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１　こども議会議員名簿及び一般質問一覧表

No. 議　員　名 学　校　名 質　問　事　項

1
わたなべ

渡　邉　
ごうき

豪　己
龍ケ崎小学校 避難所としての学校の役割について

2
こぐれ

小　暮　
ともこ

友　子

3
たかの

髙　野　
さくらこ

桜　子
馴柴小学校 牛久沼の水質について

4
なべたに

鍋　谷　ゆうな

5
たかの

髙　野　
まさひこ

匡　彦
長戸小学校 高齢者の福祉について

6
いけだ

池　田　
ちなつ

千　夏

7
とがし

富　樫     
りょう

瞭
北文間小学校 米づくりについて

8
たかの

髙　野　
まお

真　緒

9
ばば

馬　場　
しょうか

松　加
八原小学校 コンピュータの整備について

10
どうふく

堂　福　　　
ゆう

悠

11
ふくだ

福　田　
てった

哲　大
川原代小学校 通学路の安全対策について

12
やまざき

山　崎　
ゆき

友　紀

13
さくらい

櫻　井　　　
れん

蓮
大宮小学校 まちの活性化について

14
てらもと

寺　本　
よしみ

佳　示

15
わかい

若　井　ひなた
龍ケ崎西小学校 龍ケ崎市の伝統文化について

16
ほんごう

本　郷　 　
のぞむ

希

17
さいとう

齋　藤　
あきはる

秋　晴
松葉小学校 教育センターの役割について

18
たましろ

玉　城　
りお

里　織

19
ほんごう

本　郷　
さやか

彩　夏
長山小学校

小中学校授業での電子化・タブレット端末

の導入について
20

あさの

浅　野　
みう

美　羽

21
きくち

菊　池　
あやみ

彩　未
馴馬台小学校 障がい者が安心できるまちづくりについて

22
いしかわ

石　川　
こうや

航　也

23
すぎさき

杉　﨑　
しゅんた

駿　太
久保台小学校 スポーツ、音楽の取組について

24
こばやし

小　林　
のあ

矩　綾

25
すがの

管　野　　 
かえで

楓
城ノ内小学校 ごみやリサイクルの環境対策について

26
いしかわ

石　川　
そうた

颯　太　
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２　こども議会における執行部出席者

　　　　　市　　　　長
なか

中　
やま

山　
かず

一　
お

生

　　　　　副　 市 　長
なが

長　
おか

岡　
かず

一　
み

美

　　　　　教 　育　 長
とう

藤　
ご

後　
しげ

茂　
お

男

　　　　　総 務 部 長
かわ

川　
むら

村　
みつ

光　
お

男

　　　　　政策推進部長
なお

直　
い

井　
ゆき

幸　
お

男

　　　　　健康福祉部長
か

加　
とう

藤　
ゆき

幸　
お

生

　　　　　市民生活部長
はね

羽　
だ

田　
とし

利　
かつ

勝

　　　　　都市環境部長
き

木　
むら

村　　
しげる

茂

　　　　　教 育 部 長
あら

荒　
い

井　
く

久
に

仁
お

夫

　　　　　危機管理監
いずみ

出水
だ

田　
まさ

正　
し

志
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３　龍ケ崎市小学生こども議会会議録

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

平成２５年８月２日（金）午後１時開会
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　　　◎開会の宣言

○堂福悠議長

　　ただ今から市制施行 60周年記念事業「龍ケ崎市小学生こども議会」を開会します。

　　はじめに議長を務めさせていただきます、八原小学校の堂福悠です。

　　どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　◎市長あいさつ

○堂福悠議長

　　それでは、ここで日程に入る前に、中山市長からごあいさつをいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　皆さん、改めましてこんにちは。

　　本日は、龍ケ崎市小学生こども議会の開催にあたりまし

て、小学生こども議員の皆様におかれましては勉学、ス

ポーツ、遊びと大変お忙しい中、ご参集を賜りまして誠に

ありがとうございます。

　　通常の市議会ですと、このようなことを冒頭に申し上げ

まして、それから、提案理由説明というものに入ります。今日、皆様に行っていただきま

す議会審議はいわゆる普通の通常の市議会でいいますと一般質問と言われるような形式で

行われます。そして、提案理由説明というのは、そのあとに議案質疑がございまして、議

会は年に4回あるのは知っていましたか。3の倍数の月に、3･6･9･12月に議会定例会が行

われています。

　　その他に臨時議会というのもあるんですけれども、通常は定例議会が4回行われて、そ

のたびごとにこちらが市役所側は執行部と言われています。

　　執行部側が議案を提出する議案というのは、予算とか条例案とか、いろいろな議案があ

るんですけど、それを提案する事に対して、その提案理由を最初、議会の冒頭に市長がこ

こで説明をする役目が議会の最初に私としては必ずあるところです。

　　いきなり難しい話をしてしまいましたけれども、通常の議会というのはそのようにして

行われております。

　　皆さん大変緊張しているように見えますけど大丈夫ですか。でも、緊張しても当然だと

思います。議場というのは、選挙を経て、市民の信託を得た議員さんしか入れないのが議

場です。今回は議場ですから、普通の人が入れないところに皆さんは入って、そして普段
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選挙で信託を得た議員さんが座っている席に皆さんは座っているわけです。

　　ですから普通の議員さんたちも、そして普段の議会、市長もそして市役所の執行部の皆

さんも大変緊張しています。ですから皆さんは緊張してても全然おかしくないんです。緊

張するなとは言いませんけれども、議員の皆さんもきっと議会の時は皆さん緊張してると

思いますので、今日は緊張してもいいですので、できるだけ自分の持ち味を出してたくさ

ん、いい質問していただければなと思っております。

　　普段の一般質問の時には、一問一答で行われています。議員の皆さんが質問して、それ

に一問一答で答えるという形なんですけれども、ただ、通告というのはございます。今日

の皆さんと一緒ですね。普段の議会も一般質問の時はどんなことを質問するのか、こちら

の執行部側に事前にこういうことを質問しますというの提出していただきます。

　　そうすることによって、こちらの市役所側は議員さんの質問に対して、ちゃんときちん

と答えられる準備ができるからですね。ただし、一般質問は一問一答ですからいろんな質

問が来ますので、通告にないような想定外の質問も来ますので、そういう時は、やはり答

弁も大変苦労しながら答弁することもございます。

　　議会というのは、皆さん今回質問を書きましたよね。こんな質問しますということで質

問を書いたと思いますけども、何でこんな面倒くさい事しなきゃならないんだろうか、

きっとそう思われたんじゃないでしょうか。もっと直接市長に会って話をして、これこれ

こうしたらいいんじゃないのって言った方が簡単だし、もっと物事が早く進むんじゃない

かなって思われた議員さんもいらっしゃるかもしれません。

　　でも、民主主義というのは、皆さんいろいろなところで勉強してると思います。

　　代表制民主主義で議会の議員さんを選挙で選ぶ、そして市長も選挙で選ぶ。市民の投票

で議員さんになった議員さん、そして市民の投票で市長になった市長がこの市政運営をし

ていくわけですけれども、その中でやはり市民の税金、皆さんのお父さんお母さんは税金

を払っています。その大切なお金を使うからには、市長が勝手に使ってもいけませんし、

議員さんはそれをしっかりと見張りながら、ちゃんと使われてるかどうかをこの議会で決

定しながら、お金を使う、予算といいますね。予算は知っていると思いますけれども、そ

のような形で、議会が行われているので、これがプロセスと言いますけれども、適正な手

続きを経ながら行わなければ、市民の税金を正しく使えない。そういうことで今回のよう

に質問の内容を提出していただき、それを私たちがきちんと答えられる準備してからこの

場所で議論をする。このような形が適正手続きということで、やはり正しく税金を使うた

めにも必要とされているところです。

　　そういうことで、今日はちょっと難しいことをお話してしまいましたけれども、皆さん

に一つここで学んでいってもらいたいものの一つに、今日このような形で龍ケ崎市の議会

を勉強できます。そして、質問して私たちの答えを聞くことで龍ケ崎市の市政運営の勉強
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もできると思います。そしてもう一つ、ここの議場に入ると、そこにいられる人は市民の

信託を得た、市民の選挙で一票を得ながら、選挙で選ばれた人しか入れないということで、

その選挙の大切さというものも覚えていってもらいたいと思います。政治というものは、

この間、参議員選挙もありましたね。龍ケ崎市は51％という投票率でした。半分しか投

票に行かないんです。有権者は皆様も二十歳になったら投票権が与えられます。ですので

皆さんにはぜひ覚えて帰ってもらいたい。そして、友達にも伝えてもらいたいことは、今

日ここで勉強したことの中の一つとして投票というものは、皆さんの税金を使ったり、法

律を決めたり、条例を決めたりするときには、皆さんの生活に影響する大切なものであり、

自分たちが投票権を得たときには必ず投票に行く。そして、お父さん、お母さん、おじい

ちゃん、おばあちゃんが投票に行かないでさぼっていたら「何やってんの、投票に行って

ください」って皆さんから言ってもらえれば、必ず行ってもらえると思いますので、ぜひ、

大切な投票の権利をしっかりと使う権利を行使することをここで学んでいただきたいと思

います。

　　今日は、先ほど申し上げました一問一答ですが、すべて私が皆さんの質問に対して答弁

するわけでありません。それぞれの部がございます。

　　今日ここに副市長さん、教育長さんをはじめ各部の部長さんがいらっしゃいます。普段

は部長さんが答弁をします。今日は、普段の議会になるべく近づけるために、龍ケ崎市の

部長さんは優秀な部長さんがそろってますので、こんな人が龍ケ崎市役所で頑張ってるん

だっていうのをぜひ見てもらいたいと思います。そして、今日は危機管理監も答弁の機会

があります。危機管理監という役職が龍ケ崎市にはあります。災害の対応など様々な仕事

をしているのが危機管理監でございます。

　　今回は、市制施行 60周年の記念事業の一つとして、龍ケ崎市小学生こども議会を開催

させていただきました。今日、出席いただいた小学生の皆さんをはじめ、この今日の開催

に当たりましてご尽力いただいた、教育委員会、学校関係者の皆さん、そして、その応援

をしてくださった保護者の皆さんも含めまして、皆様に感謝を申し上げまして、ちょっと

予定より時間を長く使ってしまいましたけれども、私の冒頭に当たりましてのあいさつと

させていただきます。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◎開議の宣言

○堂福悠議長

　　これより日程に入ります。
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　　◎会期の決定

○堂福悠議長

　　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。

　　龍ケ崎市小学生こども議会の会期は本日 1日といたしたいと思います。これにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○堂福悠議長

　　ご異議なしと認めます。

　　よって龍ケ崎市小学生こども議会の会期は、本日１日と決定いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　◎会議録署名議員の指名

○堂福悠議長

　　日程第２、会議録署名議員の指名を行います。

　　馴馬台小学校　石川航也議員、馴柴小学校　髙野桜子議員、以上 2名を指名いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　◎一般質問

○堂福悠議長

　　日程第３、これより一般質問に入ります。

　　発言の通告が議長の手元に提出されておりますので、順次発言を許可いたします。

　　龍ケ崎小学校、渡邉豪己議員。

〔龍ケ崎小学校、渡邉豪己議員　登壇〕

○渡邉豪己議員

　　龍ケ崎小学校の渡邉です。

　　災害時の避難所としての学校の役割について質問させて

いただきます。

　　2011年の震災の時、龍小の体育館が避難所として開放さ

れていましたが、ほとんど利用されていませんでした。富

士見地区から避難してきた家族も、他の家の人が来ていな

いので、避難所となっているか不安で帰ってしまったそうです。

　　また、震災のあとの断水で、龍小に水をもらいにきたとき、30人くらいの人が並んでい

ましたが、近所の方でも、龍小にそのような施設があることを知らない人も多かったよう

です。今後、もっと大きな地震が起きて、家が壊れたり、断水や停電が長く続いたりした
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ときのことが心配です。学校が震災時に避難所や給水所になっていることを地域の人に広

