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平成 28 年度成田市中学生議会質問一覧（発言順） 
 

 
 
   
 
 1．公津の杜中学校 ・・・ 国際医療福祉大学設立における公津の杜地区の変化 
              について 

 2．大 栄 中 学 校 ・・・ 大栄地区の住みよいまちづくりについて 
    

 3．中 台 中 学 校 ・・・ 成田市内の公共施設の収入について 

 

 4．玉 造 中 学 校 ・・・ 成田駅前の開発と活用について 
   

 5．成田高等学校付属中学校 ・・・ 成田市の商工業の課題について 
 

 6．下総みどり学園 ・・・ 下総の地名の継承と地域の活性化について 

 

 7．遠 山 中 学 校 ・・・ 成田市のスポーツツーリズムについて 

 
 
 8．久 住 中 学 校 ・・・ 医療政策について 
 

 9．西 中 学 校 ・・・ 災害支援と防災教育について 

   
10．吾 妻 中 学 校 ・・・ 成田市の選挙に対する取り組みについて 
 
 
11．成 田 中 学 校 ・・・ ふるさと納税について 
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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 28年 8月 17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） 

髙
たか

橋
はし

 宏斗
ひ ろ と

 議員 
公津の杜 

中学校 2年生 
三瓶
さ ん べ

 莉々
り り

花
か

 議員 
公津の杜 

中学校 2年生 

栗原
く りはら

 将
しょう

威
い

 議員 大栄中学校 3年生 入江
い り え

 雄飛
ゆ う ひ

  議員 大栄中学校 3年生 

諸岡
もろおか

 姫乃
ひ め の

 議員 大栄中学校 3年生 石田
い し だ

 隆
りゅう

真
ま

 議員 中台中学校 2年生 

吉田
よ し だ

 龍
りゅう

 議員 中台中学校 2年生 逸見
へ ん み

 野々
の の

花
か

 議員 玉造中学校 3年生 

小倉
お ぐ ら

 明日香
あ す か

 議員 玉造中学校 3年生 日暮
ひぐらし

 竜也
た つ や

 議員 
成田高等学校 

付属中学校 2年生 

藤澤
ふじさわ

 知
とも

輝
き

 議員 
成田高等学校 

付属中学校 2年生 
杜
と

澤
ざわ

 紗羽
す ず は

  議員 
下総みどり学園 

9年生 

元木
も と き

 圭
けい

佑
すけ

 議員 
下総みどり学園 

9年生 
富澤
とみざわ

 麗
れい

市
いち

 議員 
下総みどり学園 

9年生 

檜山
ひ や ま

 優人
ゆ う と

 議員 遠山中学校 3年生 伊藤
い と う

 美
み

悠
ゆ

 議員 遠山中学校 3年生 

藤山
ふじやま

 桃
もも

花
か

 議員 久住中学校 2年生 鈴木
す ず き

 愛
まな

海
み

 議員 久住中学校 2年生 

越川
こしかわ

 優里佳
ゆ り か

 議員 西中学校 3年生 奥貫
おくぬき

 優美
ゆ う み

 議員 西中学校 3年生 

揚
あげ

原
はら

 聖
せい

智
ち

 議員 吾妻中学校 3年生 金澤
かなざわ

 一成
いっせい

 議員 吾妻中学校 3年生 

松島
まつしま

 航暉
こ う き

 議員 成田中学校 3年生 大谷
おおたに

 綸
りん

太郎
た ろ う

 議員 成田中学校 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 中 条 専 一 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 戸 祭 幸 也   

総 務 部 長 宮 田 洋 一   財 政 部 長 野 村 弘 充   

空 港 部 長 藤 﨑 勇 一   空 港 部 参 事 山 田 明 彦   

市民生活部長 大 木 孝 男   環 境 部 長 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 藤 﨑 祐 司   土 木 部 長 布 施 幸 伸   

都 市 部 長 齊 藤 清 治   企画政策課長  伊 藤 昭 夫   

秘 書 課 長 清 水 活 次   
総 務 課 長 
（選管書記長） 宮 﨑 由 紀 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 秋 山 雅 和   消 防 長 山 下 昌 起   

消防本部次長 大 谷 昌 利   
監査委員事務局 
局 長 

坂 本 公 男   

農業委員会事務局 
局 長 

木 内 悦 夫     
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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 28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。立会人に中台中学校 吉田龍議員、玉造中学校 逸見 

野々花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    大栄中学校    諸岡 姫乃 議員  12票 

           下総みどり学園  富澤 麗市 議員  12票  

以上のとおりであります。 

 よって、大栄中学校 諸岡姫乃議員並びに下総みどり学園 富澤麗市議員が議長に当

選いたしました。ただいま当選されました諸岡議員と富澤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、下総みどり

学園 富澤議長にお願いいたします。富澤議長、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 10分） 

 

○議長（富澤麗市議員）   下総みどり学園 9年の富澤麗市です。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。本日は大変貴重な機会を与えていただき、ありが

たく思っています。私たちもいよいよ 3年後には選挙権を得ることになります。より深

く成田に係わっていくことができるよう、責任を持って議会に臨みたいと思います。 
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 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 12分） 

 

◎市長あいさつ 

○議長（富澤麗市議員）  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 28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。 

 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。

この目的は、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しての意見や要

望を述べてもらい、今後の市政運営に反映していくため開催しているものであり、今回

で 13回を数えます。 

 皆さんは、日々勉強をはじめクラブ活動などで忙しい時間を過ごしている中で、なか

なか市政に関心を持つ機会は少ないと思います。本年 6月からは選挙権年齢も 18歳以上

へと引き下げられました。 

 そして先ほど議長からお話がありましたように、皆さんは 3年後に有権者となる訳で

ございます。どうか 3年後の有権者となることに備えるためにも本日の中学生議会が皆

さんにとりまして、より政治あるいは市政が身近なものになる良い機会となればと願っ

ております。 

 そして限られた時間ではございますが、将来の成田を、また、日本を背負っていく皆

さんから、幅広いご意見をお伺いしたいと思いますので、それぞれの中学校の代表とし

て、自信をもって質問していただくようよろしくお願い申し上げます。 

 結びにあたりまして、本日、中学生議員の皆さんにとりまして、実りの多い議会とな
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りますことを、期待申し上げまして挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

（午後 1時 14分） 

 

 

◎会期の決定 

○議長（富澤麗市議員）  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（富澤麗市議員）  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（富澤麗市議員）  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、公津の杜中学校 髙橋宏斗議員、成田中学校 松

島航暉議員を指名いたします。 

 

（午後 1時 15分） 

 

 

◎代表質問 

○議長（富澤麗市議員）  日程第 4、各中学校からの代表質問を行います。 
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●公津の杜中学校 

○議長（富澤麗市議員） 初めに､公津の杜中学校 髙橋宏斗議員、並びに三瓶莉々花議

員。 

〔公津の杜中学校 議員 2名 登壇〕 

○髙橋宏斗議員 私は、公津の杜中学校 2年の髙橋宏斗です。成田市の公津の杜に新設

の国際医療福祉大学ができたことにより、周辺地域の環境がどのように変わったのか、

ということについてお伺いいたします。 

 私たちの学校は、新設された国際医療福祉大学の近くにあり、私の友達にも近隣に住

んでいる人が多くいます。しかし、大学ができたことにより、人口や交通量の増加など

私たちの目に見える大きな変化は感じられません。成田市では大学ができたことにより、

どのような変化を想定していたのでしょうか。また公津の杜地区は、現在どのように発

展しているのか、お聞かせください。 

○議長（富澤麗市議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  髙橋宏斗議員の、国際医療福祉大学設立における公津の杜地区の

変化についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、成田市では大学ができることにより、どのような変化を想定していたのかとの

ことでありますが、本市では、大学の設置は本市の魅力を高め、活気あるまちづくりに

必要なものとして、以前から、市民の皆さまの要望も高かったことから、長年の課題と

して取り組んできたところであります。大学設置による具体的な効果といたしましては、

学生や教職員が定住することに伴う人口増加、学生や教職員が市内で買い物などをする

ことによる市内経済の活性化、市民向けの講演会や公開講座の開催、大学施設の開放な

ど、教育、文化レベルの向上や地域への貢献などを見込んでおりました。 

 当初は全学部を対象にしておりましたが、私が市長に就任してからは医療従事者不足

による地域医療の崩壊を防ぐため、医科系の大学に絞って誘致に取り組んだ結果、国際
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医療福祉大学の進出が決まり、今年 4月に成田看護学部及び成田保健医療学部が公津の

杜駅前に開学し、約 370人の学生が入学いたしました。さらに、来年 4月にはその隣接

地で医学部の開学が予定されており、新たに 140人の学生が入学する予定であります。 

 今年度は開学の初年度であることから、大きな変化は感じにくいかもしれませんが、

医学部は 6年制、看護学部と保健医療学部は 4年制でありますので、これらの学部の学

年が全て揃いましたら、今よりもはるかに多い、2,000人を超える学生が集うことにな

り、大きな賑わいが生み出されるものと考えております。 

 次に、公津の杜地区は現在どのように発展しているのか、とのことでありますが、公

津の杜地区は平成 11年に区画整理事業が完了して以来、駅前の商業施設の開業や公津の

杜小学校及び中学校の開校並びにもりんぴあこうづの整備などにより計画的な市街地の

形成が図られてきた地区であります。 

 今後は、大学の学生や教職員が現在よりも増加し、本市が期待しておりました大学誘

致による効果が大きくあらわれ、公津の杜地区は若者が集まる活気あふれるまちになっ

ていくと考えております。 

○議長（富澤麗市議員）  公津の杜中学校 三瓶議員。 

〔公津の杜中学校 三瓶議員 自席で起立〕 

○三瓶莉々花議員  私は、公津の杜中学校 2年の三瓶莉々花です。ご答弁ありがとう

ございます。質問を続けます。 

 先日、新聞で拝見したのですが、「若者が集まる活気あふれる町」になるとお考えと

のことですが、具体的にどのような町をイメージしているのでしょうか。例えば、私た

ち小中学生に向けて医療に関する学習体験を行ったり、学生だけでなく一般向けの医療

セミナーを開催したりするなど、地域に開かれた活動があるとよいのではと考えます。

市としてどのように考えているのか、お答え願います。 
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○議長（富澤麗市議員）  都祭企画政策部参事。 

