○

質問番号１番

市長公室関係
おおふち

はなえ

議席番号３番 富士見中学校 ２年５組 大渕 英恵 議員
私立高校の誘致について
政策調査課
私は今、中二ですが、高校入試について調べてみると、熊谷市は規模の大
きい市なのに、本庄市などに比べて、高校の数が少ないと思います。県立高
校はあるのですが、私立高校は一校もありません。受験生は普通、公立と私
立の２校を受けると思います。熊谷市に私立高校ができれば、市内の中学生
の私たちにとってもうれしいことです。また、市外からも学生が通ってくる
ことによって、より一層熊谷が元気なまちになると思います。私立高校を誘
致することはできないでしょうか。
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○

質問番号２番

総合政策部関係
せきね

ち さと

議席番号８番 熊谷東中学校 ２年２組 関根 千智 議員
「あっぱれ！熊谷流」プロジェクトについて
企画課
今、「あっぱれ！熊谷流プロジェクト」がとても注目されています。私の通
っている熊谷東中学校では、ゴーヤを育てて、緑のカーテンを作り、教室の温
度を少しでも下げ、学習しやすい環境を目指しています。熊谷市としては、こ
のプロジェクトで具体的にどのような取組みを行っていますか。
わたなべ

まりん

議席番号１２番 大麻生中学校 ２年１組 渡辺 真琳 議員
暑さ対策について
企画課
去年、日本最高気温を記録し、とても夏の気温が高く、暑い地域だという
ことで、今年も、テレビなどさまざまな所で注目を浴びている熊谷市ですが、
このどうしようもない暑さを少しでも和らげることのできる暑さ対策は何か
あるのでしょうか。
きむら

だいき

議席番号１３番 中条中学校 ２年１組 木村 大輝 議員
私たちのできる暑さ対策について
企画課
「あついぞ！熊谷」で有名な、私たちの熊谷を少しでも涼しくしていくため
に、私たち中学生が参加し、活動できることが何かありますか。
ようじ

議席番号２６番 大里中学校 ２年Ａ組 ショルツ 洋司 議員
ゆうゆうバス「ひまわり号」の運行改善について
企画課
大里地区巡回バス「ひまわり号」は旧大里町を巡回し、熊谷駅までを１日
１２往復しています。現在遠くの学校に通っている高校生をはじめとする学生
や朝早く仕事に出る大人の方々が多く利用しています。ですが、朝早くに出る
バスにたくさんの人が集中して乗車するので、市田地区のあたりにあるバス停
で待っている人は定員を超えてしまうとバスが通過してしまい、次のバスを１
時間ほど待つことになり遅刻してしまいます。
そういったことの解決策として、朝早くの乗車率の高い時間帯にバスを増や
すか、その時間帯に急行のバスを増設する、そうでなければ大型のバスを運行
するなどしていただくと、われわれ学生や大人の方々にも大変ありがたいこと
です。是非検討をお願いします。
おおうら

れ

お

議席番号２０番 三尻中学校 ２年２組 大浦 礼士 議員
住民税の使途について
財政課
２年くらい前から、熊谷市に払う住民税が極端に増えたと聞きましたが、増
える前と、増えた後とでは、その税金の使い方はどのように変わったのでしょ
うか。また、その税は僕たちの中学生活にも役立っているのですか。教えてく
ださい。
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○

質問番号３番

市民部関係
かとう

まさき

議席番号１番 荒川中学校 ２年５組 加藤 正樹 議員
不審者対策について
安心安全課
不審者への対策についての質問です。最近学校の近くではよく不審者が出
ています。そのたびに複数人で帰宅するバディ下校の呼びかけや、部活の終了
時間を早くするなどが学校で行われています。しかし、本当にそれだけで大丈
夫なのかと思うときがあります。熊谷市では、不審者対策は、何か行われてい
るのでしょうか。また、行われているのでしたらどのような効果があるのか教
えてください。
ひらい

まな み

議席番号３４番 江南中学校 ２年４組 平井 愛実 議員
街灯の設置について
安心安全課
江南地区に、たくさんの街灯をできればつけてもらいたいです。理由は、
江南地区は山が多く、私たち生徒が下校する時間帯になると辺りは暗くなって
しまいます。私が通学する道は、ここ数年毎年といっていいほど、不審者が出
ています。他の通学路も同じです。暗い道を通ることさえ怖いのに、不審者に
でも会えば精神的に傷を負います。そんなことが少しでも減って、安心して通
れるように街灯をつけてもらいたいと私は思っています。
にし