く知ってもらうために、龍ケ崎市ではどのような取り組みをしているのか教えてください。

　　また、避難所としてより多くの人を安全に受け入れるために、どのような対策をとって

いるのか教えてください。

○堂福悠議長

　　龍ケ崎小学校、渡邉豪己議員の質問が終わりました。

　　出水田危機管理監、答弁をお願いします。

〔出水田正志危機管理監　登壇〕

○出水田正志危機管理監

　　先ほど市長からご紹介がありました、危機管理監で出水

田と申します。災害ができるだけ起きないように、また起

きてしまった時にできるだけ災害が大きくならないための

対応等を担当しています。

　　それでは渡邉豪己議員の質問にお答えします。

　　はじめに避難所などを広く知ってもらうための市の取り

組みについてお答えします。

　　最近では防災の手引きという本を 4月に市内の全家庭に配布しました。この本には、市

民の皆さんが、避難所の場所はもちろんのこと、大地震や風水害が発生した時などにどう

すれば良いかなと書いてあります。

　　この本が防災の手引きです。この中に避難所が書いてあります。この赤いところが龍ケ

崎小学校が避難所となっているところを示しているものであります。

　　また、龍ケ崎市公式ホームページの電子地図の eコミマップを使って防災施設や防犯情

報等を公開しています。eコミマップの入口ボタンをクリックしていくと避難所や防災コ

ンテナ等の防災施設が見られるようになっています。これが龍ケ崎市ホームページの最初

のトップ画面になります。ここに eコミマップというアイコンがあります。ここを押して

いただきますと、この画面なります。この画面の中のこちらのアイコンをクリックしてい

ただきますと、防災施設避難所等が表示されます。こちらのボタンを押していただきます

と、防犯情報不審者情報等が表示されるようになっております。議員の皆さんが住んでい

る地域の防災施設を調べてみてください。できれば家族や友達近所の皆さんにも教えてい

ただければとても嬉しいです。

　　今後は避難所となる小中学校までの避難経路をわかりやすく案内するための看板等も考

え、市民の皆さん全員が知ってもらえるように検討していきたいと思います。

　　次に、避難所に多くの人を安全に受け入れるための取り組みについてです。

　　龍ケ崎市では、龍ケ崎市地域防災計画が作ってあります。この計画の中で、龍ケ崎市内
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の避難所は最大で約 5,000人と想定をして、地震に強く大きな地震が起きても耐えられる

安全な小中学校体育館始め、44ヶ所を避難所として指定して多くの人を完全に受けられ

るように計画しています。災害が起きて避難所を開設する場合は、防災行政無線や広報車、

メール配信システムなどで、市民の皆さんにお知らせして、避難してもらえるようにして

いますが、避難所の安全を守るためには、何と言っても日頃の準備や訓練が大切です。今

年の10月には龍ケ崎小学校、龍ケ崎地域コミュニティ協議会、龍ケ崎市役所による、大

きな地震が発生を想定した合同防災訓練を行います。その中で、龍ケ崎小学校の体育館や

龍ケ崎コミュニティーセンターに避難所を設置運営する訓練を行います。避難所生活を体

験して避難所運営する人、避難生活をする人などがお互いに協力することが大切であるこ

となど皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。渡邉豪己議員にもぜひ参加をお願いい

たします。

　　この他にも防災力を強化するなど、安全安心が実感できるまちづくりに取り組んでいる

ところですが、議員の皆様からのいろいろなご意見をお聞きしながら、さらなる安全で安

心なまちづくりを目指します。以上です。

○堂福悠議長

　　龍ケ崎小学校、小暮友子議員。

〔龍ケ崎小学校、小暮友子議員　登壇〕

○小暮友子議員

　　龍ケ崎小学校の小暮友子です。

　　ご回答ありがとうございました。防災の手引きのことは

初めて知りました。今日家に帰ったら私も見てみたいと思

います。

　　また、10月に龍ケ崎小学校と龍ケ崎地区の皆さんで合同

避難訓練をすることは、先生に聞いて知っていましたが、

今日のお話を聞いて改めて大きな災害が起きたときには地域で力を合わせることが大切な

んだなと思いました。

　　もしも大きな災害が起こって避難するようなことになったら、自分にできることは何か

を考えて避難訓練に臨みたいと思います。

○堂福悠議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　渡邉君、小暮さんありがとうございました。

　　ただいまの質問の内容ですけれども、やはり今 3.11が起こってまだ2年あまり震災の
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ときに皆さんも大変怖い思いをしたと思います。そして、ニュース等でごらんなってると

思いますけれども、小学校が避難所になったり、東北で津波のあった地域では、小学校で

勉強がしばらくできなかったという話も聞いてると思います。

　　龍ケ崎はそういうことはありませんでしたけれども、やはり大きな災害が起きるとどん

なことが起きるかわからない。3.11の時は避難者があまり出なかったので、小学校の体

育館を避難所として、継続的に運営することはありませんでしたが、次の必ず起こる災害

では被害者がたくさん出るかもしれません。

　　その時のために、今回、今までの龍ケ崎市の防災訓練を見直しまして、今、小暮さんの

話もありましたけれども、たまたま小学校、龍ケ崎小学校の体育館を避難所と設定しての

避難訓練が行われます。

　　これは実際に大きな災害が起こったときに、実態に即した訓練になるかなと思ってます

ので、今後、各小学校でもこのような取り組みを広げて参りたいと思いますので、もうす

でにやってる小学校もあると思いますが、こういう訓練をしっかりと経験することで普段

の防災の備えをしっかりとしていただきたいとお願いを申し上げまして、私のお話を終わ

りにします。

○堂福悠議長

　　馴柴小学校、髙野桜子議員。

〔馴柴小学校、髙野桜子議員　登壇〕

○髙野桜子議員

　　馴柴小学校、髙野桜子です。

　　牛久沼の水質について質問します。

　　私は4年生のとき、総合的な学習の時間に牛久沼に釣り

に行きました。その時、少し水が濁っているなと思いまし

たが、沼なので濁っていても大丈夫だろうと思っていまし

た。今年、牛久沼の白鳥にえさをあげた時、ごみが浮かん

でいることに気付きました。沼に捨てられたことが考えられますが、沼に流れ込む川から

流れてきたことも考えられます。

　　そこで、川や沼の水質問題について、龍ケ崎市周辺の市町村の皆さんと話し合われたこ

とがあるかお聞きしたいと思いました。もしあったら教えてください。

　　また、水質をよくするには、私たち市民が心がけることが大事です。

　　今まで市ではどのような取組を行ってきたのか、そしてこれからどのような取り組みを

行っていくのか教えてください。よろしくお願いします。

○堂福悠議長

　　馴柴小学校、髙野桜子議員の質問が終わりました。
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　　木村都市環境部長、答弁をお願いします。

〔木村茂都市環境部長　登壇〕

○木村茂都市環境部長

　　私は都市環境部長の木村茂でございます。

　　都市環境部では主にコミュニティーバス、乗り合いタク

シーなどの皆さんの足となる公共交通の企画立案や道路を

作ったり、公園をいつでも綺麗に管理したり、緑化したり、

そして、ごみのポイ捨ての禁止、ごみの収集と処理、下水

道等の環境政策といった私たちの生活に密着したことを担

当しております。

　　それでは髙野桜子議員のご質問にお答えいたします。

　　水質問題で、周辺の市町村の皆さんと話し合ったことがありますかというご質問につい

てですが、家庭等から流れ出る、汚れた水や雨水などが牛久沼に流れ込む地域を流域とい

いますが、この牛久沼流域の市町村は龍ケ崎市、牛久市、つくば市、そして、つくばみら

い市の４つの市があります。この４市と牛久沼漁業協同組合等では昭和 60年に自然いっ

ぱいの牛久沼を残していくということを目的に牛久沼流域水質浄化対策協議会という組織

を立ち上げ牛久沼の水質浄化の話し合いを行っております。そして、この話し合いにより

牛久沼流域のゴミ拾いを行ったり、たくさんの人に牛久沼について考えてもらえるように、

チラシや水を綺麗にする品物を住民に配るなどの活動も行っています。

　　次に、今までの取り組みとこれからの取り組みについてです。

　　水質をよくするためには、牛久沼の流域に住んでいる人、農業を行っている人、あるい

は工場等の会社から汚れた水を流さないようにすることが大切です。水は一度汚れてしま

いますと綺麗にするには、大掛かりな対策を行わなくてはなりません。このため、茨城県

に行っていただいたり、国や茨城県からの援助を受けて龍ケ崎市を含む４市ではいろいろ

な対策に取り組んでおります。その主なものでございますが、家庭の台所やトイレの排水

をそのまま牛久沼に流さないようにするための下水道の整備です。現在では流域の約

75％の人々に使用していただいております。

　　また、下水道が整備されていない地区には下水道と同じ機能を有する合併処理浄化槽、

高度の窒素やリンの除去形でございますけども、この補助も行っているところでございま

す。さらに水質改善に良い影響を与えることから、フナや鯉などの稚魚の放流を毎年行っ

ています。牛久沼の水質は1980年ごろから汚れ出しましたが、これは取り組みの結果、

近年はわずかずつではございますが、改善していることが水質調査の結果分かっています。

　　しかし、今後つくばエクスプレス周辺の開発等によって流域の人口増が見込まれますの

で、当市も計画作りに関わった茨城県が、そして作成をいたしました牛久沼水質保全計画
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これの目標達成に向け引き続き有効な対策を行いたいと思います。

　　髙野桜子議員のように、牛久沼の周辺地域で牛久沼について関心を持つ人を 1人でも多

く増やすことによって、牛久沼の水質をより綺麗にすることができると考えていますので、

これからもご協力をお願いいたします。以上でございます。

○堂福悠議長

　　馴柴小学校、鍋谷ゆうな議員。

〔馴柴小学校、鍋谷ゆうな議員　登壇〕

○鍋谷ゆうな議員

　　馴柴小学校、鍋谷ゆうなです。ご回答ありがとうござい

ました。

　　牛久沼流域水質浄化対策協議会で話し合って決めた活動

の具体例を説明していただき、とてもよく分かりました。

特にごみ拾いを行うことで牛久沼をきれいに出来ることが

わかり、さっそくみんなで実行していきたいと思います。

　　また、水質浄化対策として国や茨城県からも援助をしていただいていることに驚きまし

た。人に任せるだけでなく自分達も努力して牛久沼をきれいにしていきます。

　　本日は本当にありがとうございました。

○堂福悠議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　髙野議員、鍋谷議員、ご質問ありがとうございました。

　　先ほど渡邉議員、小暮議員に、君づけ、さんづけで呼んでしまいました。大変失礼いた

しました。ここは議場ですから、渡邉議員、小暮議員でしたね。

　　今回も髙野議員の質問になりましたが、牛久沼の水質は馴柴地区の人だけでなくて、龍

ケ崎市市民全体が心配してることだと思います。牛久沼水質浄化対策協議会では毎年ポス

ターコンテストをしておりまして、この周辺自治体の小学生中学生にポスターを描いてい

ただいています。毎回素晴らしいポスター書いていただいているところでございますので、

ご協力いただいた皆さんには、ここでこの場を介して感謝を申し上げさせていただきます。

　　また、ぜひ素晴らしいポスターを書いて、ぜひ賞を取っていただければなと思っており

ます。皆さん霞ヶ浦はご承知だと思いますけれども、霞ヶ浦は面積では全国で2番目に広

い湖でございます。ただし、水質はやはり大変悪い。茨城県としてはこの霞ヶ浦の水質を

改善しようとして牛久沼と一緒に頑張っているところです。

　　ただし、琵琶湖は大変水深が深いんですね。琵琶湖にもたくさん汚れた水が流れ込んで
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ると思いますけれども、皆さんも分かると思いますが、濁った水は時間がたつとだんだん