〔企画政策部参事 戸祭幸也 自席で起立〕 

○企画政策部参事（戸祭幸也）  三瓶莉々花議員の、国際医療福祉大学の地域に開かれた

活動についてのご質問にお答えいたします。 

 国際医療福祉大学と市は、地域の発展と充実に向けて、互いに連携協力することとし

ており、ご提案の「小中学生向けの医療に関する学習体験」や「一般向けの医療セミナ

ー」の開催につきましては、地域連携にふさわしい素晴らしいアイディアでありますの

で、現在、検討している連携事業とともに実現に向けて大学と協議を行ってまいります。 

 また、開学してから、まだ半年もたっていませんが、学生や教職員の方には公津の杜

地区のイベントや成田の祇園祭などへの参加を通じて、地域の活性化に貢献していただ

いているところであり、来年度以降も学生が増えていくことによって、更なる地域の活

性化につながるものと期待しております。 

○議長（富澤麗市議員）  公津の杜中学校 三瓶議員。 

〔公津の杜中学校 三瓶議員 自席で起立〕 

○三瓶莉々花議員  ご答弁ありがとうございました。私たちの生活にとって医療は身

近な問題だと思います。 

 癌や心臓病などについてテレビ報道でもよく耳にすることが多いです。最近では高齢

者の福祉や介護のニュースでもよく見かけます。将来、自分や周りの人にとっても欠か

せないものになっていきます。私は自分の住む地域に医療大学ができたことで、より医

療に興味を持つことが出来ました。友人と話していても、医学とはどういうものなのか

と話に上がることもありました。 

 この大学設立を機に、中学生や医療大学の学生だけではなく、地域の子ども達、大人

でも医療にふれることになり、より市の医療に対する関心が高まり、施設や体制が充実

していくことを期待しています。これで公津の杜中学校からの質問を終わります。 

（午後 1時 23分） 
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●大栄中学校 

○議長（富澤麗市議員）  次に、大栄中学校、栗原将威議員並びに入江雄飛議員。 

〔大栄中学校 議員 2名 登壇〕 

○栗原将威議員  私は大栄中学校 3年の栗原将威です。大栄地区のまちづくりについ

てお伺いします。 

 大栄地区では、大栄ジャンクションが開通したことで、遠方への移動がたいへん便利

になり、私たちにとって欠かせないものとなっています。これに伴い、多方面から大栄

地区に訪れる人が増えると期待しています。そこで私は、訪れて下さる方々に、大慈恩

寺や伊能歌舞伎、歌舞伎米をはじめとする新鮮な農作物などの大栄地区の良さを知って

いただきたいと考えています。 

 しかし、大栄インターを下りてからの、現在の大栄地区の道路については道幅が狭く、

見通しが悪い道路があります。また、主要な道路以外では街灯が少ないため、地域住民

にとっても夜間の外出が難しくなっています。 

 私は、訪れる人にとってもまた住む人にとってもよりよいまちをつくるために、道路

の整備や街灯の増設が必要だと考えています。この点について、市としてのお考えをお

聞かせ下さい。 

○議長（富澤麗市議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  栗原将威議員の、大栄地区の道路状況についてのご質問にお答えい

たします。 

 「訪れる人や住んでいる人にとってよりよいまちとなるための道路整備を」とのこと

でありますが、市では、道路を大きく 2つの性格に分けて整備を行っております。一つ

目は、国道や県道と共に市の骨格となり、整備計画に基づき計画的な整備を行う「幹線

道路」、二つ目は、地域の生活を支え、地域の要望によって地域の方々と相談しながら

整備を行う「生活道路」であります。 
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 大栄地区で「道幅が狭く、見通しが悪い」といわれている道路の大半が生活道路だと

思われますが、例えば、大慈恩寺前の市道吉岡 4号線につきましては地域の重要な生活

道路となっており、近年、大慈恩寺へ参詣される方が増えていることなどから、地域の

要望により大型バスも入れるように現在道幅を広げる工事を行っております。 

 このような生活道路の整備について、大栄地区では現在 20路線ほどが検討され、地域

の方々と相談しながら、優先度の高いものから順次進めているところであります。 

 また、街灯の設置についてでありますが、交差点などの交通安全上重要な箇所に設置

する道路照明につきましては道路整備の中で行ってまいります。 

 一方、夜間暗くて通行に支障のある場所や防犯上不安のある場所に設置される防犯灯

につきましては、現在、区・自治会・町内会などに設置と管理をしていただいておりま

す。これは、「自分たちのまちは自分たちで守る」という防犯意識を持っていただくこ

とを目的としたものであり、本市ではその設置の際に一定の要件を満たした防犯灯につ

いて経費の一部を補助するとともに、その後の電気料金や修繕などの維持管理費につい

ても一部を補助し、防犯灯の設置促進を図っております。 

 大栄地区に限らず、本市には訪れる人々をもてなす素晴らしい資源がたくさんあり、

それを出来る限り多くの方々と共有したいという想いは、私も皆さんと一緒であります。

今後もより良いまちづくりのために、地域の方々と協力しながら道路の整備を進めてま

いります。 

○議長（富澤麗市議員）  大栄中学校 入江議員。 

〔大栄中学校 入江議員 自席で起立〕 

○入江雄飛議員  ご答弁ありがとうございます。私は大栄中学校 3年の入江雄飛です。

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における交通の充実についてどの

ようにお考えでしょうか。 

 成田市ではコミュニティバスの運行をされていますが、私たちの住む地域のコミュニ
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ティバスは、本数が少なく、時間も通学などの時間に合わないため、バスを利用しての

通学が難しくなっています。大栄地区に小中一貫校が開校し、スクールバスが運行され

るまでの間、成田市が掲げている「子どもたちや高齢者の通学、通院、買い物などの交

通手段を確保する」という観点から、市としてのお考えをお聞かせ下さい。 

○議長（富澤麗市議員）  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）  入江雄飛議員の、大栄地区の交通の充実についてのご質問

にお答えいたします。 

 大栄地区において以前は、成田駅から国道 51号を通る佐原駅行きの吉岡線、成田駅か

ら多良貝・前林地区を通る小見川駅行きの小見川線、旧大栄町役場から地蔵原を通る滑

河駅行きの下総線、佐原駅から桜田・官林地区を通る多古町行きの佐原多古線、といっ

た民間の路線バスが運行し、地域住民の移動手段となっておりました。 

 その後、自家用車の普及により、利用者が少なくなり、採算の取れない路線は、現在

の吉岡線のみを残し廃線となりましたが、地域住民の移動手段を確保しなければという

観点から、平成 9年と平成 11年には、廃線と同時に沿線市町が共同で補助金を支出し、

旧大栄町役場から桜田・官林地区を通り多古町に向かう桜田多古線と、成田空港から多

良貝・前林地区を通り栗源工業団地に向かう栗源線を開通いたしました。 

 また、路線バスが廃止された地域や、民間路線バスがない地域の日常生活の交通手段

を確保するため、平成 17年度からコミュニティバスの実証実験を行い、合併後の平成

18年 4月には、1ルート 1台を基本としたコミュニティバスの本格運行を開始いたしま

した。大栄地区内を通る津富浦ルートは、平成 19年度から運行を開始し、他のルートと

同様 1台で運行しておりますが、大栄地区から保健福祉館まで、長距離の往復運行を行

っているため、運行回数を増やすことは、非常に難しい状況となっております。なお運

行ルートについては、民間路線バスの吉岡線と競合しないよう設定しているところであ

ります。 
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 また平成 25年度からは、70歳以上の高齢者を対象としたオンデマンド交通の運行が

市内全域で開始され、通院・買い物などの移動手段として、多くの大栄地区の高齢者に

も利用されています。 

 このように、市では現在、大栄地区にお住いの方々の生活交通の確保を図っていると

ころでございます。 

○議長（富澤麗市議員）  大栄中学校 入江議員。 

〔大栄中学校 入江議員 自席で起立〕 

○入江雄飛議員  ご答弁ありがとうございました。私は成田市民すべての声に応えら

れる成田市であってほしいと思います。大きな声だけではなく、小さく少数な声であっ

ても耳を傾けてほしいです。大きく多数の声だけが正解とは限りません。これが私の市

への思いです。これで大栄中学校の質問を終わりにします。 

（午後 1時 32分） 

 

●中台中学校 

○議長（富澤麗市議員）  次に、中台中学校 石田隆真議員、並びに吉田龍議員。 

〔中台中学校 議員 2名 登壇〕 

○石田隆真議員  私は中台中学校 2年の石田隆真です。成田市中台運動公園施設利用料

金による収入の活用についてお伺い致します。 

 私は普段から、中台体育館や中台球場などを使う事があり、多くの市民の方が利用し

ていると感じています。夏にはプールも利用可能となり、より幅広い世代の方が利用す

るのではないかと思います。 

 これだけ多くの方々が利用すると、その収入はどう活用されているのか、友人との話

題にも上がりました。私たちのように，施設利用による収入の活用ついて知りたい人も

いると思うので、活用についての掲示物をつくるとよいのではないかと考えます。 

 そこでお伺いします。現在、成田市中台運動公園の収入については、どのように活用
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しているのでしょうか。教えてください。 

○議長（富澤麗市議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  石田隆真議員の、中台運動公園の施設利用料金についてのご質問に