み

き

議席番号１０番 玉井中学校 ２年１組 西 美樹 議員
植栽ボランティア等の活動ＰＲについて
市民活動推進課
私の母の実家がある通りは、
「ハナミズキ街道」と名付けられ、春はとても
美しいです。また、私の家の近くでは、秋になると曼珠沙華が咲き乱れ、多
くの方々が楽しんでいらっしゃいます。久保島の自治会でＰＲを行っている
ことを聞いて驚きました。
本校玉井中でも「花をさかそう活動」を行っています。グリーンカーテン
なども成果をあげています。そこで、市長さんに質問します。まず、植栽な
ど、市内各地域をきれいにするボランティア団体はいくつくらいあるのでし
ょうか。また、その取組みを紹介するものはあるのでしょうか。ホームペー
ジには、
「熊谷のみどころ」がありますが、小さな取組みも紹介されていると
励みになるし、休日など四季折々の美しさを楽しんだり、人の思いを知るチ
ャンスにもなると思います。
あらい

しゅう と

議席番号１１番 大麻生中学校 ２年１組 新井 秀 都 議員
水害対策について
危機管理室
防災についての質問です。今年、いろいろなところで、豪雨による水害が
起きています。僕たちの住んでいる大麻生地区は、荒川に近いので大丈夫かな
と心配していたところ、市から配布された洪水ハザードマップを見るとかなり
危険な地区だとわかり、もっと不安になりました。もし、そのような状況にな
ったとき、どのような対策をとってくれますか。よろしくお願いします。
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○

質問番号４番

福祉部関係
おおさわ

なお や

議席番号９番 玉井中学校 ２年３組 大沢 直哉 議員
高齢者福祉について
長寿いきがい課
僕が質問したいことは、お年寄り問題についてです。今年の９月１５日に
敬老の日がありました。僕たちの地域では、敬老の日にちなんで、自治会で
敬老会という行事があります。敬老会にはたくさんのお年寄りが同じ地域の
子どもたちと歌を歌ったり、踊ったりして楽しい時間を過ごしています。し
かし、その敬老会に出席できないお年寄りもいるはずです。そう思うと少し
さみしく思います。熊谷市では、そういった外出できないお年寄りに対して
どう考えていますか。また、何か行っていることがあったら教えください。
とりうみ

はや と

議席番号１８番 別府中学校 ２年２組 鳥海 早杜 議員
こども医療費の助成について
こども課
今年から、通院にかかる子ども医療費も中学校卒業まで無料になりました。
子育てをする市民にとってたいへん助かる制度ですが、これからの市の財政を
考えたとき、予算は大丈夫なのでしょうか。
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○

質問番号５番

環境部関係
なかや

ゆうか

議席番号２番 荒川中学校 ２年３組 仲谷 憂歌 議員
自動車利用の抑制について
環境政策課
今、熊谷では暑さ対策として色々な取組みが行われていますが、年々増え続
ける二酸化炭素によってどんどん平均気温が上昇しています。そこで、二酸化
炭素の排出を少しでも減らすため、他の交通手段を推進するなど自動車利用を
抑制する取組みを行ってはどうでしょうか。
おかだ

ともき

議席番号２７番 妻沼東中学校 ２年２組
岡田 知樹 議員
地球温暖化対策について
環境政策課
熊谷市では、
「あついぞ！熊谷」をキャッチフレーズとし、全国的にも有名
になりましたが、夏休み中の部活動等ではその暑さゆえに体への負担が大きい
です。それに光化学スモッグ注意報も頻繁に発令されていました。現にこの暑
さは私たちに深刻な被害をもたらしているといっても過言ではありません。こ
の暑さの大半の原因は地球温暖化だといえます。そこで、熊谷市が行っている
地球温暖化対策として具体的にどのようなことに取組んでいるのですか。
すぎやま