汚れが下に沈殿してたまって、上のほうが透明になってきますよね。

　　水深があると上のほうをちょっとかき回したぐらいでは下の泥は巻き上がってきません

が、水深が低いとちょっと上をかき回しただけで下にたまった汚れが舞い上がって、すぐ

水が汚れてしまう。そういうことで、茨城県の関東平野の平野部にある湖沼、沼と湖は大

変汚れやすい場所になっています。隣の千葉県我孫子、柏にある手賀沼というのは全国

ワーストワンの汚れた沼でしたけれども、水質浄化の取り組みで今はワーストワンではな

くなりました。ですので、やはり今後も県や国の力がないとなかなか水質改善は難しいん

ですけれども、龍ケ崎市も皆さんも水を汚さないそういう意識を強めていただきながら、

今後も綺麗にするということは続けていかなければならないと考えております。

○堂福悠議長

　　長戸小学校、髙野匡彦議員。

〔長戸小学校、髙野匡彦議員　登壇〕

○髙野匡彦議員

　　長戸小学校の髙野です。

　　高齢者福祉について質問をいたします。

　　龍ケ崎市の65歳以上の人口の割合は、平成 22年度が

18.8％で、平成 28年度には24.8％になる予想です。これ

から龍ケ崎市の高齢者の方々の割合が増えていく中で、僕

は高齢者に対する福祉がどうなっていくのか関心を持ちま

した。僕たちの学校では、学区内にある特別養護老人施設「竜成園」の訪問を行っていま

す。

　　また、地域のお年寄りの皆さんを学校にお招きするなどの交流を多く行っています。お

年寄りの皆さんはそれらの活動をとても楽しみにしているそうです。

　　そこで、龍ケ崎市ではお年寄りの方々と市民との交流の機会をどのような形で持ってい

るのか教えてください。

　　もう一つ気になっていたことがあります。僕は歩くのが辛そうなお年寄りの方をよく見

かけます。また、僕の祖父は足が不自由なので、歩くのが大変そうだと思っていました。

　　そこで、龍ケ崎市では歩くのが大変なお年寄りの方々に対してどのような支援を行って

いるのか教えてください。

○堂福悠議長

　　長戸小学校、髙野匡彦議員の質問が終わりました。

　　加藤健康福祉部長、答弁をお願いします。

〔加藤幸生健康福祉部長　登壇〕
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○加藤幸生健康福祉部長

　　健康福祉部長の加藤でございます。

　　市役所の中で私が担当しておる仕事は、市民の健康と福

祉に関する仕事になります。

　　まず、健康では赤ちゃんがおなかの中にいる女性や、赤

ちゃん、そして大人の人のいろいろな健康診断を行ったり、

皆さんも経験されておると思います、病気を予防するため

のいろいろなワクチン、そういったものの接種をお医者さんと協力しながら行ってます。

そして病気になってしまった時には病院で支払いする医療費を少しでもやすくするために

病気でない人も協力してお金を出しあう医療保険制度や、マルフク制度と言う助け合いの

制度も担当しています。

　　次に、福祉になりますが、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い仕事をさせていただいてお

ります。皆さんに関係が深いところでは幼稚園や保育所の運営そして児童手当の仕事があ

ります。

　　また、障がいのある方や髙野議員がご関心寄せてらっしゃるお年寄りの問題、日常の生

活が1人ではなかなかできないお年寄りに対するいろいろなサービス、そういったものを

提供する仕事を担当しております。

　　以上が私の担当するだいたいの仕事の範囲でございます。それではよろしくお願い申し

上げます。

　　髙野匡彦議員のご質問にお答えします。

　　人間は誰でも年を重ねると、気持ちや体の衰えから外に出ることや人に会うことが面倒

になったりして家に閉じこもりがちになります。しかし人間は1人では生きていけません。

誰かと話をしたり交流を持つことで、刺激を受けて生きる喜びや心と体の健康を得ていく

ものだと思っております。ですから髙野議員が心配してるように交流が少なくなりがちな

年寄りが明るく元気になれるような機会を多く作っていくことがとても大切になります。

龍ケ崎市ではそのような交流を進めていくため様々な事業を行っております。例を挙げま

すと松葉小学校の教室を借りて活動をしている「元気サロン松葉館」ではお年寄りの方々

と松葉小学校に通う皆さんとで体操や歌、けん玉、あやとり等を通して交流会を行ってお

ります。

　　また、小学校の総合学習の時間に地元の長寿会の方々や保護者の皆さんも交えて、昔話

や昔遊びをするなどをそれぞれ地域で親子からお年寄りの方々まで幅広い交流を行ってい

ます。このような取り組みを行っておりますので、髙野議員も地域のお年寄りとの交流を

これからも大切にしていっていただけたらと思っております。よろしくお願いいたします。

　　次に、歩くことが大変なお年寄りの方に対する支援についてであります。日本には介護
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保険制度というものがございます。聞いたことがあろうかと思います。介護とはお年寄り

の生活のお世話をするという意味です。そして、介護保険制度とはお年寄りの介護を家族

だけでするのは大変なので、社会全体でお世話をしていきましょうということで作られた

制度になっております。お年寄りの方は足腰の衰えから、歩くのに不自由さや不安を抱え

るようになりますのでこの介護保険制度の中では車椅子や歩くときに支えとなる歩行器や

松葉杖のほか、自宅に設置する手すりや段差解消のためのスロープの設置費用の援助など

も行っております。他にお年寄りが出歩くときに押して使うシルバーカーの購入費用に対

する援助などもあるところでございます。

　　お年寄りのことを心配される髙野議員はとてもやさしい心を持っておられると思います。

ご近所で困っているお年寄りがおられたら声をかけてあげたり、話し相手になってあげた

りしてください。皆さんの温かい気持ちがお年寄りはもちろん地域の人たちが安心して暮

らせるまちづくりの基礎となりますのでよろしくお願い申し上げます。

　　以上で私の答弁を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。

○堂福悠議長

　　長戸小学校、池田千夏議員。

〔長戸小学校、池田千夏議員　登壇〕

○池田千夏議員

　　長戸小学校の池田千夏です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　龍ケ崎市に元気サロン松葉館のようなお年寄りとの交流

の場があること、また車椅子やスロープの費用に対して援

助がされていることなどがわかりうれしく思いました。2

学期に地域のお年寄りのみなさんを学校にお招きする集会

があります。私たちもお年寄りの皆さんが喜んでくださるような集会にしたいと思います。

○堂福悠議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　髙野議員、池田議員ありがとうございます。高齢化社会の福祉についての質問ですが、

龍ケ崎市は茨城県の平均と比べると高齢化率というのがありますけども、高齢者年齢の比

率は、まだそんなに高くはありません。ただ、同じ龍ケ崎市内でも、長戸地区のような歴

史的に伝統的に龍ケ崎から古くから住んでいるまちと北竜台地区、龍ヶ岡地区の新しいま

ちでは、その高齢化率の比率が変わってきます。新しいところでも今元気サロン松葉館の

話ありましたけれども、松葉地区は一番最初にニュータウン開発が始まったところですの
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で、そこはやはり高齢化率が少し上がっているというところもございます。ただ、やはり、

これから子どもが少ない時代になってきましたので、高齢化率というのは急激に上がって

いくと思われます。

　　高齢化社会になってこれまで龍ケ崎のため、日本のために頑張ってこられたおじいちゃ

ん、おばあちゃんを元気にする一番力を持ってるのはやはり小学生の皆さんを始めとする

子どもの元気さだと思います。ぜひ引っ込みがちなおじいちゃん、おばあちゃんがご近所

にいらっしゃったら、自分のうちのおじいちゃん、おばあちゃんも含めてですけれども、

皆さんの元気を与えて、一緒に元気に地域で楽しく暮らしていただきますことをお願いし

て終わりといたします。

○堂福悠議長

　　北文間小学校、富樫瞭議員。

〔北文間小学校、富樫瞭議員　登壇〕

○富樫瞭議員

　　北文間小学校の富樫瞭です。

　　米づくりについて質問いたします。

　　僕が住んでいる町には米農家がたくさんあります。

　　しかし、どこの農家も高齢者が増え、後を継ぐ若者が

減っているそうです。僕の友達の祖母は他の高齢者の米農

家から、田んぼの管理をお願いされているそうです。米づ

くりに必要な機械は高額で農家の負担が大きいそうです。

　　また、農家は天候により、収入が不安定になるので、野菜作りなども共に行わないとい

けないという不安があり、若者の農業ばなれの元となっているのではないでしょうか。若

者が農業を安心して始められるような対策は、どのようなものがあるのでしょうか。

○堂福悠議長

　　北文間小学校、富樫瞭議員の質問が終わりました。

　　羽田市民生活部長、答弁をお願いします。

〔羽田利勝市民生活部長　登壇〕

○羽田利勝市民生活部長

　　市民生活部長の羽田です。市民生活部では主に商業や工

業を元気にして働く場を増やすことや、お米等の農作物が

よく育ってたくさん取れるように、田んぼや畑の整備をし

たり、地域の皆さんが協力して住みよいまちづくりができ

るような仕組みづくりなど、毎日生活しやすいように身近

なことを手助けする仕事をしております。
16



　　それでは富樫瞭議員のご質問にお答えいたします。

　　龍ケ崎市は古くから茨城県南地域の穀倉地帯として栄え、米づくりは現在も龍ケ崎市の

農業の中心的な役割を果たしてます。しかし、質問にもありましたように、農業している

人達の多くは高齢者となり、若い人たちはなかなか農業をしてくれないという問題がお

こってます。龍ケ崎市では、これから農業を始めたいという方から相談があった場合には、

どうして農業始めたくなったのかとか、田んぼに稲を作ってみたいのか、それとも、畑に

野菜を作ってみたいのかなどのお話をよく聞きながら農業の基礎となる土づくりや農業機

械技術の勉強ができるような場所などを紹介しています。

　　また、龍ケ崎市内にも稲や野菜づくりの作り方を教えてくれる方がいまして、これら農

業を始めたいという人が相談できる仕組みが整っています。さらに、龍ケ崎市農業協同組

合にはいちごなどの作り方を勉強するための研修施設があり、これから本格的に農業始め

る方の指導に取り組んでいます。

　　また、資金面では、これから農業を行うために必要となるお金や農業機械等を購入する

ための費用の一部を助成する制度があります。さらに現在、龍ケ崎市では農家の皆さんの

収入の向上を目指して龍ケ崎市産の農産物のブランド化に取り組んでいます。その他、農

業体験や食育活動なども行っていますが、こうした行事に参加したこどもたちの中に将来

農業をやりたいという人が出てきてくれたらうれしく思います。以上です。

○堂福悠議長

　　北文間小学校、髙野真緒議員。

〔北文間小学校、髙野真緒議員　登壇〕

○髙野真緒議員

　　北文間小学校の髙野真緒です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　龍ケ崎市や農協では、これから農業を始めたいという方

へ勉強できる場所や研修施設、相談できる方を紹介する仕

組みが整っていることと、資金の援助をする制度があるこ

とにおどろきました。

　　また、農家の収入向上を目指して、龍ケ崎市産農産物のブランド化、次の世代を担う子

供たちへ、農業体験や食育活動などを行っているのも面白いと思いました。私も龍ケ崎ト

マトをもらって食べたことがあります。とても甘くて龍ケ崎にはこんなおいしい野菜があ

るんだなと思いました。これから、農業をやりたいと思う人がたくさん増えて、龍ケ崎市

の農産物をたくさんの人に食べてもらいたいと思いました。

○堂福悠議長

　　中山市長。
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〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　富樫議員、髙野議員ありがとうございました。

　　先ほど答弁にもありましたが、龍ケ崎市にとって農業は大切な産業の一つでございます。

そして、今髙野議員からもありましたけれども、龍ケ崎トマトをはじめ、お米もそうです

けれども、大変自慢できるおいしくて安全な品質の高い農作物がたくさんあります。私も

これからブランド戦略ということで全国の皆さんにも龍ケ崎市のおいしいものを食べてい

ただきたいということで頑張らなければならないと考えているところでもございます。

　　また、農業に関しては、これは話をすると長くなるので、あまりしませんがＴＰＰとい

う問題があります。ぜひ興味のある方はＴＰＰを勉強してください。

　　そして、やはり農業の担い手不足、高齢化が進んでいます。先ほど長戸小学校の議員さ

んからもありましたけれども、そして、一つ報告させていただきますが、長戸地区の横田

農場の若い経営者の修一さんという方ですが、今回、全国で開かれる農業コンテストで優

秀賞を取りました。農林水産大臣賞を獲得いたしました。この方は長戸地区で米作りを始

め、手広くやっている方ですけれども、そのコンテストが福島県で行われたんですけども、

会津若松、今、大河ドラマ「八重の桜」でやってますが、会津若松の北に喜多方市という

ところがあります。喜多方市は小学校の授業に農業科という授業があるそうです。皆さん

農業科という授業があったらどう思いますか。面白いと思いますか。そういうこともある

ということで、やはりこれからはその龍ケ崎市にとっても大切な農業、農業科ができるか

どうかわかりませんが、やはり学校でもいろんな農業について学んでいただきますことを

お願いして終わりとします。

○堂福悠議長

　　休憩いたします。休憩中に議長を交代いたします。

　　ここまでの進行にご協力いただきありがとうございました。

　　この後の会議は午後2時 5分に再開の予定です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○石川航也議長

　　会議を再開いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○石川航也議長

　　続いて議長を務めさせていただきます、馴馬台小学校の石川航也です。どうぞよろしく

お願いいたします。

　　それでは、一般質問を継続いたします。

　　八原小学校、馬場松加議員。
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〔八原小学校、馬場松加議員　登壇〕

○馬場松加議員

　　八原小学校の馬場松加です。

　　今日は八原小学校におけるコンピュータ関係機器の整備

に対する、市の取組について質問させていただきます。新

聞やテレビで、小学校でもタブレットを使った学習をする

ところがあると知りました。現在、私の学校では20台の

パソコンがありますが、そのパソコンは2人で1台を使う

という状態です。一度に20台近くをインターネットにつなげるためか、インターネット

への繋がり状態もあまりよくありません。そのため、総合的な学習の時間や社会科での調

べ学習やまとめ、レポート作りでも十分にパソコンが活用できないことがあります。

　　そこで教育部長さんにお尋ねします。市では各学校のコンピュータ関係の機器の整備に

ついてどのように考えていますか。このことについて教えてください。よろしくお願いし

ます。

○石川航也議長

　　八原小学校、馬場松加議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長、答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　私は教育部長の荒井です。