お答えいたします。 

 中台運動公園につきましては、大谷津運動公園、久住体育館及び久住テニスコートと

併せて、公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団が指定管理者として管理運営を

行っております。 

 中台運動公園等の管理運営を行う費用につきましては、施設利用者が支払う利用料金

と成田市が支払う指定管理料で賄われており、主な内訳といたしましては、光熱水費、

清掃やプール管理等の委託費、施設や備品の修繕費、人件費などとなっております。 

 前年度の中台運動公園等の利用者数は、約 37万 6,000人ですが、利用料金は多くの人

に利用してもらえるよう低額に設定していることから約 2,900万円となっております。

これに対し、管理運営費につきましては約 1億 8,000万円で、そのうち光熱水費は約

3,200万円、委託費は約 5,800万円かかっており、利用料金は管理運営費の一部として

利用されております。 

○議長（富澤麗市議員）  中台中学校 吉田議員。 

〔中台中学校 吉田議員 自席で起立〕 

○吉田龍議員  ご答弁ありがとうございます。私は、中台中学校 2年の吉田龍です。質

問を続けます。 

 私は、中台運動公園とは違い、学校などの利用による収入がない施設の改善について

質問致します。私たちの学校ではグラウンドの広さが不十分であり、サッカー部と陸上

競技部との間が、とても狭いため、枠を外れたシュートをしたボールが陸上部員にぶつ

かってしまうなど、それぞれの活動に支障をきたすことがあります。 

 敷地拡大工事やネットの設置など事故防止できるような施設設備の改善ができるとよ
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いと考えます。 

 利用による収入のない施設の改善はどのようにしているのでしょうか、教えてくださ

い。 

○議長（富澤麗市議員）  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）   吉田龍議員の、学校の施設整備費についてのご質問にお

答えいたします。 

 学校施設は、市民の皆様の税金や国の補助金などにより、グラウンドの広さなどを定

めた学校の整備基準をもとに市が設置しております。 

 部活動においては、広いグランドで生徒の皆さんが元気よく練習に取り組んでいただ

くことが理想ですが、全ての部が一斉に活動するだけの広さを確保することは、大変難

しい状況であります。 

 こうしたことから、皆さんには、それぞれの活動時間や活動内容を工夫しながら、部

活動に取り組んでいただいているところです。 

 また、市では事故防止やグラウンドを最大限に活せるよう、防球ネットを設置するな

どの改善を図っています。 

 より安全で活動しやすい環境にするために、さらにグラウンド内のネットの設置につ

いては、学校ともよく話し合い検討してまいりたいと考えます。 

○議長（富澤麗市議員）  中台中学校 吉田議員。 

〔中台中学校 吉田議員 自席で起立〕 

○吉田龍議員  今回このような機会を設けていただきありがとうございます。この貴

重な経験を、これからの学校生活に活かしていきたいと思います。これからも成田市が

住みよいまちであるために、これからも私たち若い世代ががんばっていきたいと思いま

す。これで中台中学校からの質問を終わります       

（午後 1時 39分） 
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●玉造中学校 

○議長（富澤麗市議員）   次に、玉造中学校 逸見野々花議員、並びに小倉明日香議員。 

〔玉造中学校 議員 2名 登壇〕 

○逸見野々花議員  私は玉造中学校 3年の逸見野々花です。JR成田駅東口の再開発後

の活用についてお伺いいたします。 

 私は、普段から通塾などで JR成田駅東口を通ると、ロータリーが整備されていたり、

新しいビルが並んでいたり、開発が進んでいるのが感じられます。しかし、再開発の事

業によって建設されたスカイタウン成田は実際あまり利用されておらず、中学生でも利

用可能な施設が少ないとも感じています。他にも、普段駅を利用する保護者の方に話を

聞いたところ、JR成田駅東口にはデパートの地下にあるような食料品売り場などが充実

しておらず成田市で暮らす人も不便を感じています。 

 そこで、中学生でも利用できる商業施設をつくる等、もっと多くの人がスカイタウン

成田を利用できるようにしていくべきだと考えています。 

 また、交通網が集中し、多くの人が集まる場所であることから、私たちの学校での活

動を発表したり作品を展示したりできる場や、図書館や情報センターの設置なども有効

ではないかと考えます。 

 そこで、お伺いいたします。現在、成田市ではスカイタウン成田の活用について、ど

のように取り組んでいるのでしょうか。 

○議長（富澤麗市議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  逸見野々花議員の、スカイタウン成田の活用についてのご質問にお

答えいたします。 

 成田駅前地区の整備は、昭和 41年に成田空港建設が閣議決定され、これを受けて、本

市では、昭和 43年度から、「安全で快適な都市環境の創出」を実現するため、駅前広場

等の公共公益施設の整備をする基本構想を設けたことに始まります。 
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 そして、40年余りが経過した、本年 3月に JR成田駅東口駅前広場が完成したことに

より、長年の課題であった駅前地区の整備が完了したところであります。 

 駅前広場などを整備する場合には、広場建設に必要な土地建物を買収し、これまで駅

前にお住まいの方や商売をされていた方に地区外へ移転していただく街路事業方式と、

広場用地を確保したうえで残った土地にビルを建設し、これまで地権者の皆さま方が所

有していた土地建物などの資産を、新しく建設したビルの床と交換することにより、地

区内に留まる再開発事業方式があります。 

 JR成田駅東口の整備では、後者の再開発事業方式を採用しており、以前、事業地区内

にありました、駅前立体駐車場の土地建物は「千葉交通駅前ビル」に、土産物販売店な

どの店舗が入っていた土地建物は、おのおの、スカイタウン成田の地下 1階から地上 2

階、3階の一部の床と権利を交換して移っていただいたところであります。 

 また、本市も、以前駅前に所有していた土地の権利を、3階から 5階について、成田

市文化芸術センターの床として権利を交換して取得したものであります。 

 ご質問の食料品店などの生活に直結した店舗を誘致し多くの人が利用できるような施

設にしてはどうかとのことでありますが、現在、空室がある地下 1階から地上 2階は、

先ほども申し上げましたように、事業に協力をいただいた地権者の方の所有となってお

り、その床の利用方法にあたりましては、所有される方が賃貸用店舗の床として出店者

を探していますが、希望している業種と合致しないなどの理由で、出店者が決まらない

状況と伺っております。 

 今後は再開発事業をおこなった本市といたしましても、店舗の誘致ということで直接

関与することは出来ませんが、ホームページ等で空室状況の案内などにより、有効な活

用ができるよう支援してまいります。 

 次に、学校での活動を発表したり作品を展示したりできる場や、図書館、情報センタ

ーの設置についてのご質問にお答えいたします。 

 成田市文化芸術センターにつきましては、ロックやポップス、クラシックなど、様々
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な演奏会に対応できる最新の音響設備を備えた多目的ホールや、少人数のグループ練習

が出来る音楽室、幅広いジャンルの展示が行えるギャラリーなどで構成されており、ア

ーティストによる公演会や展覧会、市民団体の活動成果を発表する場として幅広く利用

されております。学校での活動を発表したり作品を展示する場所としてもご利用いただ

くことが可能で、その際の使用料は、半額に設定しております。 

 また、開館以来、アイドルグループによるコンサートや市川海老蔵さんによる「中学

生歌舞伎講座」など様々なイベントを開催しており、秋には小中学校の児童生徒の皆さ

んの力作が展示される「国際こども絵画交流展」なども開催しております。 

 ご要望のありました図書館や情報センター等の施設を設置するのは困難な状況ではあ

りますが、これからも、多くの市民の皆さまにご利用いただけるよう、魅力的な事業の

推進と情報発信に努めてまいります。 

○議長（富澤麗市議員）  玉造中学校 小倉議員。 

〔玉造中学校 小倉議員 自席で起立〕 

○小倉明日香議員  ご答弁ありがとうございます。私は玉造中学校 3年の小倉明日香で

す。質問を続けます。 

 私は、今後成田市には東口の開発だけではなく、西口の再整備も必要であると考えて

います。西口のロータリー付近は、塾や電車を利用する方々の車とバスとで時間帯によ

っては混雑が激しい上に、路上に駐車する車も多く、特に自転車での通行に危険を感じ

ます。 

 そこで、お伺いいたします。現在の西口の状況についてどのように考えているのでし

ょうか。 

○議長（富澤麗市議員）  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）   小倉明日香議員の、JR成田駅西口の交通事情について

のご質問にお答えいたします。 
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 JR成田駅西口ロータリーには、建設当初は 2台程度の一般車用乗降場スペースしかあ

りませんでしたが、平成 13年度に市民からの要望に応え、ロータリー入口部にバス優先

レーンを設置すると共に、延長約 40メートルの一般車乗降場を分離して設置いたしまし

た。 

 また平成 26年度には、成田ニュータウン地区と JR成田駅を結ぶ市道 JR成田駅西口線

において、歩行者と自転車が錯綜している状況であったことから、歩道及び車道の路肩

部分に、自転車が通行すべき位置をカラー舗装で明示し、歩行者と自転車の通行を区分

した、自転車通行帯を整備したところであります。特に、駅周辺は車両や歩行者が多い

ため、自転車を降りて押して歩く「押し歩き推奨区間」を設置し、歩行者と自転車利用

者の安全を図るなど、順次改良を加えてまいりました。このようなことから、市道 JR

成田駅西口線を自転車で通行する際には、危険から身を守るため、歩道に設置された自

転車通行帯を歩行者に注意しながら通行していただきますよう、また、駅近くになりま

したら、自転車から降りて押して歩いていただきますようお願いいたします。 

 なお、JR成田駅西口周辺は駐車禁止になっております。現在、成田警察署においては

駐車監視活動の最重点地域に指定し、違法駐車の巡回監視を強化しておりますし、また、

成田地域交通安全活動推進協議会においては、違法駐車防止のための街頭啓発を行って

いるところでありますので、今後も引き続き巡回監視や街頭啓発が行われるようお願い

してまいります。 

○議長（富澤麗市議員）  玉造中学校 小倉議員。 

〔玉造中学校 小倉議員 自席で起立〕 

○小倉明日香議員  ご答弁ありがとうございます。今の成田市は開発が進んでいて、

とても住みやすいまちとなっていると思います。この成田市をもっと多くの人に発信し

ていきたいと思います。 

 そして成田市には空港もあり、多くの人が成田市にくるので、来た人に「成田市にき

て良かった」と思っていただけるようなまちづくりを、私も貢献していきたいと思いま
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す。また住んでいる人にも安心して暮らせるようにしていきたいと思います。これで玉

