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市民と語る会

」
す
ま
し
ま
ゃ
望月市長がおじ

「

第１回
目
が
ス
タ
ー
ト
！

特集

小中学生と市長の対話室が
開催されました

東花輪第３自治会で行われた市民と語る会の様子
（詳細21ページ）

小中学生と
室
話
対
の
市長
ました
が開催され

市内の小中学校８校に通う児童、生徒
が市長と対話する「小中学生と市長の対
話室」が今年も開催されました！
各学校の代表として41人の児童、生徒
が対話室に参加し、学校での取り組みや、
中央市に対しての質問・疑問を市長に投
げかけてくれました。
生まれ育ったまちである中央市を少し
でもよくするために真剣に考えた子ども
たちと、市長はいったいどのようなこと
を話したのでしょうか。
その様子を少しだけ紹介します。
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す。そのためには、私だけの意見で
市を動かすのではなく、市民のみ
なさん一人ひとりの声や意見を直
接聞いて、市政運営に反映してい
くことが大切だと思っています。
児童

市長になって一番嬉しかった

ことはなんですか？
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市長
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市長

役所に登庁した時に、正面玄関で

玉穂南小学校

INAMI
TAMAPHrOimMary School

市民のみなさんが、ずっと住んでいたく
なるような中央市にしていきたいです
市長さんが、市民のみなさんを引っ張るうえ

市の職員が花束を持って出迎えて
くれたことです。それが本当に嬉
しくて、市長になって良かったな

という気持ちが湧きました。
児童

小学校の登下校に使うスクールバスがある

と、熱中症や誘拐などの危険がなく便利でとても
安全です。
ぜひ市で導入してください。

で、こころがけていることや大切にしていること 市長

全国的に普及率はそこまで高くありません

が、確かにスクールバスを導入することで、登下

はありますか？
市長

私が市長として初めて中央市

私は市長として、市民のみなさんが「住んでい

てよかった」
「これからも住み続けたい」と思って
くれるようなまちづくりをしたいと考えていま

校中の交通事故や犯罪の回避などさまざまなメ
リットがありますね。今後の導入に向けて検討さ
せていただきます。

ていますか？
市長

私は日曜大工が趣味なんです

けど、休みの日は頭をからっぽに
するために、ちょっとしたものづ
くりをしています。
児童

中央市では教育環境の充実の

ためにどのような取り組みをして
いますか？
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市長

三村小学校
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中央市の将来を担っていく子どもたち
への支援を手厚く行います
今年度、三村小学校の取り組みとして「ハサ

児童のみなさんにパソコンを

１台ずつ貸与する「一人１台パソ
コン」という取り組みをしていま
す。みなさんも使っていると思い

ますが、このパソコンを使ったプログラミング教
育や、
英語教育に力を入れています。
また、中央市には山梨大学医学部のキャンパスが
あるので連携をとれるような取り組みや、各学校

ミウォーク」を全校児童で守っています。ハが走

施設の環境改善もしていきたいと思います。

らない、サが騒がない、ミが右側通行です。

み なさんのような若い人たちは中央市の将来を

市長

すばらしいですね。これからも頑張って、取

り組みを続けてください。
児童

市長さんはお休みの日、どのようなことをし

担っていく大事な存在なので、手厚い支援をして
いければと考えています。グローバル社会で活躍
できるような人材に成長してください。
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市長

そうですね。今は昔に比べて

気温もどんどん上がってきている
から、教育委員会と相談しながら
エアコンの設置は検討します。
児童

児童会でも、エアコンのない

給食棟で涼しく快適に給食を食べ
られるよう、ゴーヤを育てて緑の
カーテンをつくりました。
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私たちがつくったゴーヤを給食で

豊富小学校

MI
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私たちが育てたゴーヤを
学校の給食で出してほしいです！
以前は、児童みんながそろって給食棟で給食

を食べていましたが、新型コロナウイルス感染症
や熱中症対策のために各クラスの教室で給食を食
べるようになりました。コロナが収束した後に、み
んなで給食を食べるために給食棟にエアコンの設
置をお願いします。

市長

提供してもらうためには、どのく
らいの収穫量が必要になるので
しょうか？

中央市の給食は「中央市学校給食センター」

というところでつくられ、みなさんの学校に届け
られています。このセンターでは毎日、2,700人
分の給食がつくられているのですが、ゴーヤを材
料として使う場合に、どのくらいの収穫量が必要
かとなると、調理の内容によって変わってくるの
で、ここで回答することは難しいですね。みなさ
んがつくったゴーヤを給食で提供するのは、地産
地消という考えで、
いいアイデアだと思います。

どうなりましたか？
児童

呼びかけをしたおかげであい

さつをしてくれる人が増えまし
た。しかし、緊張して恥ずかしがっ
ている子もまだいるので、これか
らも運動を続けていき、あいさつ
の輪を広げていきたいです。
市長

04
児童
児童

あいさつというのは、人と人

がコミュニケーションをとるうえ

田富南小学校
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田富南小学校のヒーロー
「ミナミンジャー」を紹介します！
田富南小学校はあいさつ日本一を目標として、