　　皆さんの学習環境の整備やスポーツの振興、食育推進、読書の推進などを担当しており

ます。よろしくお願いいたします。

　　それでは馬場松加議員のご質問にお答えいたします。

　　八原小学校におけるコンピュータの整備についてです。

　　学校には馬場松加議員をはじめ、皆さんが授業で使用する学習用のコンピュータを始め、

図書室の貸し出し用のコンピュータ、保健室用のコンピュータ、電子情報ボードなど様々

なコンピュータ関係の機器があります。コンピュータ関係の機器以外にもコピー機、印刷

機、拡大プリンターなど先生たちが使う機器もたくさんあります。

　　これらの機器は市役所とコンピュータを扱う会社が契約を結んで借りたものを各学校に

配置して使えるようにしています。

　　また、各学校のコンピュータ室には小学校では20台、中学校では40台パソコンを設置

しています。これは学習する内容が比較的簡単で授業で使う時間数が少ない小学校では、

2人で1台のパソコンを使用し、学習内容も高度になり授業で使用する時間数も多くなっ

てくる中学校では1人で1台を使用することにしているからです。学校のコンピュータ関
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係機器等は古いものから順に新しいものに交換していく予定です。

　　現在、小学校で使用している学習用コンピュータは、平成 18年 10月から使っているも

ので少し繋がるのが遅く感じるかもしれませんが、今あるコンピュータを大切に工夫しな

がら上手に使うことも大切なことです。

　　八原小学校の6年生は社会の授業で歴史上の人物を調べたり、理科の授業で星や化石に

ついて調べたり、総合的な学習の時間の発表用の資料を作成するなど、パソコンの使い方

が上手だと聞いております。これからもいろいろと工夫しながら、また友達と協力し合い

ながら、パソコンの使い方などを学んで、なれ親しんでもらえればと思っております。以

上です。

○石川航也議長

　　八原小学校、堂福悠議員。

〔八原小学校、堂福悠議員　登壇〕

○堂福悠議員

　　八原小学校の堂福悠です。ご回答ありがとうございまし

た。教育部長さんの話で、龍ケ崎市の学校のコンピュータ

整備についてよくわかりました。今は情報がたくさん手に

入る時代です。テレビにもデータボタンがあり、天気予報

やニュースがすぐにわかります。家の中でのコンピュータ

はもちろんタブレット型のパソコンやスマートフォン、携

帯電話といった情報の機器が街中にあふれています。知りたいことがすぐ手にはいる便利

な世の中です。しかし、情報の使い方を間違えると犯罪に巻き込まれたりネットいじめに

繋がったりします。

　　このことから、使う人の約束や決まりを守ることが特に必要だと思います。私たちもそ

ういう危険な場面にならないように情報を正しく使うための情報モラルを身につけていき

たいと思いました。今回は平成 18年度からの機器をそのまま使うということですが、今

後、なるべく早く新しい機種を入れていただいたり、コンピュータの台数をふやしたりし

て欲しいです。そして私たちも情報を正しく使えるようにしていくので、効果的な学習活

動のために、コンピュータの整備を話し合って欲しいと思います。今日はありがとうござ

いました。

○石川航也議長

　　藤後教育長。

〔藤後茂男教育長　登壇〕

○藤後茂男教育長

　　ただ今、堂福悠議員からご意見をいただきました。ありがとうございました。
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　　今はテレビ、パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末など、そういった

ものから簡単にいろんな情報を得ることができますが、便利になった反面、使い方を間違

えるとたくさんの人に迷惑をかけるような大変なことになってしまう場合があります。

　　堂福議員からもありましたように、使い方がとても大切だと思います。皆さんが情報機

器の使い方を学んだり、コンピュータなどを使って様々な学習ができるよう、順次環境を

整備して参りたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。

○石川航也議長

　　川原代小学校、福田哲大議員

〔川原代小学校、福田哲大議員　登壇〕

○福田哲大議員

　　「通学路の安全対策について」川原代小学校の福田哲大

です。

　　私は自宅から川原代小学校まで20分ほどかけて登下校し

ています。その通学路は歩道がなく、自動車と歩行者の通

行区分がない狭い道がほとんどです。

　　また、他の地区の友達も同じような状況のもと、毎日登

下校しています。そのような中、私が少しだけ気になる箇所があります。その箇所にはＰ

ＴＡで設置していただいた安全な運転への配慮を促す内容の看板もありますが、もともと

見通しが悪いうえ、特に朝の登校時においては、通勤車両と時間帯が重なり、いつ交通事

故が発生してもおかしくない状況です。交通事故が発生してからでは遅いと思います。

　　そこでお尋ねします。川原代小学校区の通学路において、安全対策が必要な箇所を把握

していますか。教えてください。

　　また、そのような危険箇所に対し、道路の幅を広げたり、時間帯での交通規制など、私

たちがより安全に登下校できる仕組みをつくる予定はありますか。教えてください。

○石川航也議長

　　川原代小学校、福田哲大議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長、答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　福田哲大議員のご質問にお答えします。

　　川原代小学校の通学路の安全対策についてです。

　　川原代小学校の通学路においても、安全対策が必要な箇所は車道と歩道の区別がない所

や自動車の交通量が多いところ、見通しが悪いところなどとなりますが、皆さんと先生そ

して家族の人や地域の方々が協力して作成しました通学路安全マップでは、13ヶ所あり
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ます。川原代小学校区の中でも、福田哲大議員の通う通学路は住宅も点在していますが、

田んぼや畑の周辺を通る道が多く、確かに車が通る車道と皆さんが通る歩道が区別されて

ない箇所がほとんどです。

　　しかし、歩道をつけるために細い道を広げるには、農家の田んぼや畑、そして現在住ん

でいる人たちの庭を使って工事をするようになるため、大変難しいところです。そこで川

原代小学校に通う皆さんの家族の人や市役所では見通しの悪い場所や曲がり角に立て看板

を作るなどして、自動車には安全運転をしてもらえるように、歩行者には気をつけて通る

ように注意を呼びかけています。

　　また、川原代小学校では、皆さんの家族の人や学校の周りに住んでいる人たちそして先

生による登下校の見守りが毎日行われています。

　　さらに福田哲大議員が班長をしてくれているように、皆さん同士で登校班を作って上級

生が下級生の面倒をみながら、一緒に登下校してもらうなどして、みんなが安全に通える

ようにしています。

　　川原代小学校だけでなく、他の小学校でも同様に、引き続き皆さんのおうちの方や、皆

さんの学校の周りに住んでいる地域の人たちに協力をしてもらいながら、皆さんが安全に

通えるよういろいろな工夫をしていきたいと思います。以上です。

○石川航也議長

　　川原代小学校、山崎友紀議員。

〔川原代小学校、山崎友紀議員　登壇〕

○山崎友紀議員

　　川原代小学校の山崎友紀です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　私も登下校の際に危ないと思ったことが何度かありまし

た。昨年通学路になっていた道路で車がぶつかって通れな

くなったことで、通学路が変更になったところがありまし

た。信号のある道路でも交通量の多い潮来街道は、危険を

伴います。さらに川原代小学校の通学路に、安全対策が必要な箇所が13箇所もあると聞

いて、とても驚きました。私が自分が通う通学路以外のことはよく分からなかったので、

大変参考になりました。友達の家に遊びに行く時も十分注意が必要です。今は、防犯サ

ポーターさんや地域の皆さんの見守りのおかげで私たちは、安全に登下校できていますが、

自分達で通学路の危険箇所をきちんと知り、そのことを自覚し、安全に登下校できるよう

にしなくてはいけないと思いました。

○石川航也議長

　　藤後教育長。
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〔藤後茂男教育長　登壇〕

○藤後茂男教育長

　　山崎友紀議員から、これからは危険箇所を分かった上で自分たちでも気をつけて登下校

したいというお話を伺いまして、安心をしたり、嬉しく思いました。登下校の交通安全は、

川原代小学校だけではなく、どこの学校でも大変重要なことだと考えております。教育委

員会では市役所の中にあります、危機管理室、施設整備課、それから、皆さんのそれぞれ

の学校、竜ケ崎警察署、竜ケ崎工事事務所、そういったところと協力をして去年と今年、

市内の学校の通学路の緊急安全点検を行いました。

　　そして皆さんが安全に通学できるように、草を刈ったり、あるいはお願いをして横断歩

道の塗り直しをしてもらったり、ガードレールをつけたり、信号をつけてもらう等をした

ところです。

　　これからも皆さんが安全に学校に通えるようにおうちの人、地域の方そして、警察署等

の関係するところと一緒に力を合わせて、安全に登下校ができるよう努めて参りたいと思

います。よろしくお願いします。

○石川航也議長

　　大宮小学校、櫻井蓮議員。

〔大宮小学校、櫻井蓮議員　登壇〕

○櫻井蓮議員

　　大宮小学校の櫻井蓮です。

　　今回はこのような機会を頂きありがとうございます。

　　さて、僕からはまちの活性化について二つお尋ねします。

　　一つ目は竜ケ崎駅近くの商店街の活性化についてです。

日頃、僕は竜ケ崎駅近くの商店街の町の前を通る度に、い

つもシャッターが閉まっているお店がたくさんあり、人通

りも少なく、このままではこの商店街は廃れていくのではないかと心配しています。僕自

身も何でもそろって売っている大きな商業施設に行ってしまいます。今後、このような商

店街を活性化させるために、どのような計画を立てているのか教えていただきたいと思い

ます。

　　二つ目は、今、龍ケ崎市で進めているまちの活性化についてです。僕は家のパソコンで、

｢ふるさと龍ケ崎戦略プラン｣について調べました。その重点戦略３の中に竜ケ崎駅北地区

を新都市拠点開発エリアとして形成していくと書いてありました。この地区は僕が心配し

ている商店街の近くです。もしここが新しく開発されれば、廃れそうな商店街も恩恵を受

けて復活していくのだと期待しています。

　　そこで、この新都市拠点開発はどのような施設が出来るのか、詳しく教えていただきた
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いと思います。