造中学校の質問を終わりにします。 

（午後 1時 50分） 

 

●成田高等学校付属中学校 

○議長（富澤麗市議員）  次に、成田高等学校付属中学校 日暮竜也議員、並びに藤澤知

輝議員。 

〔成田高等学校付属中学校 議員 2名 登壇〕 

○日暮竜也議員  私は、成田高校付属中学校 2年の日暮竜也です。成田市における商工

業の課題についてお伺いいたします。 

 近年成田駅前には成田スカイタウン、国道 51号沿いにはイオンタウンがオープンし、

私も含め多くの市民がそれらを利用し、生活が便利になりました。また成田山表参道に

も若者向けの新たな飲食店の出店が増え、若者もより親しみがもてるようになりました。 

 このような新たなニーズに対応した店舗が出店している一方で、私は「歴史と伝統文

化のまち成田」を象徴する老舗の店舗や伝統的な専門店の集客が立ち行かなくなってし

まうのではないかと考えております。 

 そこでお伺いいたします。古くから成田の観光を支えている伝統的な店舗と、今後の

成田の観光の活力となる新たな店舗との共存について、現在成田市ではどのような対応

をとっているのでしょうか。 

○議長（富澤麗市議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）   日暮竜也議員の、成田市の商工業の課題についてのご質問にお答

えいたします。 

 はじめに、本市の商工業発展の歴史を振り返りますと、江戸時代中期には、成田山新

勝寺周辺に多数の旅館や各種店舗が集積するとともに、江戸や常陸方面とつながる交通
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の要として、参拝客や商人が行き交う門前町として発展しました。明治以降、鉄道が発

達し、これに伴って金融、交通、流通などの起業が盛んになるとともに公共機関も立地

したことから、北総地域の拠点都市として重要な位置を占めることとなりました。その

後時代は進み、成田の大きな転機となったのが、昭和 53年の新東京国際空港、現在の成

田国際空港の開港であり、空港の立地により、工業団地の造成や空港関連企業の進出、

鉄道や高速道路網の整備などにより都市基盤が充実してまいりました。 

 このように、商工業が充実してきた本市におきましては、近年、大きな駐車場を備え

た郊外型の大型商業施設が多く進出し、市内外から多くの買物客が訪れ、本市を中心と

して周辺市町をも含めた大きな商業エリアが形成されております。 

 議員ご質問の伝統的な店舗と、新たな店舗との共存についてでありますが、本市の商

工業の姿は、時代の流れとともに大きく変貌を遂げており、このことは、現在も続く老

舗においても、これまで培ってきた伝統と強みを大切に守りつつも時代の要請とお客様

のニーズに応えながら営んできていることを示しております。 

 そこで、本市では、老舗がもつ伝統と強みが発揮できるように、特徴的な施策を実施

しております。具体的には、表参道沿道の建物の壁面を後退し、歩道用地を確保するこ

とにより、歩きやすい快適な空間を整備するセットバック事業や建築物を歴史的な街並

みに相応しくすることにより表参道の景観形成を図るファサード事業を行っております。

また、国内外での観光客誘致活動や空港乗継客向けのツアーなどの訪日外国人観光客を

市内へ誘導する取り組みのほか、店や商品を紹介するパンフレットの作成やウェブサイ

トによる情報の発信と多言語対応を行うなど、成田の伝統をより多くの人の目に触れる

よう、市としてのイメージ形成に取り組んでおります。 

 老舗も新たな店舗も、それぞれが成田の魅力の一つひとつを形作っている存在であり

ます。老舗と新たな店舗が地域において協力し、一人でも多くの人が成田を訪れてくだ

さるよう、そしてその人たちが成田の魅力を感じとり、繰り返し成田を訪れてくださる

よう、本市といたしましては、地域の経済団体や地元商店会組織等と連携を図りながら、
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引き続き商工業の振興を図ってまいります。 

○議長（富澤麗市議員）  成田高等学校付属中学校 藤澤議員。 

〔成田高等学校付属中学校 藤澤議員 自席で起立〕 

○藤澤知輝議員  ご答弁ありがとうございます。私は、成田高校付属中学校 2年の藤澤

知輝です。質問を続けます。 

 私は 14年間すごしてきたこの成田が大好きです。私は、今後の成田市には老若男女を

問わず様々な人々にとって、さらに魅力あるまちへと飛躍する可能性を秘めていると考

えています。 

 本年 4月には成田市、佐倉市、香取市、銚子市が「北総四都市江戸紀行・江戸を感じ

る北総の町並み」として日本遺産の認定を受けました。門前町や成田山新勝寺を擁する

「歴史と伝統文化のまち成田」の魅力を国内外に発信するために、地元の商工業の発展

について、市としてどのような対策を考えているのか、お答え願います。 

○議長（富澤麗市議員）  藤﨑経済部長。 

〔経済部長 藤﨑祐司 自席で起立〕 

○経済部長（藤﨑祐司）  藤澤知輝議員の、商工業の発展についてのご質問にお答えいた

します。 

 今回の日本遺産の認定は、千葉県と成田、佐倉、香取、銚子の 4市で文化庁へ申請を

行い、江戸情緒を感じることができるストーリー「北総四都市江戸紀行」として、千葉

県内で初めて日本遺産に認定されたものであります。 

 日本遺産の認定状況といたしましては、昨年度は全国から 83件の申請があり、そのう

ち 18件が認定されました。今年度は 67件の申請があり、そのうち 19件が認定され、全

国でこれまでに 37件が認定されております。 

 そこで、日本遺産を構成する文化財や歴史的資源を、地域の活性化及び観光振興に活

用するため、千葉県や北総 4市、関係団体が一体となって、「日本遺産 北総四都市江戸

紀行 活用協議会」を設立し、現在、この協議会で、千葉県を中心として関係市との地域
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連携を強化し、日本遺産に認定された「北総四都市江戸紀行」の魅力を国内外に発信す

べく、文化庁と協議を進めているところであります。 

 本市といたしましても、成田空港を背景に、「世界で一番近い 江戸を感じるまち」と

して、日本遺産を活用した観光 PRを行うことは観光振興に効果的なものと認識している

ことから、先般の成田祇園祭では PRチラシの配布や 10台の山車、屋台に記念の懸垂幕

の掲出を行ったところであります。 

 また、本市が誇る観光イベントである成田太鼓祭や成田伝統芸能まつり、成田弦まつ

りにおきましても、日本遺産を活用した PRを積極的に行い、観光客誘致に努めてまいり

ます。 

 先ほど、小泉市長からもご答弁申し上げましたが、新勝寺に続く表参道は多く老舗が

存在し、江戸情緒を感じることができるなどの魅力にあふれております。日本遺産の認

定を活用し、成田の魅力を改めて発信することは、地元成田のブランド化に貢献すると

ともに、このことは、より多くの方々が成田を訪れる機会へとつながり、延いては、地

元商工業の基盤の安定化と地域経済全体の持続的な発展に資するものと考えております。 

○議長（富澤麗市議員）  成田高等学校付属中学校 藤澤議員。 

〔成田高等学校付属中学校 藤澤議員 自席で起立〕 

○藤澤知輝議員  丁寧なご答弁ありがとうございました。私は私たちの故郷である成

田市がこれから発展し続けることを願っています。成田市が日本遺産に認定されたこと

を活かし今後とも世界に誇れるまちであり続けられるように、私たち若い世代も成田市

の魅力を世界に発信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の質問を

終わります。 

（午後 2時 00分） 

○議長（富澤麗市議員）  ここで、暫時、休憩といたします。 

 私、富澤 麗市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。 
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【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、大栄中学校 諸岡姫乃議員にお

願いいたします。 

○議長（諸岡姫乃議員）   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、大栄中学校 3年の諸岡姫乃です。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。本日はこのような貴重な経験をさせていただき、ありがたく思います。今後、

私たちのような若い世代が、これからの日本をつくっていくことになります。本日の経

験を誇りに持ち、これから成田市がよりよくなる話し合いをしていけるように、自信を

もって議長として取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。スムーズな議

事の進行を図っていきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。 

（午後 2時 11分） 

○議長（諸岡姫乃議員）  再開いたします。代表質問を続けます。 

 

 

 

◎再開 

〔開始のブザー〕 
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●下総みどり学園 

○議長（諸岡姫乃議員）  下総みどり学園 杜澤紗羽議員、並びに元木圭佑議員。 

〔下総みどり学園 議員 2名 登壇〕 

○杜澤紗羽議員  私は、下総みどり学園 9年の杜澤紗羽です。下総の地名を後世に残す

活動についてお伺いいたします。 

 私たちが住む旧下総町が成田市に編入され、今年で 10年が経ちました。それ以前まで、

旧国名を使っている関東唯一の町でもありました。町名はなくなりましたが、自分のふ

るさとの歴史や伝統を引き継ぐため、下総という名を今後も残していくためにどうした

らよいか、考えているところです。 

 私が通う学校は、2年前の春に小中一貫教育校となりましたが、呼び名を検討した際

に、ただのみどり学園ではなく、少し長いですが下総みどり学園としたのにも、何とか

この名を消さないようにという、私たちや地元の人々の考えが反映されています。 

 そこでお伺いいたします。成田市政には、私たちの旧町名下総という名を、後世に残

す活動や事業にはどのようなものがあるのでしょうか。 

○議長（諸岡姫乃議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）   杜澤紗羽議員の、下総の地名を残す活動についてのご質問にお答