さ

や

か

議席番号３０番 妻沼西中学校 ２年１組 杉山 沙也加 議員
太陽光発電システムの普及について
環境政策課
現在ニュースの中で賑わいを見せている原油高騰に伴い、食料品や生活必
需品が値段を上げています。これは、生活している全ての人たちの大きな負担
となっていると思います。
そこで、限られたエネルギーを有効に活用し、エコ生活を多くの住民に呼び
かけるために、エコ生活の中心にもなる太陽光発電等を取り入れやすいように
するべきだと私は思います。現在、熊谷市でも太陽光発電システムを購入する
市民には補助金制度があるようですが、実際に普及率は大きな伸びがないよう
です。購入する一時的補助金のみではなく、さらに別のメリットを取り入れる
と、考え方を変える家庭も増えるのではないでしょうか。また、維持費的なも
ので数年後にもさらに助成金や公共施設の優待を得られる仕組み等、メリット
を還元してあげる方法を考えていただけないでしょうか。お伺いしたいと思い
ます。
たきざわ

のぞ み

議席番号２２番 奈良中学校 ２年２組 滝澤 望美 議員
資源リサイクルの啓発について
廃棄物対策課
私は、環境問題について質問があります。資源回収として、学校ではペッ
トボトルのキャップやあきかんなどを集めたりしています。しかし、私はその
キャップを何に使うのか、あきかんをどうするのかまったく知らずに協力して
いました。ある日、親からこれはこのように使われているんだと教えてもらい
ました。ただ、集めるだけでなく、なぜ、集めているのか、具体的に何に再利
用されるのかわかった方が一人ひとりの意識が高まるのではないでしょうか。
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だい

あ すみ

議席番号２４番 大幡中学校 ２年１組 代 有純 議員
分別式ごみ箱の設置について
廃棄物対策課
私は、環境への意識を高めるために、市内に分別式ごみ箱の設置をしてほ
しいと思います。
私が胎内くぐりへ行ったとき、屋台で購入した食べ物のごみが、道端や芝
生の上などにたくさん落ちていました。それを見て「こんな所に捨てちゃい
けないのに。人の迷惑だって気づかないのかな。
」と思いました。でも、私が
食べ終わったとき、ごみ箱を探して広場の周りを一周しても、ごみ箱は一つ
もありませんでした。確かにポイ捨てはいけないことだけど、捨てる場所が
なければ、手元のごみを捨てたくなります。胎内くぐり以外での場所でも、
市内にある公園や施設の前、駅前、学校、店先などに分別式ごみ箱を設置し
てほしいと思います。環境について考えようと呼びかけても、市全体で取組
まなければ大きな力にはなりません。分別式ごみ箱を設置して、市の活動を
市民に見せることが環境への意識化のスタートだと思います。
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○

質問番号６番

都市整備部関係
はしもと

しずか

議席番号５番 大原中学校 ２年４組 橋本 静 議員
緑のカーテンについて
公園緑地課
今、世界では地球温暖化が大きな問題として取り上げられています。地球温
暖化は未来の私たちに影響があるのでとても心配です。そこで、地球温暖化ス
トップのために考えたことは、緑を増やすことです。例えば、各学校に呼びか
け朝顔の種をまき、育ててもらうのはどうでしょうか。その育てた朝顔で緑の
カーテンを作り、教室の窓につけます。そうすれば涼しくなり、酸素も増えて
一石二鳥だと思います。また、各家庭でも希望すれば種を無料で配布するなど
の対策を考えるのはいかがでしょうか。熊谷市では駅に冷却ミストを取り付け、
新聞でも取り上げられ、私も体験してきました。涼しくなるものですが、やは
り電気で動くものです。でも緑のカーテンは地球にも優しい暑さ対策です。市
長さんのお考えをお聞かせください。
なかじま

な

議席番号１６番 吉岡中学校 ２年１組 中島 はる名 議員
屋上緑化について
公園緑地課
わたしは、熊谷のまちで実施されている暑さ対策はすごいと思います。駅前
に設置されているミストや道路にされている工夫は画期的なものだと、見るた
びに思います。また、去年、おととしあたりに各クラスに扇風機がつけられま
した。それは、私たち中学生にとってとても感謝すべきことだと思っています。
やはり、夏は登校するだけでも体が熱くなり、部活で朝練習をする人たちもい
るので、教室は熱気で満ちています。そこに扇風機があることは本当にうれし
いことなのです。
そこで、この暑い熊谷を涼しくするためにももう少し工夫をすることができ
ると思うのです。たとえば、屋上緑化です。何にも利用されていない屋上に植
物を植えるだけなのです。植えるだけといっても、たくさんの手間がかかりま
す。それでも、屋上緑化は大変効果があり、やってみる価値はあると思います。
自然の力を借りて、今以上に涼しくできるのは地球温暖化の対策の一つにもな
ります。少しずつでも、私たちが何かのためにできることが増えていけばいい
と思っています。
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○