○石川航也議長

　　大宮小学校、櫻井蓮議員の質問が終わりました。

　　羽田市民生活部長、答弁をお願いします。

〔羽田利勝市民生活部長　登壇〕

○羽田利勝市民生活部長

　　桜井蓮議員のご質問にお答えいたします。

　　商店街活性化の今後の進め方についてです。

　　龍ケ崎市の商業はニュータウン地区を中心に、大きな商業施設が増加し、多くの町から

のお客様も増えています。その一方、質問にもあります龍ケ崎商店街周辺地域は人口の減

少、あるいは各商店での後継者不足などが課題となっております。商店街の活性化の試み

といたしましては、商店街にお客様を取り戻すため、漫画やインターネットが楽しめる県

内唯一の公立の漫画図書館｢まいん｣をオープンし、毎年約 5万人の方々にご利用をいただ

いているところです。

　　また、展示・販売ができるボックスを活用してアートや文化、あるいはコミュニケー

ションの場として利用できる｢ドラゴンステーション｣、略して｢どらすて｣を開設しており

ます。この｢どらすて｣では、毎週木曜日に、商店街の女性の方々が中心となって｢まいん

コロッケ｣や惣菜などの販売を行い好評をいただいています。この｢まいん｣や｢どらすて｣

をご利用いただいたことにより、商店街の各商店にお客様が立ち寄るきっかけとなり、商

店街にお客様が戻ってくる手助けとなればと思っています。

　　その他、八坂神社前のにぎわい広場では、近くの住民の方々の憩いの場としてはもちろ

んのこと、毎月各商店や農家の方々のご協力をいただいて、まいんバザールや日曜朝市を

開催し、市民のふれあいや交流活動の場としています。

　　さらに、昨年度には、新たな試みといたしまして、龍ケ崎市商工会と協力し、1万円で

1万 1,000円分の買い物ができる被災地復興支援「プレミアムたつのこ商品券」を 1億円

分発売いたしました。この商品券は市内の各商店でもご利用できるものでありまして、大

好評だったため、今年度も各商店のより一層の活性化のため販売を予定しています。

　　最後になりますけれども、今年度は龍ケ崎市となって60年を迎える節目の年というこ

とで、11月 3日文化の日に市制施行 60周年記念第 1回全国コロッケフェスティバルｉｎ

龍ケ崎の開催をにぎわい広場にて予定しております。ぜひご来場いただき、龍ケ崎商店街

の活性化にご協力いただきたいと思います。以上です。

○石川航也議長

　　長岡副市長、答弁をお願いします。

〔長岡一美副市長　登壇〕
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○長岡一美副市長

　　副市長を務めております、長岡といいます。どうぞよろ

しくお願いいたします。

　　私からは新都市拠点開発エリア、これに関してお答えさ

せていただきたいと思います。

　　今回の質問に当たりまして龍ケ崎市のまちづくりの最上

位計画となります「ふるさと龍ケ崎戦略プラン」につきま

して、櫻井議員自らその内容を調査研究されました熱心な姿勢に大変感心させられており

ます。このような自ら進んで調査勉強する姿勢は大切なことだとそのように思います。

　　それでは、新都市拠点開発エリアについてであります。

　　このエリアにつきましては、市役所の西側に位置しまして、愛宕中学校と関東鉄道竜ヶ

崎線そして4車線の県道に囲まれたちょうど龍ケ崎市の中心部に当たる区域であります。

その面積は約 22ヘクタールありますので、櫻井議員の通います大宮小学校の約 15校分の

面積になろうかと思います。今申し上げました現状から、櫻井議員の成長をご家族をはじ

め多くの人たちが願うように、このエリアにつきましても、わがまち、龍ケ崎市の未来に

大きな期待を持つことができる大変魅力的なエリアであると思っております。ただ、この

エリアの多くが現在、水田で農地となっておりますので、このエリアを開発する場合には

農地以外の土地の種類に変更しないと開発、つまり農地以外の土地の利用が法律上できな

いわけであります。

　　また、開発に伴う周辺の交通状況への影響、こういったことも十分考えなければならな

いわけであります。そこで、現在は開発可能な土地の種類に変更できるように調査や調整

を進めているところであります。

　　こうしたことから、現時点で具体的にどのような開発をしていくのか、どのような施設

が整備されるのかはまだ決まっておりませんが、龍ケ崎市の新たな拠点エリアとして、多

くの人たちに足を運んでもらい、新たなにぎわいを満たし、そして櫻井議員が心配されて

おります商店街の活性化、これにも繋がるものにしたいとそのように考えております。そ

のためには、櫻井議員が大人になります10年後、更には20年後、50年後といった未来の

龍ケ崎市の発展に繋がる土地の利用が大変大切なことであろうと思いますので、櫻井議員

のご意見、更には考え方、そういったものを今後十分に参考にさせていただきたいとその

ように思っております。以上です。

○石川航也議長

　　大宮小学校、寺本佳示議員。

〔大宮小学校、寺本佳示議員　登壇〕
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○寺本佳示議員

　　大宮小学校の寺本佳示です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　まいんコロッケのことはよく知っていましたが、今年の

文化の日に第 1回全国コロッケフェスティバル in龍ケ崎が

開催されるのは始めて知り、驚きました。全国にはどのよ

うなコロッケがあるのか楽しみだし、龍ケ崎市のまいんコ

ロッケが何位になるのかとても興味があります。もし、上位になったらまいんコロッケの

知名度が上がり、龍ケ崎商店街の活性化につながると思います。いろいろ準備が大変だと

思いますが、ぜひ成功してほしいと思います。

　　新都市拠点開発エリアについてですが、新しい商業施設が出来るまでにはいろいろ土地

について調べる必要があることを知りました。私は、つくばイオンやイーアスのような施

設ができないかなと簡単に期待していましたが、大きな施設ができるまでには周辺の交通

状況から土地の調査などいろいろ必要なんだと初めて知りました。

　　今回、このような機会をいただいて、自分が住んでいる龍ケ崎市について深く考えるよ

うになりました。これからの龍ケ崎を創っていくためには自分たち若い力がこれから必要

なんだと改めて思い、何かの機会に町の行事に参加していきたいと思いました。

　　本日は本当にありがとうございました。

○石川航也議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　櫻井議員、寺本議員ありがとうございました。

　　櫻井議員の自ら進んで勉強したり調べたりして、そして寺本議員のおっしゃられたよう

に自ら進んでいろんな行事等に参加していただければとお願いを申し上げます。商店街を

含めたまちの活性化ということですけれども、今は大型店舗に行ってしまうという話があ

りましたが、大型店舗は法律で規制がされて、実は大型店舗あまりない時代があったんで

す。みなさんの生まれる前のことですけども、その頃は商店街が大変盛んに繁栄しており

ました。ただ、その規制が緩和されてやはり自動車社会になって、車でいろんな種類のも

のが買えるところにみなさんいってしまうということで商店街が寂しくなってしまったと

いうことがございます。やはり、それをまた、元気を取り戻すのにはどうしたらいいかと

いうのは、やはりたくさんの人に来てもらえるような場所にしていかなければならない。

ということは、やはり龍ケ崎にたくさんの人が来ていただかなければならないということ

で、新都市開発エリアはそんな龍ケ崎に外からたくさんの人が来てくれる場所になってく
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れたらいいなと思っています。皆さんが何かをする時にわざわざ龍ケ崎の外に行かなけれ

ばいけないことが、きっとたくさんあると思います。私はそのお客さんがいっぱい集まる、

先ほどイーアスやつくばイオンの話も出ましたけれども、そういうところに行ってしまう

ようなことは皆さんありますよね。その中で一つ私の夢があります。というのは、皆さん

映画は好きですか。映画館が龍ケ崎にあったらいいですよね。私も龍ケ崎に映画館、シネ

コンといわれるような映画館がきてくれたら嬉しいなと、そうすると外からいっぱい人が

集まってきて、その集まってきた人が龍ケ崎の今あるお店やレストラン食堂などに行って

くれるんじゃないか、そんな夢を持っているところでございます。

　　それにしてもやはり皆さんが町に出ていろんなところを皆さんも知らないおいしいとこ

ろや楽しいところがいっぱいありますので、ぜひ皆さんの足でいろいろ探検してみてくだ

さい。以上です。

○石川航也議長

　　龍ケ崎西小学校、若井ひなた議員。

〔龍ケ崎西小学校、若井ひなた議員　登壇〕

○若井ひなた議員

　　龍ケ崎西小学校の若井ひなたです。

　　私は、龍ケ崎市の伝統文化について質問いたします。

　　龍ケ崎市の伝統文化と聞いて思い浮かぶのは、龍神太鼓

と撞舞です。私が通う龍ケ崎西小学校には、龍神太鼓クラ

ブがあります。私もクラブに所属していて、太鼓の演奏に

挑戦しています。太鼓を覚えるのは難しくて大変ですが、

たたき方がわかってくると、楽しく嬉しい気持ちになります。今は、いがっぺ祭やみのり

集会での発表に向けて一生懸命練習しています。私も龍ケ崎市民の一人として、郷土に誇

れるものを大切にしていくことが重要だと考えています。

　　そこで質問ですが、このような伝統文化を守り継承し、広めていくために、市ではどの

ような取り組みを行っているかということを教えていただければと思います。私からの質

問は以上です。どうぞよろしくお願いします。

○石川航也議長

　　龍ケ崎西小学校、若井ひなた議員の質問が終わりました。

　　直井政策推進部長、答弁をお願いします。

〔直井幸男政策推進部長　登壇〕

○直井幸男政策推進部長

　　政策推進部長の直井でございます。ご質問にお答えする前に政策推進部とはどのような

仕事をしているかにつきましてご紹介をしたいと思います。
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　　政策推進部には予算の編成や市の財産の管理を行ってい

る財政課、龍ケ崎市の重要な政策や行政改革を推進してい

る企画課、広報紙の発行や情報化を進めている情報政策課、

観光や物産品などの振興を進めているまちづくり推進課の

4つの課がありまして、様々な政策や事業を進めている部

でございます。

　　それでは、若井ひなた議員の質問にお答えいたします。

　　龍ケ崎市の伝統文化についての質問でございますが、まず、若井議員が伝統文化として

龍神太鼓をやってみたいと思い、龍ケ崎西小学校で龍神太鼓クラブに加入し練習に励まれ

ているそうですけれども、これはとても素晴らしいことだというふうに思っております。

　　さて、ご質問の伝統文化の継承とその活動を広めていくための当市の取り組みについて

でございます。最初に、龍神太鼓についてでありますが桜祭りや商業祭り、いがっぺ市な

どの市内外の各種イベントに出演をしていただくとともに、撞舞会場でも演技をしていた

だくなど、その活動を来客の皆様にご紹介する数多くの機会を設けているところでござい

ます。

　　次に、八坂祭礼の最終日、先月 28日に行われました当市を代表する国選択・県指定無

形民俗文化財であります撞舞についてであります。撞舞はたくさんの方々のご協力があっ

て実施されているものであります。撞舞の保存実施を目的に活動している撞舞保存会、そ

して撞舞の演技をする舞男の方が所属するとび職組合、八坂祭礼を実施する各町内会の

方々等でございます。当市といたしましてはそのような各団体の方と協力しながら準備す

るとともに、ホームページやりゅうほー、また市内外などのキャンペーン等のＰＲに努め

ているところでございます。

　　今後も若井議員が参加している龍神太鼓の保存活動をはじめ、当市独自の特徴がある伝

統文化活動を広く市内外の方にお知らせをし、支援を行うことで、当市の知名度アップや

活性化につなげてまいりたいと考えております。以上です。

○石川航也議長

　　龍ケ崎西小学校、本郷希議員。

〔龍ケ崎西小学校、本郷希議員　登壇〕

○本郷希議員

　　龍ケ崎西小学校の本郷希です。僕も、龍神太鼓クラブに

所属している５年生の一人として感想を述べたいと思いま

す。よろしくお願いします。

　　僕は去年から龍神太鼓クラブに入って、今年で２年目に

なります。龍神太鼓をたたくリズムがとても好きなので、
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いつもクラブの時間が待ち遠しいです。これからも龍神太鼓を続けて、大人になっても伝

統を引き継いでいきたいと考えています。今の答弁で、龍神太鼓や撞舞を広く知ってもら

うために、市内外にＰＲ活動をしていることを知り、とても嬉しく思いました。そして、

僕は撞舞を見たことが無かったので、今年初めて撞舞を見に行きました。見物している人

がとても多くて、龍神太鼓とともに龍ケ崎を代表する伝統文化だと強く感じました。これ

から僕ができることは、龍ケ崎西小学校の先輩がしてくれたように、低学年へ龍神太鼓の

伝統を僕たちが継承していくことだと思いました。感想は以上です。

○石川航也議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　若井議員、本郷議員ありがとうございました。

　　龍神太鼓クラブに所属されているということでございますが、ぜひ頑張って長く続けて

いただければと思います。私は若井議員のおじいちゃんたちが作った大人の龍神太鼓に所

属し、たたいているところでございます。今お話にありました八坂神社のお祭り、八坂祭

礼祇園際でも撞舞の前に私もたたかせていただきました。この八坂祭礼、龍ケ崎の八坂祭

礼に行かれた方も多いと思いますけども、皆さんどうですか。楽しかったんじゃないかな

と思います。私もふるさと龍ケ崎の祭りとして、この八坂祭礼が大好きです。何で大好き

かというと、やはり子どもの頃お祭りに出て遊んだことが、楽しかった思い出が忘れられ

ないからです。ぜひまだ、龍ケ崎の八坂祭礼をはじめ、いろいろなお祭りがありますが、

まだ行ったことないという方はぜひ一度行ってみて頂ければなと思います。

　　しかし、この八坂祭礼にしても、大変大きなお祭りですが、これを続けていくことが一

番難しいんです。撞舞もそうです。龍神太鼓もそうです。例えば龍神太鼓や、撞舞は保存

会という会があります。私も龍神太鼓保存会の会員ですし、撞舞保存会にも会員にもなっ

ております。なかなか皆さん撞舞の舞男になるのは難しいと思いますけれども、ぜひ龍神

太鼓保存会、龍神太鼓をやられている方、また龍神太鼓をやられていなくてもこれから太

鼓をやりたいという方は、龍神太鼓保存会に卒業して大きくなったらぜひ入っていただい

て龍神太鼓の保存に皆さんの力を貸していただきたいと思います。

　　このように、やはりこれから保存継承していくのは皆さんの力が必要です。皆さんがこ

れからの龍ケ崎市の伝統文化しっかりと残していただきますことをお願いをいたします。

以上です。

○石川航也議長

　　松葉小学校、齋藤秋晴議員。

〔松葉小学校、齋藤秋晴議員　登壇〕
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○齋藤秋晴議員

　　松葉小学校の齋藤秋晴です。

　　今回、龍ケ崎市小学生こども議会が開かれるにあたり、

教育センターの仕事内容に関する資料を読みました。教育

センターの主な仕事として、児童生徒及び保護者からの相

談にのり、問題解決に向けて支援しているということを知

りました。

　　また、教育支援システムというものがあることも知りました。松葉小学校では、毎月い

じめに関するアンケートを実施しています。今のところ先生方がどんなに小さな悩みでも

ちゃんと話を聞いてくれているので、大きな問題は起こっていません。

　　教育センターではどんな相談がくるのでしょうか。

　　また、教育支援システムについて、もう少し詳しく教えてください。

○石川航也議長

　　松葉小学校、齋藤秋晴議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長、答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　齋藤秋晴議員のご質問にお答えします。