えいたします。 

 旧下総町は、昭和 30年に滑河町、小御門村、高岡村が合併し、当初は滑河町として誕

生しましたが、一般公募により古代の国名を名乗る町「下総町」となりました。 

 その後、平成の大合併におきまして、平成 18年に旧大栄町とともに成田市と合併し、

現在の成田市となりました。旧成田市につきましても、昭和の大合併により、昭和 29

年に、成田町、公津村、中郷村、八生村、久住村、豊住村、遠山村の 1町 6村が合併し、

「成田市」が誕生したものです。 

 そこで、歴史を振り返ってみますと、旧 6村の名称は、各地区の小学校・中学校の名
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称として残り、またそれぞれの地域コミュニティも継承され、地区盆踊り大会など地域

コミュニティ活動も盛んに行われており、私たち地域の生活の中に根付いています。ま

た、旧 6村の名称は、現在も公民館や地区運動施設など様々な公共施設で使われており

ます。 

 下総地区につきましては、下総という名は、合併前からの施設では、下総高校やフレ

ンドリーパーク下総等で残されており、また、合併後におきましては、本市では初めて

の小中一貫校であります「下総みどり学園」や、下総七福神巡りにちなんだ「下総利根

宝船公園」で、下総の名を使用した施設を整備しております。このほか、下総の方々に

よる「下総ふるさとふれあい納涼まつり」の開催や下総地区区長会など、下総地区を一

つのまとまりとした様々な住民活動が行われております。成田市の旧 6村の名称が残さ

れていったように、下総地区につきましても、地域の皆さんがコミュニティ活動などを

盛り上げていくことで、下総地区が活性化し、下総という名が必然的に私たちの生活の

中に残っていくものと考えております。 

 また、このほか図書館の市史編さん事業では、成田市域に関する歴史的資料の収集や

保存、管理をすること、調査研究等で明らかになったことを広く活用し提供すること、

そして後世に継承していくことを目的としており、平成 23年 3月に「成田の地名と歴史 

大字別地域の事典 」を刊行し、この中で旧下総町の由来や大字について掲載しており

ます。 

 このような地名を記録に遺していく事業は、下総という名称を残す活動につながるも

のと考えますので、今後も継続してまいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）  下総みどり学園 元木議員。 

〔下総みどり学園 元木議員 自席で起立〕 

○元木圭佑議員   ご答弁ありがとうございます。私は、下総みどり学園 9年の元木圭

佑です。質問を続けます。 

 下総という名を後世に残していくためには、地域の活性化が不可欠であると考えます。
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下総地区には、新しくできた下総インターチェンジや旧 4小学校の跡地など、可能性の

ある施設もありますが、官民が協力して活性化を進めていく考えはあるのでしょうか。 

 また、昨年質問させていただいた、閉校した 4つの小学校跡地の有効活用の進行状況

についてもお聞かせください。 

○議長（諸岡姫乃議員）  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）  元木圭佑議員の、地域の活性化についてのご質問にお答え

いたします。 

 下総地区の地域活性化につきましては、地域特性である農業を活用した農産物直売所

の設置に対する補助や、下総七福神巡りにちなんだ「下総利根宝船公園」などを整備し、

その推進を図ってまいりました。新たに下総インターチェンジが整備され、交通アクセ

スの向上が図られたことを活かし、これまでの取り組みの成果をさらに発揮できるよう

にするとともに、インターチェンジ周辺への物流施設を中心とした企業立地を誘導する

など、下総地区の特性や可能性を活かしながら、地域の活性化に取り組んでまいります。 

 次に、下総地区で閉校した 4つの小学校跡地の有効活用の進行状況についてのご質問

にお答えいたします。 

 平成 26年 4月に、下総地区の 4小学校が統合され、新たに下総みどり学園が開校して

おりますが、旧名木小学校につきましては、障がいのある方が通い、軽作業や芸術活動

などを行う「障がい者通所施設」として、本年 7月から活用されております。 

 また、他の 3校については、現在、市としての案を地域と協議するための準備を行っ

ているところであります。 

 学校跡地につきましては、全市的な行政需要への対応、地域の意向やニーズに十分配

慮し、民間事業者の活用も含め、地域の皆さんと相談をしながら、活用方法を検討して

まいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）  下総みどり学園 元木議員。 
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〔下総みどり学園 元木議員 自席で起立〕 

○元木圭佑議員 ご答弁ありがとうございました。これから先、自分の夢を追うために、

成田を離れることがあっても、自分のふるさとが大切にされ、外からでもそのよさを見

出すことができれば良いと思います。そしてまたここへ戻って、今度は自分たちで地域

を支え伝統を伝えていくために協力していきたいと考える人が増えることを願います。

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 21分） 

 

●遠山中学校 

○議長（諸岡姫乃議員）  次に、遠山中学校、檜山優人議員、並びに伊藤美悠議員。 

〔遠山中学校 議員 2名 登壇〕 

○檜山優人議員   私は、遠山中学校 3年の檜山優人です。リオデジャネイロオリンピ

ック・パラリンピックも迫り、成田市初のオリンピック選手も誕生したことで市全体が

オリンピックムードに包まれているように感じます。 

 それにともない、パブリックビューイングの実施や更には東京オリンピック・パラリ

ンピックを見据えた様々な取り組みを行っていると伺っております。国際空港都市とし

てめざましい発展と進化を遂げるであろう成田市に私たち中学生も、期待と未来への希

望で胸がいっぱいです。 

 さて、約 4年後東京でオリンピック・パラリンピックが開催される際に都心からさほ

ど離れておらず、国際空港のあるこの成田市には、世界から多くのスポーツ選手が訪れ

ることと思います。 

 昨年、成田市は、世界陸上北京大会のアメリカ陸上チームの事前キャンプを受け入れ

ました。東京オリンピックのアメリカ陸上チームの事前キャンプ地も千葉県に決まり、

その中に成田市も名を挙げています。講演を聴いたり、合同練習をしたりするなど、優

れた選手と交流することができれば、私たち若い世代にとって貴重な経験になると私は
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考えています。 

 そこでお伺いいたします。市として、トップアスリートの事前キャンプの際に、小中

学生との交流を考えているかお聞かせください 

○議長（諸岡姫乃議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）   檜山優人議員の、東京オリンピック事前キャンプにおける小中学

生と選手との交流についてのご質問にお答えいたします。 

 本市は昨年、世界陸上北京大会に出場するアメリカチームの事前キャンプを千葉県、

佐倉市、印西市、順天堂大学とともに受け入れ、アメリカチームから高い評価をいただ

くことができました。そして、この実績が 2020年の東京オリンピックにおける事前キャ

ンプを千葉県で実施するというアメリカ陸上競技連盟との合意につながったものと考え

ており、再びアメリカ陸上チームの皆さんに本市で練習していただけることをとてもう

れしく思っております。 

 さて、昨年の世界陸上北京大会アメリカチーム事前キャンプの際には、アメリカチー

ムの提案による小学生との交流イベント「ラン・ジャンプ・スロー」がアメリカ国外で

初めて開催され、参加した小学生には、運動の基本である「走る」、「跳ぶ」、「投げ

る」の動作をトップアスリートから直接指導してもらえる貴重な機会となりました。ま

た、練習場所の一つとなっていた順天堂大学さくらキャンパスにおいて、事前キャンプ

で日本に滞在していたアメリカ、オーストラリア、ニュージーランドの代表選手と日本

代表選手などが参加した競技会、「順天堂インターナショナル」が開催され、その中で、

近隣の中学生を対象としたリレー大会が行われました。英語による学校名の紹介やスタ

ートコールが行われるなど、トップアスリートと同じ条件の下でリレー競技が行われ、

男子の部では、本市から参加した中台中学校チームが優勝を飾りました。世界陸上代表

選手らによる競技を目の前で観戦できただけでなく、同じ競技会に参加するという、ま

たとない体験となりました。 
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 そこで、東京オリンピックにおけるアメリカ陸上チームの事前キャンプに際しても、

小中学生を対象にした交流イベントを企画し、トップアスリートと身近にふれあえる機

会をぜひ作りたいと考えております。 

 また、アメリカ陸上チーム以外の事前キャンプ受け入れが実現した場合にも、選手の

皆さんと市民の皆さんとがリラックスした雰囲気の中で一緒に楽しめるような交流の機

会を設けられるよう、努めてまいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）  遠山中学校 伊藤議員。 

〔遠山中学校 伊藤議員 自席で起立〕 

○伊藤美悠議員  ご答弁ありがとうございます。私は遠山中学校3年の伊藤美悠です。

質問を続けます。 

 成田市では、スポーツツーリズムの推進を重点施策の一つと位置づけ、積極的に推進

すると聞いています。スポーツの普及と地域の活性化のために、各種大会を開催したり

事前キャンプを誘致したりすることに、私も賛成です。 

 成田市では、今後のスポーツツーリズムの推進についてどのように考えているか、お

聞かせください。 

○議長（諸岡姫乃議員）  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）   伊藤美悠議員の、今後のスポーツツーリズムの推進につ

いてのご質問にお答えいたします。 

 本市では地域の活性化や国内外に向けた本市の知名度アップにつなげることなどを目

的に、スポーツと観光を融合したスポーツツーリズムを推進しており、その取り組みと

して、2020年東京オリンピックの事前キャンプとしてアメリカ陸上チームの受入れが決

まったほか、2018年に千葉県で開催される世界女子ソフトボール選手権では、会場の 1

つとなることが決定しております。また、2019年に日本で開催されるラグビーワールド

カップの事前キャンプの誘致にも現在取り組んでいるところであります。 
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 また、東京オリンピック・パラリンピックが終わったあとも見据え、本市の特性を生