質問番号７番

建設部関係
くりはら

りょう た

議席番号２３番 大幡中学校 ２年２組 栗原 遼 大 議員
「かめの道」の利用について
道路課
ぼくの学校のすぐ近くに、
「かめの道」が通っています。しかし、熊谷から
妻沼まである「かめの道」ですが、ほんの一部が公園のようになっているだけ
で、他の大部分は何にも利用していません。あんなに長くて広いスペースがあ
るのに、全く利用していないのはとても損だと思います。６，７年前くらいに
は道路を造る話があったようですが、今は全く聞きません。
今、かめの道を何かに利用する計画はあるのでしょうか。
かとう

ゆ

り

か

あ

す

議席番号２５番 大里中学校 ２年Ｃ組 加藤 友里香 議員
道路の除草について
維持課
私たちの通う通学路を含め、道路整備にお力ぞえいただき感謝しています。
私たちにとって通学路は毎日通る大切な道です。しかし、田や畑に面している
場所などでは、草が道路に飛び出し、道幅が狭くなってしまっているところも
あります。
そこで、市道、県道、それぞれ管轄が違うと思いますが、年に何回の除草計
画が予定されているのかお聞きしたいと思います。夏場は草の成長も早く除草
してもすぐに伸びてしまします。夏場の除草回数をふやしてはいただけないで
しょうか。
すなが

か

議席番号２８番 妻沼東中学校 ２年１組 須永 明日香 議員
公共施設の耐震強度について
建築課
私は、学校などの公共施設の耐震強度について質問します。
日本は、外国に比べ、大変地震が多い国です。今年は、国内では、主に東
北地方で多く発生していますし、また、国外では、中国の四川で大きな地震
が発生しています。ニュースなどでその現場を見ましたが、壊れた建物や現
場の人々の様子を見ていて、これが自分の身にふりかかったらと思うととて
も怖くなりました。そこで、熊谷市内の学校及びその他の公共施設の耐震強
度はどれだけのものなのでしょうか。万が一のときの避難場所は、本当に安
全なのでしょうか。
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○

質問番号８番

教育委員会関係
すずき

ひでやす

議席番号４番 富士見中学校 ２年２組 鈴木 秀康 議員
冷水機の設置について
教育総務課
昨年の夏、日中の気温が日本一を記録したことから、さらなる暑さ対策が必
要と思われます。現在、各教室に壁掛け式の扇風機が設置されていますが、休
日の部活動ともなると、各自持参する水筒だけでは飲み物が足りなくなると思
います。そこで、冷水機を各学校に設置することで水分をしっかり補給できる
し、熱中症も防ぐことができると思います。来年の夏からでいいので、設置し
ていだだくことはできませんか。
みやもと

かずき

たき

みずほ

議席番号６番 大原中学校 ２年１組 宮本 一樹 議員
校舎のバリアフリー化について
教育総務課
僕は、校舎の構造について質問させていただきたいと思います。
最近「バリアフリー」という言葉をよく耳にします。各市町村でもこのバリ
アフリーを推進することに努めていると新聞などでも目にします。熊谷市にも、
いくつか昇降口などにバリアフリーをとりいれた学校はあります。本校も体育
館の入口にスロープを設けてあります。しかし、校舎内においてはとても段差
の多い学校です。僕たち大原中の現状を述べますと、教室棟から体育館に行く
通路、給食室へ行く通路など、どの校舎に入るためにも２，３段の段差がある
のです。その段差はけがをしている子、障害がある子にとってはつらい段差だ
と思います。
大原中が地域に開かれた学校を目標とするならば、なおさらもう少し段差の
少ない学校であるべきだと思います。
少しでも段差を少なくできないものか、ぜひ市長さんの考えを聞かせてくだ
さい。
議席番号１４番 中条中学校 ２年１組 瀧 瑞穂 議員
体育館の建て替えについて
教育総務課
私は部活動でバレー部に所属しています。毎日、体育館でバレーの練習を
していますが、床が少しはがれたり、傷がついているために、レシーブで滑り
込むときなどにけがをした人がいます。私たちがけがを心配することなく、思
い切って練習ができるように新しい体育館にしてほしいと思います。
たきもと

あ

み

議席番号１９番 三尻中学校 ２年２組 滝本 亜美 議員
校庭の整備について
教育総務課
私たちの学校のグラウンドは、雨が降るとすぐに水がたまり、その後２日
間ほどは使うことができなくなってしまい、とても不便です。水はけをよくす
ることはできませんか。
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あかいし