　　教育センターでは、市内の小中学生やおうちの人からの不登校やいじめ問題身体的・精

神的な悩み等への相談を受け付けています。相談員が9人いまして、電話での相談や教育

センターに来ていただいての相談を行っています。平成 24年度の相談回数は合計で3,828

回になります。その相談内容で多かったのは、学校へ行けなくなってしまった、友達と仲

良くできない、学校や学級が楽しくない、学習についていけない、どんな学校に進学した

い等の学校生活や人間関係の悩みです。

　　また、お父さんやお母さん方からの子どもの心や体の発達に関する相談も増えています。

教育センターでは、相談内容に合わせて、専門的な知識を持った相談員が担当し問題の解

決や悩みの解消に当たっています。

　　次に、教育支援システムですが、これは皆さんを始めとする龍ケ崎市の子供たちのこと

ですが、龍の子の健やかな成長を目指して皆さんが大人になるまでの間、関係のある龍ケ

崎市役所内の教育センターや学務課、指導課、青少年育成課、こども課、保健センターが

協力して問題が解決するまでの援助を行うものです。今年から龍の子支援システムという

呼び方にいたしました。市内の小中学生のいる家庭にリーフレットを配布したり、市の広

報紙りゅうほーに情報を掲載したりして、学校生活や子育て等の悩みや不安を相談しやす

いようにしています。以上です。
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○石川航也議長

　　松葉小学校、玉城里織議員。

〔松葉小学校、玉城里織議員　登壇〕

○玉城里織議員

　　松葉小学校の玉城里織です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　私は、教育センターでの平成 24年度の相談回数が3,828

回もあったと聞き、驚きました。これだけたくさん相談し

ているということは、それだけ悩んでいる人がたくさんい

るということだと思います。つらい思いをしている友達が、

龍ケ崎から一人でも少なくなればいいなと思いました。龍ケ崎市では、今年から龍の子支

援システムという支援体制ができたことを聞き、安心しました。龍の子支援システムにつ

いて悩んでいる人に知らせて、少しでも悩みを解決できるようになってほしいなと思いま

した。これからもよろしくお願いします。

○石川航也議長

　　藤後教育長。

〔藤後茂男教育長　登壇〕

○藤後茂男教育長

　　ただいま、玉城里織議員から、つらい思いをしている友達が1人でも少なくなるように

龍の子支援システムについて悩んでいる人に知らせたり、少しでも悩みが解決できるよう

にして欲しいという話を伺い、安心して元気に過ごすことができるよう、皆さんや市民の

方に積極的にお伝えしていくことが改めて大切なんだなというふうに思いました。しっか

り努力をしていきたいというふうに思います。

　　齋藤秋晴議員、玉城里織議員にはこれからも辛い思いをしているお友達が悩みを解決で

き、友達と仲良く元気に学校生活が送れるようご協力をお願いいたします。

○石川航也議長

　　休憩いたします。休憩中に議長を交代いたします。

　　ここまでの進行にご協力いただきありがとうございました。

　　この後の会議は午後3時 10分に再開予定です。
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○髙野桜子議長

　　会議を再開いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○髙野桜子議長

　　続いて議長を務めさせていただきます、馴柴小学校の髙野桜子です。どうぞよろしくお

願いいたします。

　　それでは、一般質問を継続いたします。

　　長山小学校、本郷彩夏議員。

〔長山小学校、本郷彩夏議員　登壇〕

○本郷彩夏議員

　　長山小学校の本郷彩夏です。

　　小中学校の授業についてのタブレット端末や電子黒板の

導入について質問させていただきます。私たちの学校では

社会科の授業や総合的な学習の時間等にパソコンを使って

調べものをすることがあります。

　　しかし、コンピュータ室にあるパソコンの台数が限られ

ている為に、不自由を感じることがあります。現在、様々な場面で利用されているタブ

レット端末が学校で使えるようになれば、教室の自分の席で調べ物をすることもできます。

　　また、一人に一台のタブレットが使えるようになれば、今まで以上に集中して学習に取

組むことが出来るでしょう。手元にタブレットがあれば、教科書で学んでいることについ

て詳しく調べたり必要な資料をその場ですぐに探し出すことができるなど、学習に広がり

を持つことができると思うのです。同時に電子黒板なども使用することが出来れば、双方

向性を活かした協働学習ができ、楽しく授業を受けることが出来るだろうと思います。実

際に県内の学校でも、タブレット端末を使った授業が行われていると聞きました。

　　そこで、龍ケ崎市では小中学校の授業での、電子化・タブレット端末の導入に関して、

どのようにお考えになっているのかを教えていただきたいと思います。

○髙野桜子議長

　　長山小学校、本郷彩夏議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長、答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　本郷彩夏議員のご質問にお答えします。

　　ただいま、本郷議員からお話がありましたように、パソコンやインターネット等を活用
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した学習では、調べたい情報を収集したり、自分の考えを友達に発信したりするなど、双

方向の学習が可能となり、学習の広がりが期待できると考えています。その一方で、皆さ

んが学習を進めるにあたっては、今あるパソコン等を上手に使い分けることも大切なこと

だと考えております。例えば、理科の観察・実験についてはその内容について、パソコン

で調べると、画像や動画等多くの情報を集めることができます。

　　しかし、実際に実験すると集めた情報や教科書通りにい

かない時もあります。実験では失敗から学ぶことも多くあ

り、自分たちの手で確かめることも必要です。

　　また、観察では、におい・手触りなど自分の感覚を働か

せて情報を得ることも大切な活動となります。このように

パソコン等を目的に応じて活用の場面を工夫していくこと

も必要であると考えています。国ではタブレット端末を含めた、パソコンやインターネッ

ト等を効果的に活用するための研究を行っています。龍ケ崎市でも今あるパソコン等を最

大限に活かしながら、将来的にはタブレット端末や電子黒板などの活用も含めた学習環境

の整備を学校の先生方とともに考えて参りたいと考えております。以上です。

○髙野桜子議長

　　長山小学校、浅野美羽議員。

〔長山小学校、浅野美羽議員　登壇〕

○浅野美羽議員

　　長山小学校の浅野美羽です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　私は理科の授業が大好きです。グループで役割分担をし

て話し合ったり、試行錯誤をしながら実験するのがとて

も楽しいです。だから、実験や観察がすべてなくなって

しまうのはとても寂しいです。その一方で、先日も授業

で、臓器のつくりと働きを勉強した時にインターネットを使用し、教科書に載っていない

ことも学べ、すごく勉強になりました。私も使い分けることはとても大切なことだと思い

ます。私たちの授業の幅が広がり、より楽しい物になるよう、前向きなご検討よろしくお

願いします。

○髙野桜子議長

　　藤後教育長。

〔藤後茂男教育長　登壇〕

○藤後茂男教育長

　　ただいま、浅野美羽議員から、理科の授業が好きで、友達と協力しながら観察・実験に
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はげみ、また学校のパソコンを有効に活用しながら、学習しているというお話を伺いまし

て、とてもうれしく思います。

　　今後、ますます情報化が進むであろうと思います。そう

いった21世紀を生き抜く龍の子の皆さんには、インター

ネットをはじめ、様々な方法で情報を自分から収集して、

得られた情報が本当に正しいのかどうか判断をする力、さ

らにはそういったのをもとにしながら、想像したり、表現

したりする力を身につけていって欲しいと思います。これ

からもぜひそれぞれの学校で頑張って欲しいと思います。

○髙野桜子議長

　　馴馬台小学校、菊池彩未議員。

〔馴馬台小学校、菊池彩未議員　登壇〕

○菊池彩未議員

　　馴馬台小学校の菊池彩未です。

　　障がい者が安心できるまちづくりについて質問いたしま

す。私はこの間、インターネットで目が見えない人の交通

事故について調べました。そしたらランニング中の夫婦が、

車にひかれて死亡という記事がでてきました。その夫婦は、

目が見えないという障がいをもっていたので、私は車がく

るのが見えなくてひかれてしまったのだと思いました。目の見えない障がい者のための設

備として、音が出る信号機があります。でも、私たちが住んでいる家の周りでは、音が出

る信号機をあまり見かけません。音が出る信号機が少ない分、障がい者の苦労も大きいと

思います。もし私が目の見えない障がい者だったら、音の無い信号機をわたる時、今信号

が赤なのか、青なのかわからなくて、わたりにくくて困ってしまうと思います。でも信号

に音があれば、今信号が赤なのか、青なのかわかりやすくなって、安全にわたることが出

来ます。

　　そこで、龍ケ崎市では、これから音が出る信号機を設置する予定があるのか教えてくだ

さい。

　　また、他に福祉事業として、バリアフリーの施設や設備を広げていく計画があれば教え

てください。

○髙野桜子議長

　　馴馬台小学校、菊池彩未議員の質問が終わりました。

　　川村総務部長、答弁をお願いします。

〔川村光男総務部長　登壇〕
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○川村光男総務部長

　　総務部長の川村と申します。どうぞよろしくお願いしま

す。まず、総務部の仕事の内容でありますが、様々な業務

を扱っております。職員の採用や研修であったり、先月大

きな国の選挙がございましたが、選挙の事務や施行そして

税金に関すること、契約に関すること、そして最初に答弁

されました、危機管理監が所属しております危機管理室を

所管しておりまして、この中で地震対策など防災や防犯の対策、そして、ご質問にあった

ような交通安全に関することを担当しております。

　　それでは、菊池彩未議員のご質問にお答えいたします。

　　ご質問は音が出る信号機の設置についてであります。

　　本日ご出席の議員の皆さん方は交通ルールを守って、信号に従って道路を通行してると

思います。この信号機は交差点の通行を自動的に管理するなど、交通安全の確保のために

大切な役割があります。この大切な信号機でありますが、これは警察の所管となっており

まして、そこで設置や管理をしております。

　　このため、龍ケ崎市が直接信号機を設置することはできませんが、市内の交差点で信号

機が必要と思う場所や地域の皆さんが信号機の設置を希望している場所がある場合は、市

役所の職員と竜ケ崎警察署の警察官がその場所に行ってどのような状況かの確認をして特

に必要な箇所に信号機が設置されることになります。

　　また、目の見えない障がい者の方などのための音の出る信号機につきましては、現在市

役所の前にもありますが多くの市民の皆さんが訪れるような公共施設の近くの大きな交差

点等 4ヶ所に設置されておりまして、目の見えない障がい者の方などの安全を守っており

ます。この音の出る信号機につきましても、他信号機と同じく交差点の状況や要望等に応

じて信号機設置をお願いしていきたいと、このように考えております。以上です。

○髙野桜子議長

　　加藤健康福祉部長、答弁をお願いします。

〔加藤幸生健康福祉部長　登壇〕

○加藤幸生健康福祉部長

　　私の方からは2点目のバリアフリーの施設や設備を広めていく計画についてお答えをさ

せていただきます。茨城県では平成 8年に茨城県人にやさしいまちづくり条例を作り、高

齢者や障がい者を含むすべての人が安心して快適に暮らせるまちづくりを目指していると

ころでございます。この茨城県人にやさしいまちづくり条例は、病院や集会所、百貨店、

ホテル、飲食店、学校など特に多くの人が利用する公共性の高い建物等を高齢者や障がい

者を初めとして誰もが安心して使え、快適なものとなるよう改善の努力をしていくことを
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求めております。龍ケ崎市でもここ10年くらいの間に建設した馴柴小学校や城ノ内コ

ミュニティセンター、たつのこアリーナ、たつのこフィールド等の施設はバリアフリーを

考えた施設となっています。

　　また、それよりも前に立てた施設では、この市役所本庁舎や、各地区のコミュニティセ

ンターなどは玄関にスロープや手すりを設置するなどを改修を加えてきたところでござい

ます。

　　また、今年建築から30年経ちました城西中学校では校舎全体のリフォーム工事を行っ

ているところですが、昇降口周りにこれまで設置されていなかったスロープを新たに作る

他、トイレについても車椅子が使えるなど、体が不自由な方でも使いやすいトイレを各階

に作り、バリアフリー化を進めているところでございます。以上であります。

○髙野桜子議長

　　馴馬台小学校、石川航也議員。

〔馴馬台小学校、石川航也議員　登壇〕

○石川航也議員

　　馴馬台小学校の石川航也です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　龍ケ崎市と警察が一緒になって場所を確認し、信号機を