かしたスポーツツーリズム推進の可能性について検討を加えながら取り組むとともに、

今後も市民の皆さんと一緒になって本市のスポーツツーリズムを継続的に推進していき

たいと考えております。 

 スポーツツーリズムを推進していくには、行政の取り組みばかりではなく、市民の皆

さんの力も大きいと認識しております。昨年の世界陸上北京大会におけるアメリカチー

ムの事前キャンプにおいても、運営や通訳補助のボランティアとしてたくさんの高校生

が参加してくれました。いま中学生の皆さんも 2020年の東京オリンピック・パラリンピ

ックの時には、高校生や大学生です。自分の得意分野を生かして、通訳ボランティアや

練習会場の運営を手伝う運営ボランティア、成田空港や成田山新勝寺などで観戦客や観

光客等に対し、本市の交通案内や観光案内を行う案内ボランティアなどとして皆さんが

活躍してくれることを期待しております。 

○議長（諸岡姫乃議員）  遠山中学校 伊藤議員。 

〔遠山中学校 伊藤議員 自席で起立〕 

○伊藤美悠議員  ご答弁ありがとうございました。現在リオデジャネイロオリンピッ

クが開催されています。ニュースでは日本人選手の活躍を多く聞き、私もとてもうれし

く思っています。そして先日女子のマラソンが行われ成田市出身である田中選手が出場

されました。田中選手はインタビューで地元成田のおかげだとおっしゃっていました。

これは成田市民にとってとても嬉しい事です。そして 4年後には東京オリンピック・パ

ラリンピックが開催されます。私たちもボランティアなどできることをして、成田市の

スポーツにおける更なる発展を期待しております。これで遠山中学校の質問を終わりま

す。 

（午後 2時 31分） 
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●久住中学校 

○議長（諸岡姫乃議員） 次に、久住中学校 藤山桃花議員、並びに鈴木愛海議員。 

〔久住中学校 議員 2名 登壇〕 

○藤山桃花議員   私は、久住中学校 2年の藤山桃花です。成田市の子ども医療費助成

についてお伺いいたします。 

 私は、風邪で病院にかかった時に、母から診療代や薬代は、市が負担してくださって

いて、私たちの支払いが少なくなっていることを聞きました。お金のことを気にせず、

安心して診療が受けられているのは、とてもありがたいことだと思いました。 

 そこで、子ども医療費助成について調べたところ、今年から隣の香取市は、医療費助

成の対象が、高校 3年生までになったということを知りました。 

 現在、成田市では、医療費助成の対象が中学校 3年生までとなっていますが、香取市

と同様に対象範囲の拡大は予定されているのでしょうか。教えていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（諸岡姫乃議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）  藤山桃花議員の、子ども医療費助成の対象範囲の拡大についてのご

質問にお答えいたします。 

 現在、子ども医療費助成は、県内 54市町村で実施されており、香取市、山武市、いす

み市のほか 7町 1村では、少子化対策の一環である子育て支援策として、助成の対象範

囲を高校 3年生まで拡大しております。 

 本市の子ども医療費助成の対象範囲は、中学校 3年生までとしており、住民税所得割

課税世帯では、入院 1日につき 200円、通院では 1回につき 200円の自己負担により受

診することができ、住民税所得割非課税世帯では、自己負担なしで受診することができ

ます。さらに、内服薬などの保険調剤にかかる費用につきましては、全ての世帯におい

て、自己負担はありません。 
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 本市における子育て支援策は、子ども医療費助成のほか、待機児童対策を最重要課題

と捉え、児童ホームの整備や公立保育園の大規模改修、小規模保育事業の促進などを行

うほか、経済的負担の軽減を図るため、保育料の軽減、妊婦健康診査費用の上乗せ補助

など、様々な事業を実施しているところであります。 

 このため、子ども医療費助成の対象範囲の拡大につきましては、本市の子育て家庭に

とってより効果的な支援のあり方を検証し、子育て支援策を総合的に判断する中で検討

すべきものであり、現時点では現行どおりと考えております。 

○議長（諸岡姫乃議員）  久住中学校 鈴木議員。 

〔久住中学校 鈴木議員 自席で起立〕 

○鈴木愛海議員  ご答弁ありがとうございます。ここからは久住中学校 2年の鈴木愛海

が質問させていただきます。 

 私は、医療相談ほっとライン事業が 24時間年中無休で相談を行ってくださることが、

成田市の住民の一人としてとても助かっています。 

 また、保健福祉館では急病、休日診療も行われていて、成田市の医療サービスの充実

を実感しています。しかし、診療時間が午後 10時 45分までということで、夜中に病人

が出たらどう対処するのか疑問に思いました。夜中でも対応できるように、診療時間を

延長することは可能でしょうか。教えていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○議長（諸岡姫乃議員）  五十嵐健康こども部長。 

〔健康こども部長 五十嵐和子 自席で起立〕 

○健康こども部長（五十嵐和子）  鈴木愛海議員の、成田市急病診療所の診療時間の延長

についてのご質問にお答えいたします。 

 成田市急病診療所は、印旛市郡医師会、成田市薬剤師会、成田赤十字病院等のご協力

をいただき、午後 7時から 10時 45分まで受付けし、毎年、6千人以上の方が夜間に受

診されております。 
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 受付時間終了後については、「成田市初期救急医療体制に関する覚書」に基づき、成

田赤十字病院にて診療を担っていただくほか、急な重い症状の場合は近隣の救急告示病

院への受診が可能となっております。 

 また、佐倉市との協定に基づき、印旛市郡小児初期急病診療所でも、中学 3年生まで

を対象に、午後 7時から翌朝 6時まで受診することができます。 

 さらに、議員のご発言にもありました「成田市医療相談ほっとライン」では、体調に

不安や不調を感じるときに 24時間年中無休・フリーダイヤルで医師や保健師等の専門職

が相談に応じておりますので、ご活用いただきたいと存じます。 

 このように、市では夜間における救急医療体制を整えていることから、現在のところ、

成田市急病診療所の診療時間を延長することは考えておりませんが、今後も市民の健康

を守るため、救急医療体制の充実に努めてまいりますので、ご理解をいただけますよう

お願いいたします。 

○議長（諸岡姫乃議員）  久住中学校 鈴木議員。 

〔久住中学校 鈴木議員 自席で起立〕 

○鈴木愛海議員  ご答弁ありがとうございました。私はこれからの成田市がより良く

発展していくことを期待しています。また多くの人に成田市の魅力を伝えられるように

したいです。これで久住中学校からの質問を終わります。 

（午後 2時 39分） 

 

●西中学校 

○議長（諸岡姫乃議員）  次に、西中学校 越川優里佳議員、並びに奥貫優美議員。 

〔西中学校 議員 2名 登壇〕 

○越川優里佳議員   私は西中学校 3年の越川優里佳です。成田市が行っている、他の

地域で災害が起こった時の支援活動についてお伺い致します。 

 4月 16日に熊本で大規模な地震があり、熊本では大きな被害を受けました。今も住む



 

39 

 

家を失い、避難所で生活している人たちが多いと思います。そこで私たち西中学校では、

熊本の人たちのために、生徒会を中心に義援金を集める活動を 4月 20日から 4月 28日

まで 9日間行いました。他校でも同じような活動を行ったと聞いております。日本は地

震や火山の噴火が多い国なので、熊本以外にも今後、災害が発生する地域があると思い

ます。 

 そこで、お伺い致します。現在、成田市では他の地域で災害が起こった時、どのよう

な支援活動をしているのでしょうか。 

○議長（諸岡姫乃議員）  小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）   越川優里佳議員の、災害支援についてのご質問にお答えいたしま

す。 

 本年 4月に発生した熊本地震では、越川議員が通う西中学校をはじめ、市内各校にお

いても被災地への支援として、生徒会を中心とした義援金活動を行っていただき、本当

にありがとうございました。そして、このような活動をとおして、皆さんのあたたかい

「気持ち」が必ず復興への大きな力になっているものと信じており、大変すばらしいこ

とだと感じております。 

 ご質問のありました、他の地域で災害があった場合、市ではどのような支援活動をし

ているのかとのことですが、本市では、今回の熊本地震や平成 16年 10月の新潟県中越

地震、平成 23年 3月の東日本大震災におきましても、支援物資の搬送をはじめ、技術職

員の派遣や災害義援金などの支援を行ってまいりました。 

 熊本地震の際には、少しでも被災地の方々のお役に立ちたいと考え、熊本県内でも特

に甚大な被害を受けており、成田空港と LCCで結ばれている熊本空港が所在する空の隣

町である熊本県益城町に、支援物資として、飲料水 500ミリペットボトル 5,000本と、

アルファ米 5,000食を送らせていただきました。 

 また、千葉県からの要請を受け、「被災建築物 応急危険度 判定士」の資格を持つ職
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員 1名を人的支援として、現地に派遣いたしました。この「被災建築物 応急危険度 判

定」は、地震により被災した建築物の危険度を応急に判定し、余震による倒壊等から生

じる二次災害の防止を図ることを目的としており、本市の職員は、新潟県中越地震や東

日本大震災の際にも、多くの建物を判定した実績がございます。 

 この他に、東日本大震災では、平成 25年度から福島県の南相馬市と浪江町にそれぞれ

職員を毎年 1名ずつ派遣し、現在、南相馬市では街路復旧等関連業務、浪江町では町税

賦課、固定資産税評価業務などに従事し、両市町の復旧、復興に関する長期的な支援を

行っているところであります。 

 さらには、家屋の倒壊や福島原子力発電所の事故に伴い、福島県などから避難された

方々を受け入れるため、災害救助法に基づき、市内の民間賃貸住宅を借り上げて住まい

を提供する支援につきましても、現在、行っているところであります。 

 今後におきましても、これまでの物資や人的支援に限らず、災害により被災された地

域からの要請に応じ、成田市として、できる限りの復興への支援をしてまいりたいと考

えております。 

○議長（諸岡姫乃議員）  西中学校 奥貫議員。 

〔西中学校 奥貫議員 自席で起立〕 

○奥貫優美議員  私は西中学校 3年の奥貫優美です。ご答弁ありがとうございます。

質問を続けます。 

 成田市では災害が起きた時に備えて、たくさんの非常食が備蓄されていることと思い

ます。私達も賞味期限が近くなったカンパン等を学校から配布されています。 

 他にも市では災害時のために備えていることがたくさんありますが、私たち中学生が

災害の時に何をしたらいいのか、どのような活動をしたらいいのかなど、心構えを教え

てくださる授業が必要であると考えておりますが、市としてどのように考えているのか、

お聞かせください。 

○議長（諸岡姫乃議員）  伊藤教育総務部長。 
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〔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）  奥貫優美議員の、防災教育についてのご質問にお答えいた