ま

な

み

議席番号３１番 小島中学校 ２年１組 赤石 真奈美 議員
テニスコートの新設について
教育総務課
小島中学校は小中併設です。生徒数が少なく部活動はテニス部だけなので
すが、校庭があまり広くないので、校庭に３面テニスコートを取ると、放課
後小学生がのびのびと遊べる場所がありません。校庭外にテニスコートを設
けていただけないでしょうか。
のむら

かずき

議席番号３２番 小島中学校 ２年１組 野村 和生 議員
太陽光発電システムの学校への導入について
教育総務課
最近は、地球温暖化などが問題になっています。その地球温暖化の問題に
少しでも役に立つように市内の学校の屋上にソーラーパネルを設置して、太陽
光発電をしてみてはどうですか。
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○

質問番号９番

教育委員会関係
おおた

せい じ

議席番号１５番 吉岡中学校 ２年２組 太田 青志 議員
学校の花壇コンテストについて
学校教育課
私は、学校の花壇コンテストをしたらよいのではないかと思います。
コンテストを開催すれば、各学校とも他校に負けないように、工夫を凝ら
し、特色ある花壇づくりに取り組むと思います。花は学校をきれいに見せます
し、来訪者にも良い印象を与えます。学校にとってもマイナス要素はないと思
います。
美しい花壇に囲まれて、私たちの学校生活がやすらぎと潤いのあるものに
なると思いますので、花壇コンテストをしてみてはどうでしょうか。
おおしま

あ

り

さ

議席番号１７番 別府中学校 ２年２組 大島 安梨沙 議員
学校３学期制の復活について
学校教育課
現在、熊谷市の小中学校は２学期制を採用しています。しかし、２学期制
では、１回１回のテストの期間が長いため、テスト前しか勉強をしない人はそ
の分、長い間勉強をしないのではないでしょうか。その点、３学期制なら１回
１回の範囲も期間も短いですが、テストの回数は多くなるので必然的に勉強時
間も増え、学力向上につながると思います。もう一度戻すことはできないでし
ょうか。
はしもと

かずき

議席番号３３番 江南中学校 ２年１組 橋本 一輝 議員
学校２学期制について
学校教育課
２学期制である理由と利点についての質問です。私たち江南中学校は、熊
谷市と合併する前まで３学期制でした。そのため、行事も３学期制にあわせて
進んでいました。そして、合併後、２学期制に変わり、忙しくなったような気
がします。３学期制で進めている学校があってもよいと思いますが、なぜ、熊
谷市では２学期制に統一しているのでしょうか。２学期制の利点をより具体的
に教えてください。
かなや

かず き

議席番号２９番 妻沼西中学校 ２年２組 金谷 一希 議員
中学校における地域間交流について
学校教育課
ぼくたち妻沼西中学校では、地域のことを調べたりしています。たとえば、
聖天様はとても伝統のあるお寺です。ほかにも、いなり寿司やネギ、やまと
いもなど地域の特産品はいっぱいあります。
合併により妻沼という小さな町から熊谷という大きな市になり、まだ、市
内のことやほかの合併した地域のことなどがよくわかりません。また、妻沼
地域のことも知ってもらいたいです。同じ市内に住む中学生同士自分たちの
地域のことなどを話し合える機会があったらいいのではないでしょうか。
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○

質問番号１０番

教育委員会関係
かのう

ひろき

いはら

れいじ

議席番号７番 熊谷東中学校 ２年４組 加納 大樹 議員
熊谷市のスポーツ振興について
保健体育課
僕たちの学校では、部活動を一生懸命行っています。運動部では、学校総
合体育大会や新人戦、また他の様々な大会でよい成績を残せるよう、日々、努
力して練習をしています。熊谷市は、
「ラグビータウン」と呼ばれていますが、
具体的には、どのようにして運動を盛んにさせようとしているのですか。
議席番号２１番 奈良中学校 ２年２組 井原 黎二 議員
通学路の交通安全について
保健体育課
奈良中学校の通学路に危険な横断歩道があります。過去に接触事故なども
ありました。県道なので交通量も多く、車もかなりスピードを出しています。
生徒のために止まってくれる車はほとんどありません。生徒の安全のためにも
信号機を設置していただきたいのですが、どうでしょう。
また、市内の小中学校の通学路の再確認を行っていただきたいと思います
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