設置していること、それに地域のみなさんの希望にこたえ

て必要なところだけに置いているなど、地域の実態に合わ

せていろいろなことをしているとわかりました。

　　また、市内に福祉に関するものがたくさんできていると知り、うれしいです。龍ケ崎市

がこれからもっと安全に暮らせるまちになっていけばいいなと思います。

○髙野桜子議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　菊池議員、石川議員ありがとうございました。

　　障がい者の安全というお話ですが、今、警察のお話がありました。信号機や道路の白い

線や黄色い線など、横断歩道などを引くのは警察の役目になっております。警察というの

は茨城県警というのがありまして、県のお仕事になっております。ということで、竜ケ崎

警察署を通して茨城県警にお願いをしながら信号機の設置等をしているところです。そう

いうことで、やはり障がい者の安全というのは大切なことでもありますし、そのあとの質

問のバリアフリーというのも足の不自由の方や、車椅子の方のための言葉でございます。

障がいの方々が皆さんと一緒に同じように普通に暮らせるという言葉でいくつか横文字の
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カタカナ言葉があるので、もし今日覚えていってくれればいいなと思うんですけども、今

のバリアフリーというのと、皆さんと一緒に普通に暮らせるということでノーマライゼー

ションという言葉があります。もう一つはユニバーサルデザイン。これは例えば、先ほど

の信号機ですね。音の出る信号機もそうですけれども、いろんな障がいがあります。知覚、

視覚、そして体が不自由な方などなどありますが、そのような方が普通に暮らせるような

デザインですね。まちづくりもそうですけれども、そのようなことをユニバーサルデザイ

ンと言います。

　　この三つの横文字のカタカナ言葉をぜひ覚えていただければなと思います。そして、バ

リアフリーに話が戻りますが、バリアフリー一つにしても、やはり、これは今、答弁があ

りましたが、すべてバリアフリーにすることは大変難しいことでございますが、一つひと

つずつ、不便のないようにこれからも進めていかなければならないと考えています。

　　でも、一番最初にありました災害のときなどもやはり障がいのある方も避難をしなけれ

ばならなかったりするわけです。

　　その時にバリアフリーでないところを通らなければならない場合もあるわけですね。そ

の時は障がい持ってる方は障がいの部分がやはりハンデキャップとなっています。ハンデ

キャップの部分は皆さんお手伝いが必要なわけですね。今日はこのような質問してくだ

さったということはやはりそのような方々を助けようというやさしい気持ちがあったから

のご質問だと思います。ぜひ困った人、戸惑っている人がいたらぜひ声をかけてお手伝い

してあげてください。そして、皆さんで障がい者の皆さんと一緒にこの龍ケ崎で同じよう

に普通に暮らせるような龍ケ崎にするためにもお力をおかしいただきますことをお願いい

たします。以上です。

○髙野桜子議長

　　久保台小学校、杉﨑駿太議員。

〔久保台小学校、杉﨑駿太議員　登壇〕

○杉﨑駿太議員

　　久保台小学校の杉﨑駿太です。

　　スポーツ、音楽への取組について質問させていただきま

す。

　　まず、スポーツについて質問させていただきます。現在、

龍ケ崎市で力をいれているスポーツを教えてください。

　　また、そのスポーツをどのように取り組んでいるか教えてください。僕はもっと龍ケ崎

市がスポーツの盛んな地域にしたいのですが、どうお考えでしょうか。僕は、そのために、

小学校が集まるスポーツ大会を開いてみたらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。

　　次に、音楽について質問させていただきます。この前、僕は、他の地域に行ってきたの
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ですが、そこには市の歌がありました。でも龍ケ崎市ではそのような歌を聴いたことがあ

りません。龍ケ崎市には地域の歌のようなものがあるのでしょうか。ないのなら、これか

ら作ろうと思っているのでしょうか。

　　また、僕は「竜ＫＯＩ－ＲＹＵダンス」を踊ったことがあります。「竜ＫＯＩ－ＲＹＵ

ダンス」を広めるために行っている取組について、併せてお聞きしたいと思います。

　　これらスポーツと音楽についてどのように考えているのか、教えてください。よろしく

お願いします。

○髙野桜子議長

　　久保台小学校、杉﨑駿太議員の質問が終わりました。

　　荒井教育部長、答弁をお願いします。

〔荒井久仁夫教育部長　登壇〕

○荒井久仁夫教育部長

　　杉﨑駿太議員のご質問にお答えします。

　　まず、龍ケ崎市で力を入れているスポーツについてです。

　　現在、龍ケ崎市にはたつのこアリーナ、たつのこフィールド、たつのこスタジアムなど

の施設があり総合運動公園を中心に数多くの種目のスポーツに対応できる施設があります。

龍ケ崎市子ども会育成連合会ではこれまで野球やミニバスケットボール大会を実施し、多

くの子供たちに参加していただいています。

　　また、小学生を中心にスポーツ少年団が組織され、水泳、サッカー、野球、ミニバス

ケットボール、柔道、剣道、バレーボール、空手道、ソフトテニス、レスリング、バドミ

ントンと数多くのスポーツが実施されています。このように龍ケ崎市では、特定のスポー

ツに限定することなく、数多くのスポーツに対して力を注いできたところでありまして、

今後もそのようにしていきたいと考えております。

　　皆さんもご存知かと思いますが、平成 31年度には第 74回国民体育大会が茨城県で開催

され、龍ケ崎市では柔道競技が行われることになりました。龍ケ崎市には1964年の東京

オリンピックの柔道中量級で金メダルに輝き、平成 24年に龍ケ崎市名誉市民となりまし

た岡野功氏がお住まいになられております。

　　さらに、昨年のロンドンオリンピックには当時、流通経済大学4年生の中井貴裕氏が柔

道 81キロ級に出場し、同じく流通経済大学出身者では、流通経済大学職員の田山寛豪氏

がトライアスロン競技でオリンピックでの三大会連続出場をはたし、また現在鹿島アント

ラーズに所属している山村和也氏がサッカー競技で出場し、活躍しているところです。

　　次に、龍ケ崎市をスポーツの盛んな地域にすることについてお答えいたします。龍ケ崎

市では平成 19年 4月、市民誰もが楽しめるスポーツを通して、健康的な生活を送れるま

ちづくりを目指すため、スポーツ健康都市宣言を行い、また平成 21年 12月にはスポーツ
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振興基本計画を策定し、スポーツ健康都市の実現に向けて、市民の皆様や各スポーツ団体

等と協議を行いながら、スポーツの活性化を進めてます。

　　なお、小学生を対象とした大会につきましては、現在、陸上記録会をはじめ、野球、ミ

ニバスケットボール、バレーボール、バドミントン、空手道など、様々な大会が行われて

いるところです。

　　今後もスポーツ少年団や小学校体育連盟、体育協会などと連携を深めながら、より多く

のスポーツ種目で、より多くの大会を開催できるよう、そして皆さんにももっと楽しんで

いただけるよう努力して参ります。以上です。

○髙野桜子議長

　　直井政策推進部長、答弁をお願いします。

〔直井幸男政策推進部長　登壇〕

○直井幸男政策推進部長

　　私からは、龍ケ崎市の歌についてお答えいたします。

　　皆さんもご存知の童謡「七つの子」や「シャボン玉」などで有名であります野口雨情さ

んが作詞をしました「龍ケ崎小唄」や竜ＫＯＩ舞い祭りにアレンジされました「龍ケ崎

錦」など、龍ケ崎の名のつく歌はたくさんあり、各団体の発表会や桜まつりなど、様々な

イベントで歌い、踊り続けておりますけど、龍ケ崎市の公式の歌はございません。

　　また、若い人が集まり、様々なまちづくりの活動を行っております、龍ケ崎青年会議所

というところが設立 20周年を記念いたしまして「翔く竜ケ崎」という歌を以前に作りま

した。この歌の歌詞は、古くから続くこの龍ケ崎には、自然や家庭、友達、愛があるとい

うような内容の大変夢のある歌で、以前には、市役所や佐貫駅のホームでその歌を流して

いたこともございました。

　　今後、市の歌を作りますかというご質問についてですけれども、まずはこのような当市

ゆかりの、数々の歌が歌い継がれていくよう努めていきたいと考えております。

　　ところで、茨城県には県民の歌というのがございます。この県民の歌も広く歌われるよ

う願っておりますので、よろしくお願いいたします。

○髙野桜子議長

　　久保台小学校、小林矩綾議員。

〔久保台小学校、小林矩綾議員　登壇〕

○小林矩綾議員

　　久保台小学校の小林矩綾です。

　　ご回答ありがとうございました。

　　龍ケ崎市が取り組んでいるスポーツ健康都市宣言については、市民の健康や運動能力の

向上という観点から私も賛成です。
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　　続きまして、龍ケ崎市の歌についてです。公式の歌はな

いというご回答でしたが、市民が龍ケ崎を愛せるように、

龍ケ崎市市制施行 60周年を迎えるこの機会にぜひ龍ケ崎公

認の歌をぜひ作っていただけたらと思います。

○髙野桜子議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　杉崎議員、小林議員ありがとうございました。

　　龍ケ崎は今、小学生、中学生、高校生が、ものすごくスポーツを頑張っているのをご存

知でしたでしょうか。小学生だと昨年の龍ケ崎ミニバスケットボールスポーツ少年団は全

国大会に出場して全国制覇をしてます。皆さんの先輩であったりする場合もあるので、こ

れは知ってる方も多いかと思います。

　　また、今、九州の北の方でインターハイ、高校生の大会が開かれていますが、そちらに

もたくさんの選手が出ています。龍ケ崎にある高校ですと、龍ケ崎二高からはバスケット

ボール。やはりバスケットボールは強いですね。そして弓道も出てます。そして、龍ケ崎

出身の方では走り幅跳びや、やはり弓道で1，2位の選手が全国大会に行けるのですが

1，2位の選手 2人とも、龍ケ崎出身でした。何と言っても、今高校日本チャンピオンがい

るのが土浦湖北高校に行っている、斉藤真理菜さんという女子槍投げの選手が、2年生の

ときに全国大会をたくさん勝って、「高校三冠」をとった選手で、実は今回のインターハ

イでも優勝して全国優勝いたしました。この斉藤選手も、もしかしたら将来、オリンピッ

クに行けようなる選手になるのではないかなと期待しているところでございます。そして、

残念ながら負けちゃった選手たちもいるようですが、まだ弓道の田邉選手は決勝に残って

いるということですので、こちらも好成績をあげてくれることを祈っています。

　　龍ケ崎市は弓道が中学校にあるというのはめずらしいですけれども6校のうち、半分の

３校に弓道部があります。実は私、愛宕中学校で弓道をやっていたものですから、ぜひ皆

さん、もし興味があったら弓道やっていただけたら嬉しいなと思います。

　　そういうことで、ぜひ、スポーツをやられてる議員の皆さんもいらっしゃるかと思いま

すので、これからもスポーツに頑張っていただいて、オリンピック選手になってくれたら

本当に嬉しいと思いますが、全国大会や世界大会でられるような選手になってくれたら、

本当に龍ケ崎の知名度アップにもなりますし、スポーツ健康都市宣言がこれでまたぐっと

輝きをますのではないかなと思いますので、ぜひ皆さんや皆さんの同級生に頑張っていた

だければいいなと思います。

　　音楽でございますが、先ほど、「龍ケ崎小唄」や「龍ケ崎錦」がありました、また、
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「翔く竜ケ崎」など、やはり龍ケ崎を愛したいと思う人たちが、たくさん素敵な歌を作っ