します。 

 成田市では災害時、学校も避難所となります。皆さん自身が避難所を利用する立場に

なることもありますし、避難した方を支える立場になることもありますので、議員ご指

摘のとおり、災害時に中学生に何ができるのか、どのような活動ができるのかを学ぶこ

とは、これからの防災教育のなかで大切なことだと思います。 

 近年発生した東日本大震災、熊本地震などでは大きな被害がでました。同時に多くの

ボランティアや支援者が被災された方々を支えてくれました。実際に被災された方や、

ボランティアとして活動された方、本市から派遣された職員の体験を聞くなど、災害現

場で何が起こっていたのかを知り、災害が発生したときに中学生の皆さんの立場で何が

できるのかを考えることは大変有意義だと思います。教育委員会としましては、このよ

うな学びの機会を学校や関係機関と連携し、できるだけ早期に実施できるよう検討して

まいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）  西中学校 奥貫議員。 

〔西中学校 奥貫議員 自席で起立〕 

○奥貫優美議員  ご答弁ありがとうございました。今回の質問で成田市の災害や支援

活動についての考えを、よく知ることができました。私は祖母が東日本大震災の被災者

なので、災害と言う言葉がすごく身近に感じます。私は地震だけではなく他の自然災害

も含め災害時には、国民全員が助けあうことが必要だと考えています。ですので、今日、

成田市の災害への取り組みを聞けたことはとてもためになったとともに、今後の災害時

に備えて頭に入れておこうと思います。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。 

（午後 2時 48分） 
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●吾妻中学校 

○議長（諸岡姫乃議員）  次に、吾妻中学校 揚原聖智議員、並びに金澤一成議員。 

〔吾妻中学校 議員 2名 登壇〕 

○揚原聖智議員   私は、吾妻中学校 3年の揚原聖智です。成田市の選挙に関する取り

組みについてお伺いいたします。 

 7月に執行された参議院議員通常選挙から、選挙権が 18歳以上に引き下げられました。

そこで全国の高校では、選挙について理解を深めたり、模擬選挙を行うなどの取り組み

がなされました。私達も生徒会役員選挙などを通して、選挙について考える機会があり

ますが、実際の選挙では、どの政党で、どのような公約を掲げているのか、また一票の

投票の重さや無効票を出さないための注意、国政選挙などは、成田市発展へどうつなが

るのかなど、中学校の頃から選挙について早期に学ぶことにより、自分達がこれからの

日本を作っていく一員だという意識が芽生えてくるのではないかと考えます。 

 そこで、お伺いいたします。成田市の中学生に対して選挙の学習を提供するというの

はどうでしょうか。 

○議長（諸岡姫乃議員）  宮﨑選挙管理委員会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 宮﨑由紀男 登壇〕 

○選挙管理委員会書記長（宮﨑由紀男）  揚原聖智議員の、成田市の選挙に対する取り組

みについてのご質問にお答えいたします。 

 まず、選挙啓発授業についてでありますが、先月 10日に行われました参議院議員通常

選挙から、選挙権年齢が「満 20歳以上」から「満 18歳以上」へと引き下げられ、本市

においても、18歳及び 19歳合わせて、2,451人の方が新たな有権者となりました。 

 選挙管理委員会では、明るい選挙推進協議会と連携し、前年度より、新たな有権者や

近い将来有権者となる高校 3年生を対象として、選挙の意義や重要性などを理解しても

らうことを目的に、出前授業や模擬投票を、これまで市内の高校 3か所において実施し

ております。 
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 具体的な内容を申し上げますと、出前授業では、「学ぼう！選挙について！！」と題

して、選挙制度の意義や目的、一票の大切さや、高校生でもできる選挙運動、できない

選挙運動等について、お話をさせていただいております。 

 また、模擬投票では、本番の選挙さながらに、実際の投票所で使用している記載台や

投票箱を使って、投票管理者や立会人が見守る中、生徒が投票を行い、当選者を選定す

る一連の行為を通して、選挙を身近なものとして体験していただいております。 

 中学校につきましては、これまで生徒会役員選挙の際に、投票箱や記載台の貸し出し

などを行ってまいりましたが、今後は出前授業や模擬投票の実施についても、学校や明

るい選挙推進協議会と連携を図り、検討してまいります。 

 選挙管理委員会といたしましても、若い有権者の投票率が低下傾向にある中、これか

らの未来を担う、将来の有権者が政治や選挙の意義や重要性などについて理解を深め、

将来の投票率の向上につながるような選挙啓発の取り組みについて、引き続き検討して

まいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）  吾妻中学校 金澤議員。 

〔吾妻中学校 金澤議員 自席で起立〕 

○金澤一成議員   ご答弁ありがとうございます。私は吾妻中学校 3年の金澤一成です。

質問を続けます。 

 今回の参議院議員通常選挙において成田市としての投票率は、全国の中では、あるい

は千葉県の中ではどのくらいであったのか、また 20歳未満の新有権者の投票率はどのく

らいであったのかを、お聞かせください。 

 次に投票所へ足を運ぶのが身体上困難な方や関心がない方、仕事の都合上行けない方

の投票率を上げるために、市として実施、工夫している対策をお聞かせください。私と

しては、まず携帯やタブレット、パソコンの普及率が高いので、それらから投票したり、

投票所で投票用紙を使わずに電子投票ができるようにしたりすると、投票率の向上とか

なりのコストダウンが期待できると思います。市としてはどのように考えているのか、
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お答えください。 

○議長（諸岡姫乃議員）  宮﨑選挙管理委員会書記長。 

〔選挙管理委員会書記長 宮﨑由紀男 自席で起立〕 

○選挙管理委員会書記長（宮﨑由紀男）   金澤一成議員の、投票率の向上についてのご

質問にお答えいたします。 

 まず、先月 10日に執行いたしました参議院議員通常選挙の投票率についてであります

が、本市の投票率は 46.62パーセントと、前回、平成 25年の参議院議員通常選挙と比較

いたしますと、3.52ポイント上昇いたしました。 

 また、千葉県内 54市町村の平均投票率は 52.01パーセントであり、前回よりも 2.79

ポイント上昇し、県内における順位は、前回が 52番目、今回は 50番目となっておりま

す。 

 なお、今回新たに選挙権を得ることになりました 20歳未満の投票率につきましては、

18歳の投票率は 49.44パーセント、19歳の投票率は 39.46パーセントでありました。 

 次に、身体上の理由などから投票所へ行けない方につきましては、都道府県選挙管理

委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において

不在者投票が可能となっております。また、身体障害者手帳や介護保険の被保険者証を

お持ちの方などで、一定の要件を満たした場合、自宅などで投票できる、郵便等による

不在者投票が可能となっております。 

 また、投票日当日、お仕事などで投票に行けない方につきましては、期日前投票制度

があります。この期日前投票制度につきましては、現在、市役所、下総支所、大栄支所

及びイオンモール成田の計 4か所で実施しております。 

 次に、投票方法につきましては、議員より様々なご提案を頂きましたが、選挙の執行

につきましては、公職選挙法に基づき、全国統一の方法により公正公平に実施されるこ

とが原則となっております。 

 携帯やパソコンなどを活用した投票につきましては、現行の公職選挙法では、実施す



 

45 

 

ることはできませんが、現在、国において、インターネットを活用した投票についての

議論や課題の整理が行われております。 

 また、電子投票につきましては、情報化社会の進展により、平成 14年に電子投票に関

する法律が施行され、地方公共団体の議会の議員および首長の選挙についてのみ、自治

体の判断により導入することが可能となり、これまで、全国において、いくつかの自治

体で導入されてきました。 

 電子投票を導入することにより、開票作業の大幅な迅速化や簡素化、無効票等が減り、

有権者の意思を正確に反映することができるなどの効果がありますが、国政選挙に使用

できないと定められていることや、導入経費が高額であることなどの課題もあり、全国

的に電子投票の導入は、進んでいない状況にあります。 

 今後におきましては、若者の政治参画の機会を拡大し、投票率の向上を図る観点から

も、インターネットなどの活用は有効であると考えられ、国においても検討が進められ

ておりますので、本市といたしましても、国の動向を注視しながら、投票率向上に向け

た取り組みについて検討してまいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）   吾妻中学校 金澤議員。 

〔吾妻中学校 金澤議員 自席で起立〕 

○金澤一成議員  ご答弁ありがとうございます。私たちの質問にもあったように選挙

権が 18歳以上に引き下げられたことにより、私たちもより本格的に選挙について考える

必要が出てきました。しかし今のままでは深く選挙について考えて投票所に足を運ぶこ

とができるのかという不安や、選挙を行う際についても、問題についてはどのようにす

るのかという不安がありましたが、今のご答弁を聞き成田市がその対策をしっかりと行

っていることを知り、不安が一蹴しました。選挙権をもつ年齢になった時、一票の重さ

をしっかりととらえ、投票所へ足を運びたいと思います。成田市が選挙の問題など目の

前にある問題に目を向けしっかりと対策をし、より良い市となっていくことを望みます。

以上で吾妻中学校からの質問を終わります。        （午後 3時 00分） 
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●成田中学校 

