に努

めてまいります。 

○議長（小保方翔大議員）  吾妻中学校 佐藤議員。 

〔吾妻中学校 佐藤議員 自席で起立〕 

○佐藤航太議員  ご答弁、ありがとうございます。現在、成田市は宅地の開発や駅ビ

ルの建設により都市化が進んでいく中で、歴史ある成田市の緑を残していくために、次

世代を担う自分たちが積極的に活動していこうと思いました。これで、吾妻中学校から

の質問を終わります。 

 

○議長（小保方翔大議員）  これで、各中学校の代表質問を終わります。 

（午後 ３時０２分） 
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◎市長の講評 

○議長（小保方翔大議員）  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。 

 １２回目を迎えた中学生議会ですが、本日皆さんからいただいた質問は、現在、成田

市が直面している重要課題に関することをはじめ、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、的確、かつ、すばらしい質問でありまし

た。 

 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をとても嬉し

く思います。 

 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

務を担う担当幹部職員も、全力で答弁を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

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、「住んでよし、働いてよし、訪れてよし」の市民の皆さん



 

47 

 

が豊かさを実感できるまちづくりを推進するため、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、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、平成２７年度成田

市中学生議会の講評といたします。             （午後 ３時０８分） 

 

 

◎議会の閉会 

○議長（小保方翔大議員）  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２７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２７年度成田市中学生議会を閉会いたします。 

（午後 ３時０８分） 

 