てくれています。公式な歌はありませんが、ある意味では準公式、ある意味では公式の歌

かもしれません。ぜひこういう歌も大切にしていかなければならないなと思っております。

「龍ケ崎小唄」「龍ケ崎錦」は、竜ＫＯＩ舞い祭りで両方ともアレンジされて踊りになっ

ていますよね。実は竜ＫＯＩ舞い祭がスタートした時に、私も龍ケ崎青年会議所の立ち上

げにかかわりました。私も「竜ＫＯＩ－ＲＹＵダンス」を実は踊りました。「竜ＫＯＩ－

ＲＹＵダンス」を踊れる龍ケ崎市長は初めてじゃないかなと思いますけれども、そういう

ことでやっぱり音楽というのすばらしいし、ダンスもそうですが大事にしていかなければ

ならないと思います。これは、今後龍ケ崎の公式の歌をどうするかは検討していかなけれ

ばならないと思いますし、60周年という契機でもありますので、皆さんにもお知恵をい

ただきながら考えていきたいと思いますが、一つ提案があります。今、鈴木奈々ちゃんが

テレビにいっぱいでてますが、彼女はモデルさんで、バラエティ系ですが、ぜひみなさん

もテレビにでたり、レコードを出すようなプロの音楽家になって、みなさんが作った音楽

を龍ケ崎にプレゼントしていただけないでしょうか。以上です。

○髙野桜子議長

　　城ノ内小学校、管野楓議員。

〔城ノ内小学校、管野楓議員　登壇〕

○管野楓議員

　　城ノ内小学校６年の管野楓です。

　　ごみやリサイクルなどへの環境対策について質問させ

ていただきます。

　　龍ケ崎市では、ごみ減らし隊制度を行っているのを龍

ケ崎市のホームページで知りました。私は４年生の社会

科学習で、くりーんプラザ・龍を見学しました。その時、

ごみの多さに驚いたのを覚えています。

　　また、３Ｒ、リデュース・リユース・リサイクルを学習したことから、エコバックを使

う、シャンプーなどは詰め替え用を使う、古紙などをリサイクルに出すなどを、家族で決

めて実行することにしました。

　　そこで質問です。ごみ減らし隊制度を始めた６年前と比べて、具体的にはどんな種類の

ごみが減っているのか教えてください。一方で減っていないごみや、増えているごみはあ

るのでしょうか。もし、減っていないごみがあるとすれば、何が原因だと考えられますか。

　　また、３Ｒはどれも大切な運動ですが、その中でも特に市として力を入れて取り組んで

いる活動はどれですか。教えてください。
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○髙野桜子議長

　　城ノ内小学校、管野楓議員の質問が終わりました。

　　木村都市環境部長、答弁をお願いします。

〔木村茂都市環境部長　登壇〕

○木村茂都市環境部長

　　管野楓議員のご質問にお答えいたします。

　　ごみ減らし隊ができましたのは平成 19年度でございます。この平成 19年度と平成 24年

度のごみの量全体を比べますと、1,639トン、割合で5.3％減っています。

　　しかしながら、私達の家庭から出る燃やすごみ、これにつきましては、1人 1日あたり

にいたしますと、平成 19年度から平成 24年度まででは順次、重さをお話しますと、681

グラム、658グラム、649グラム、そして672グラム、682グラムと少しずつ減ってきたも

のが残念なことですがこの2年間で19年度と同じ程度になっております。これを 6年前

の重さの比率で比べますと、リサイクルなどが進み、生ごみと紙類が減っていて、その分、

包装用等のプラスチックやビニール類が増えています。これは、東日本大震災の影響等に

よって簡単に食べられるレトルト食品や調理済みのパック等が増えているんだろうと、こ

のように考えているところでございます。ビン、缶などリサイクルが進んでくると家庭か

ら出るごみは品物を包んだプラスチック類が多くなってきます。私の家でも同じです。

　　次に３Ｒについてです。龍ケ崎市ではリデュース　減らす、リユース　再使用、リサイ

クル　再資源化の３Ｒに加え、「レジ袋を断る。過剰な包装を断る」という意味で、リ

フューズを４番目に掲げています。

　　３Ｒも大事だと思いますが、ごみとなるものを買わない、ごみを発生させない、リ

フューズの取組が一番大切だろうとこのように考えております。

　　管野議員が行っておりますエコバックや詰め替え用の利用もこのリフューズの取り組み

の一つです。ごみの減量やリサイクルは、市民の方々の理解と協力が必要ですので、今後

も広報紙や市のホームページ、キャンペーン等を活用し、広く皆さんにごみの現状をお知

らせし、ごみの減量に取り組んで参りますが、毎月出るごみの量につきましては、市の広

報紙りゅうほーと、ホームページの環境対策課ごみ資源物量速報に現状と過去の記録も掲

載してお知らせしていますので、ぜひ一度見ていただければと思っております。以上でご

ざいます。

○髙野桜子議長

　　城ノ内小学校、石川颯太議員。

〔城ノ内小学校、石川颯太議員　登壇〕
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○石川颯太議員

　　城ノ内小学校の石川颯太です。

　　ご答弁ありがとうございました。

　　ごみ減らし隊の制度ができた６年前と比べて、ごみの量

が全体として減ってきているということは、大変よいこと

だと思います。

　　しかし、各家庭から出されるごみの量が少しずつ以前の

量に戻ってきていることについては、今後、僕たち一人ひとりが家庭でごみを減らす工夫

に取り組む必要があると思いました。僕も３Ｒの中の、ごみを再利用するということには

取り組んでいますが、ごみを発生させないというリフューズにはまだ取り組んだことがな

いので、今度から取り組みに協力していきたいと思います。

○髙野桜子議長

　　中山市長。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　管野議員、石川議員ありがとうございました。

　　本当にごみの問題というのは、大変重要な問題です。今ほどたくさん、ご質問がありま

した福祉の問題、安心安全の問題、まちづくりの問題、こういうところにたくさんのお金

が必要で、使わなければならないのに、ごみの処理にもたくさんのお金を今、龍ケ崎も

使っているところです。清掃工場のくりーんプラザ・龍に行かれたことがあると今、管野

議員からありましたけれども、他の議員も行かれたことあるでしょうか。行った方はご承

知かと思いますけれども、ものすごく大きな施設です。これは利根町と河内町と龍ケ崎こ

の３市町のごみをここで処理しているわけですけれども、人口がどんどん増えていく時期

に作ったもので、大変大きな施設になってしまっております。作るのにも大変大きなお金

がかかりました。それで、ごみを減らそうということで、先ほど答弁があったように様々

な努力をしてきたところでございます。ごみというのはおそらく皆さん一生なくならない

と思いますよね。これからもずっと続けると思います。ごみの問題は、龍ケ崎市議会、普

段開かれているこの議会の中でも大変大きな問題なっております。私はいつも言ってるん

ですけれども、皆さんが大人になった時代、今たくさんのお金をかけているお金をどれだ

け少なくしてごみ処理ができるか、そして、持続可能な、先ほど続けていくことが難しい

というけどもやはり続けて行くことができるようなそんなごみ処理のシステムを作ってい

かなければならない。それは私たちの使命であるというふうにいつも言ってます。そして、

そう思ってますので、これからもこれに関しては頑張って参りたいと思います。３Ｒを勉

強されたようですが、４Ｒはこれは先ほど説明がありましたが、買い物にいったり、外に
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出て、何か家に買って帰ったり、持って帰ったりときに、これはごみになるなと思うもの

を持ち帰らなければいいんです。例えば言葉で「これはごみになるからいいですよ」。エ

コバッグも一つですね。エコバックに入れて帰ればレジ袋はいらないので、これもリ

フューズになりますので、これもぜひ取り組んでいただきたいんですが、実は家庭のごみ

の3分の1を占めるのが生ごみです。そして、雑紙はリサイクルできますが、雑紙が燃や

すごみで出されているため、紙もいっぱい燃やされています。生ごみと紙が一緒に合わせ

ると燃やしているごみの半分ぐらい、家庭のごみの半分くらいはそれを取り除けば減らす

ことができます。生ごみはお庭があるうちでは、例えば堆肥を作ったりとか、取り組んで

るお宅もあるかもしれませんが、ぜひそういうこともちょっと興味あったら調べて、取り

組んてくれれば嬉しいなと思います。

　　また、紙は丸めて捨てるんじゃなくて平らにしてまとめればリサイクルに出せますので、

なるべく紙をごみ箱に入れないようにしていただけると、これでもごみは減ります。これ

からの課題としては生ごみをどうしていくか、そして紙をどう減らしていくかという問題

もありますが、ごみの総量を減らすためには、例えば、皆さんごみ袋は知ってますよね。

緑の大きな袋、あの袋を 1袋出す人よりも2袋出した人が倍お金を払うというふうにした

ら、きっとごみを少なくして一つにまとめようとしますよね。ごみ袋を三つ出した人は一

つ出した人の３倍取られる。そうなるとやはり、ごみを減らそうと努力しますよね。そう

いう取り組みも今、議会等でも議論しているところです。

　　そういうことで、ごみを減らすということは今ある大きな清掃工場くりーんプラザ・龍

を次に建て替える時に、小さくてお金が少なくてすむ施設に出来る可能性があります。と

いうことで、みなさんが大人になった時代にも、お金をかけないでごみ処理ができるよう

にするには、やはり皆さんがごみを減らすことに関心を持ってもらって、ごみを減らす努

力をしてもらうことも大切ですので、これをお願いして終わりといたします。以上です。

○髙野桜子議長

　　以上で一般質問を終結いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　◎閉会の宣言

○髙野桜子議長

　　これをもって、市制施行 60周年記念事業｢龍ケ崎市小学生こども議会」を閉会いたしま

す。

　　最後になりましたが、本日のこども議会は、私たち議員にとりまして大変貴重な体験で

あり、市制施行 60周年を迎えるにあたり、すばらしい思い出となりました。

　　中山市長をはじめ、執行部の皆様ありがとうございました。

　　また、委員の皆様どうもご苦労さまでした。（拍手）
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　　　　◎市長あいさつ

○髙野桜子議長

　　長時間にわたりまして大変お疲れ様でございました。

　　ただいま無事に、市制施行 60周年記念事業｢龍ケ崎市小学生こども議会｣を閉会したわ

けですが、ここで中山市長から議員の皆様にお礼のごあいさつがあります。

　　中山市長お願いいたします。

〔中山一生市長　登壇〕

○中山一生市長

　　長時間にわたり大変お疲れ様でした。

　　皆さんは午前中から市役所に入って、大変疲れているの

ではないかなと思います。

　　そしてその疲れの原因の一つは緊張もあったのではない

かなと思います。

　　こちらに並んでいる、先ほど最初に申し上げました、執

行部、市役所側ですけれども、きっと皆さん大変緊張されたんじゃないかなと思います。

私も普段の議会、今日は正副議長さんをはじめ、議員の皆さん、たくさん傍聴されてるん

で怒られちゃうかもしれませんけど、普段の議会に負けないぐらい今日は緊張しました。

　　やはり、しっかりと皆さんの思いに答えなけれいけない、そして普段の議会と一緒で議

員の皆さんは市民の代表で出てきてますけども、皆さんも学校の代表で出てきている。や

はり、その責任にしっかりと私達も答えないといけないということで、大変緊張しながら

答弁をさせていただきました。それにいたしましても、今ほど議長さんからもありがたい

お言葉をいただきましたが、議長さん、正副議長さんを務められたみなさんや、質問され

た議員のみなさん大変堂々としていて、舌を巻く限りでございました。本当に皆さんすば

らしい議員ぶりだったのではないかと思っております。

　　そして、この議会を実現させていただく中には、教育委員会、そして保護者の皆さんの

ご協力があったわけでございます。この件に関しましては、本当に深く感謝を申し上げま

す。

　　そして、今日も傍聴にたくさんの皆さんが来ていただきました。実は、普通の議会の傍

聴はこんなにたくさんいないんです。皆さんも傍聴にぜひ来ていただければなと思います。

機会があったら、傍聴にきてください。一般質問の時は今日みたいに、朝の10時から夜

の6時くらいまで、全部見るのは大変かもしれませんが、通告というのはやはり皆さんと

同じようにあって、興味がある通告があったらその通告の時にきて、大体時間は、議会事

務局の議会事務局長が作るので、事務局の方にいっていただけると何時ぐらいになるよっ
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て教えてくれるので、ぜひ今日傍聴に来ていただいた方も機会を見つけて議会に傍聴に来

ていただければと思います。

　　いずれにしても、今日はたくさん、本当に有意義な質問を堂々と皆さんしていただきま

した。これらの質問は、龍ケ崎市としてもしっかりと受けとめて今後の市政運営に、大き

なヒントにさせていただければなと思っております。

　　今後も皆さんには、議会のこととか政治のこととか市政運営のことに興味を持ってくれ

ればと思います。でも、私がお願いしたいことは、途中の質問で、小学校の安心安全とい

う話もありましたけれども、今夏休みに入ったばかりで皆さん元気いっぱいだと思います

が、夏休みの間、注意していても起こってしまうような事件事故があります。ぜひこの点

は皆さん一人ひとりで注意を心がけていただいて、あとは今日、傍聴に来てくださってい

る皆さん、保護者の皆さんと一緒に安心安全のまちに、安心して遊べる龍ケ崎にしていか

なければならないわけですけれども、ぜひ事故のないよう、けが等しないように元気に夏

休みを乗り切って、最初にいったお願いというのは夏休みが終わって、学校に行ったら、

ぜひ友達に、議会ってこんなんだったよ、議会なんてちょろいもんだと、どんなことでも

いいですから友達と話していただきたい。そして、今日ここで体験したこの記憶を頭の片

隅に持って将来、これから政治や、議会や、市政運営などは中学生、高校生になったら勉

強します。その時に思い出していただきますことをお願いを申し上げまして、今日お集ま

りいただいて、こども議会を開くことができたことに対するお礼の言葉といたします。

　　本日は本当にありがとうございました。（拍手）
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