○議長（諸岡姫乃議員）  次に、成田中学校 松島航暉議員、並びに大谷綸太郎議員。 

〔成田中学校 議員 2名 登壇〕 

○松島航暉議員    私は、成田中学校 3年の松島航暉です。私は成田市が行っている

ふるさと納税についてお伺いしたいと思います。 

 私は中学 1年生の時に社会科の授業で成田市について調べ学習をしました。成田市の

ふるさと納税についても調べましたが、その時公表されていた寄附金が 2万円というこ

とにとても驚きました。その後、平成 27年中の寄附金収入は 241万円まで伸びていまし

たが、全国 1位の宮﨑県都城市は 42億 3,100万円、2位の静岡県焼津市は 38億 2,600

万円となっており、成田市への寄附金はまだまだ少ないと言えると思います。 

 ふるさと納税は寄附をすることによる返礼品に目的が集中していると批判される面も

ありますが、その一方で本来の主旨である「豊かな地域社会の形成と住民福祉の増進」

のために是非とも必要な制度です。 

 そこで成田市のふるさと納税の現状と、今後寄附金を増やしていくためにどのような

取組をされるのかについてお伺いしたいと思います。 

○議長（諸岡姫乃議員）   小泉市長。 

〔市長 小泉一成 登壇〕 

○市長（小泉一成）    松島航暉議員の、ふるさと納税についてのご質問にお答えいた

します。 

 「ふるさと納税」は、個人が寄附金制度を活用し、出身地や応援したい地方自治体に

寄附をした場合に、2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得

税と個人住民税から全額が控除される制度で、現在、多くの自治体では、ふるさと納税

の獲得を目指し、地元の特産品などの様々な返礼品を用意していることから、ふるさと

納税額は年々急増しております。 

 しかしながら本市では、ふるさと納税制度の趣旨を踏まえ、これまで、返礼品による
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寄附金獲得について、積極的な取り組みはしてこなかったことから、松島議員からご紹

介がありましたように、平成 27年中の本市への寄附金額は 241万円でしたが、他の自治

体にふるさと納税を行った本市の市民が、個人市民税の寄附金控除を受けた額、つまり、

ふるさと納税によって個人市民税が減収となった額の方が多くなっている状況です。 

 こうしたことから、本市へのふるさと納税額を増加させる取り組みとして、今年度か

ら、魅力ある返礼品の選定及び送付業務、ふるさと納税制度の効果的な PR、効率的な寄

附金の受け付け体制、収納システムの提案・維持管理などを一括して管理運用すること

とし、現在その準備を進めているところであります。 

 なお、返礼品については、サツマイモ・米などの農産品や鰻などをはじめ、成田らし

さを打ち出したものとすることにより、返礼品の魅力向上による寄附金の増加や、更な

る成田ブランドの推進、返礼品を取り扱う市内事業者に対する振興策となるほか、観光

PRにもなると考えております。 

○議長（諸岡姫乃議員） 成田中学校 大谷議員。 

〔成田中学校 大谷議員 自席で起立〕 

○大谷綸太郎議員   ご答弁ありがとうございました。私は、成田中学校 3年の大谷綸

太郎です。質問を続けさせていただきます。ふるさと納税につきましては、寄附金のう

ち 2,000円を超える部分について、一定の上限まで原則所得税と住民税が控除になるこ

とは皆さん知っていることと思います。先ほどの質問の中で、平成 27年中の寄附金収入

が 241万円と申し上げましたが、その一方で成田市民がふるさと納税を行ったことより

市民税が控除された額について確認をさせていただいたところ、平成 27年では約 4,800

万円と推計されるとのことでした。 

 そこで、住民税の控除による税収の減収について、財政への影響をお伺いしたいと思

います。 

○議長（諸岡姫乃議員）  野村財政部長。 

〔財政部長 野村弘充 自席で起立〕 
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○財政部長（野村弘充）    大谷綸太郎議員の、ふるさと納税に係る財政の影響につい

てのご質問にお答えいたします。 

 本市のふるさと納税については、大谷議員からご紹介がありましたように、平成 27

年分の寄附金額が 241万円であったのに対し、ふるさと納税による個人市民税の寄附金

控除額は約 4,800万円と推計され、寄附金控除額の方が寄附金額を上回っております。 

 このことによる財政への影響ですが、平成 27年度における本市の市税収入の総額は約

315億 8,000万円、そのうち個人市民税は約 77億 3,000万円でしたので、ふるさと納税

によって減収となった税額は、個人市民税の 0.6パーセントに相当することになります。 

 この数値は、本市の財政運営に大きな影響を与えるほどのものではありませんが、全

国の自治体の積極的な広報活動や専門サイトの開設などにより制度の認知度が高まるに

つれ、ふるさと納税額がさらに増加し、影響が拡大していくことが懸念されます。 

 こうしたことから、先ほど市長からご答弁申し上げたとおり、ふるさと納税制度の本

来の趣旨は踏まえつつ、今年度から、ふるさと納税額を増加させる取り組みを開始し、

その影響が最小限になるよう努めてまいります。 

○議長（諸岡姫乃議員）  成田中学校 大谷議員。 

〔成田中学校 大谷議員 自席で起立〕 

○大谷綸太郎議員  ご答弁ありがとうございます。ふるさと納税の今後の取り組みに

ついてと、財政への影響についての大変分かりやすいご答弁をしていただき、よく理解

することができました。私はたくさんの答弁を聞き、成田市の様々な取り組みを知り理

解することができました。今後もふるさと納税を含めた市の多くの政策について関心を

もっていきたいと思います。本日は私たちのために長時間に渡り答弁していただき、大

変ありがとうございました。 

 

○議長（諸岡姫乃議員）  これで、各中学校の代表質問を終わります。 

（午後 3時 09分） 
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◎市長の講評 

○議長（諸岡姫乃議員）  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、大変お疲れさまでした。各中学生議員か

らの質問に対し、市側からの答弁も全て終了しましたので、私から｢講評｣を述べさせて

いただきます。 

 13回目にあたります中学生議会ですが、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、市民生活に密着したもの、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、大変ありがたい、そ

して素晴らしい質問であったと思います。皆さんの真剣な気持ちを感じたからこそ、私

や市の幹部職員も、全力で真剣に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議員の皆さんもすでにおわかりでしょうが、議会は、

建設的でより良い考えを出し合い、私たちの暮らしをよくするため、まちを住みやすく

するために、そうしたまちを発展させていく「しくみ」であります。 

 本日、皆さんは自分の意見を述べるだけでなく、他の中学生議員の質問にも耳を傾け、

また私たちからの答弁を聴いて、見聞が広がったことと思います。2 学期になりました

ら、ぜひこの中学生議会で感じたことを多くのお友達に話していただければ大変ありが

たく、また嬉しく思います。 

 そしてまた本日中学生議員からいただいた質問、意見はこれからの成田市の発展のた

めにも大いに反映させてまいりますので、皆様からの熱い思いに心から感謝申し上げま

す。 

 そして、今日、伊藤美悠議員のご質問にもありましたが、田中智美選手が今月 14日、



 

50 

 

女子マラソンのオリンピック代表選手として見事に大変過酷に暑い中、完走いたしまし

た。すべてのアスリートはオリンピックを目指しているなかで、田中選手はオリンピッ

ク出場という切符をつかむまでには、苦しい過酷な道のりがあったことだと思います。

皆さんテレビで見た方もいるかと思いますが、田中選手だけがゴールに入ってすぐにコ

ースを振り返って頭を下げました。これは中学校時代の恩師からそのことを教わったそ

うでございます。ですから、高校に入っても大学に入っても社会人になっても、そのこ

とを忘れずに、田中選手はそのことをおこなっていました。そして直後のインタビュー

では成田市への感謝を述べていただきました。そして会社、あるいは同僚、友人、また

今述べたコースへ頭を下げたこともコースに対する感謝。レースが苦しかったことに係

わらず、色々な方への感謝を述べておりました。やはり、一流人あるいはがんばって夢

をつかんだ人はそういった感謝の気持ちを忘れないんだなということを、田中選手のイ

ンタビューを聴いて強くそう思った次第であります。 

 またオリンピックに関して言わせていただければ、内村選手がみごとに団体、個人総

合でともに金メダルを取りました。そして個人総合の金メダルの時に、みなさんこれも

テレビでご覧になった方もいると思いますが、記者会見である国の記者が、審判は内村

選手を好きなんじゃないかという質問をしました。内村選手も苦笑しながら答えていま

したが、ウクライナの銀メダルの選手がすぐさま いや内村はいつも素晴らしい点数を

出すキャリアの高い選手なんだ、この質問は無駄な質問だということを言って内村選手

を多いにたたえたわけでございます。オリンピックはメダルを取ることも確かに盛り上

がることではありますが、やはりお互いを尊敬しあい、たたえ合う、これがまさにオリ

ンピックの真実なのではないかとこの記者会見を見て思いました。ですから、まさに成

田空港は世界と一番繋がっているまち、世界と一番近いまちです。100 以上の世界の都

市と結ばれています。オリンピックがまさに世界のオリンピックであるならば、私たち

は世界と繋がっているまちに暮らしており、そして学び、生活しており、お互いを認め

合うそしてお互いを尊敬し、共生しあう国際都市の若者になることを強く願っておりま
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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皆様に感謝を申し上げる

とともに、中学生議会に協力していただきました学校関係者の皆様、保護者の皆様、そ

して市議会議員の皆様に感謝を申し上げて中学生議会の講評とします。中学生議員みな

さん、これからもがんばってください。 

                  （午後 3時 16分） 

 

 

◎議会の閉会 

○議長（諸岡姫乃議員）  これをもって、今、議会の日程は終了いたしました。以上を

もちまして、平成 28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 17分） 

 

 