児童

でとても大切なものです。ぜひこ
れからも頑張って活動を続けてく
ださい。

学校でイベントや行事などがあると、児童会の

みんなが「ミナミンジャー」という戦隊ヒーローに
変身して全校児童の前に現れます。メンバーカラー
はみんなで考えて決めたのですが、市役所のみなさ

あいさつ運動に力を入れています。今年度、児童会

んが戦隊ヒーローを結成するとしたら、市長さんは

では全校児童に対して、オンラインでの説明会を行

何色のヒーローになりたいですか？

うなど、新しい呼びかけ方にも挑戦しています。

市長

田富南小学校には戦隊ヒーローがいるんです

オンラインでの説明会はすごいですね。みな

ね。ぜひ一度見に行きたいです。ちなみに私は青色

さんが呼びかけた結果、全校みんなのあいさつは

が好きなので選ぶとしたら青色のヒーローです。

市長
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はすばらしい自然があります。この
狭い面積の中にこんなにもバラン
スよくいろいろなものがあるのは、
中央市だけの魅力だと思います。
児童

田富小学校には外国籍のお友

だちがたくさんいて、そのほかに
もさまざまな人が一緒に生活して
います。中央市にも障がいがある
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人、お年寄りの人、外国籍の人など

田富小学校

I
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中央市の魅力は、小さい面積の中にさま
ざまな要素が共存していること！
中央市はほかの市町村と比べてどのような特

徴がありますか？
市長

さまざまな人が生活していると思
いますが、そのような人たちが暮
らしやすくなるため、市ではどの

ような支援や政策を行っていますか？
市長

さまざまな政策を行っていますが、例えば外

国籍の人に対しては、中央市にある国際交流協会
の人たちと協力して、日本語教室などを行い支援
をしています。

平成18年に玉穂町、田富町、豊富村が合併し

市 では、外国人、高齢者、障がい者、もちろん健康

てできた中央市は、面積が約32㎢しかなく、県内に

な人に対しても、さまざまな支援体制を構築して

ある13市の中で一番小さい市です。しかし、その中

います。それらをうまく活用し、互いが共存でき

に、工業・商業地域、住居、病院があり、豊富地区に

る社会をつくっていければと思っています。

市長

磁気や騒音に関することはガ

イドラインに数値が定められてい
ます。そのガイドラインに沿う形
で人体には問題がない基準をクリ
アしているので、心配はありませ
ん。もしなにかあれば、市の方から
ＪＲ東海に話をします。
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児童

リバーサイド第２地区のペ

ディ川の川沿いには桜並木があり、

田富北小学校

IKITA
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春には一直線に咲く満開の桜を見
るのが楽しみでした。しかし、最近、
ほとんどの桜の木が切られてしま

い、少し寂しいです。今後、桜はどうなりますか？
田富北小の近くを走るリニア中央新幹線。 市長 ペディの桜はすごいきれいなんですけど、あ
人体にはどんな影響があるの？
の桜は昔に植えたものなので、通学路などに枯れ
先日、田富北小学校の児童全員でリニアの体

験乗車を行いました。リニアが動く仕組みなどを
知ることができ楽しかったのですが、それとは別
に磁力や走行音などによる人体に対する影響へ
の心配も聞いたことがあります。具体的にはどの
ような影響がありますか？

木が落ちて危ないから、何年か前から市で危険
な桜は切るようにしています。その代わりに、リ
バーサイドの自治会の人たちにお願いして、地域
で管理できるような小さい木を植えてもらい、そ
の木をきっかけに地元に愛着を持ってもらえる
ような取り組みをしたいと考えています。
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市長

現 在 中 央 市 で は「 れ ん げ プ ロ

ジェクト」として、玉穂ふるさとふれ
あい広場の近くの田んぼにれんげの
種をまいています。れんげの根自体
が肥料になることから、それを使っ
て自然の力を活かしたお米をつくる
という取り組みです。成分分析など
を山梨大学にお願いし、協力しなが
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ら進めていきます。

玉穂中学校

TOMAnHioOr High School
Ju

市長！玉穂中学校のゆるキャラ
「たまぴよ」って知っていますか？

生徒

全校みんなに玉穂中学校への

愛校心を持ってもらおうと、玉穂
中学校のゆるキャラをつくる「玉

中ゆるキャラグランプリ」を開催しました。応募
総数は350点になり、その中から
「たまぴよ」とい
うキャラクターがグランプリに選ばれました。今

玉穂中学校では、私たちの生活を私たち自

後はこのキャラクターを生徒会活動のシンボル

身の手で守っていくために「玉中SDGｓ」の取り

にしていこうと考えています。たまぴよを後世に

組みにおいて、中学生として何ができるかを考え

残すために着ぐるみの製作を計画しています。ぜ

ています。今年度はエネルギー問題にアプローチ

ひ、
実現するために予算の協力をお願いします。

し、節電や節水に取り組んでいます。中央市では 市長
SDGｓに関する政策を何かしていますか？

学校の取り組みに協力したいので、前向きに検

討します。

市長

今の３年生は、中学校へ入学

するタイミングでコロナが流行し
たんですよね。感染症対策と熱中
症対策を同時にするのは難しいと
は思いますが、これからもうがい
手洗いなどの基本的な対策をする
とともに、エアロゾル感染防止の
ため、常に室内の換気には気をつ
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けてほしいです。

田富中学校
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学校全体で協力して新型コロナウイル
ス感染症対策の取り組みをしています
コロナ禍の学校生活が３年目に入り、感染症

生徒

コロナの感染状況に応じて、

ふるさとまつりの開催や市のイベ
ントなどを増やしてほしいです。

市長 今年度のふるさとまつりの中止は決定してし
まいましたが、そのほかのイベントについては、感
染症対策を徹底して行い、できるだけやっていき
たいと考えています。

対策のため、アルコール消毒による掃除や毎朝の 生徒

学校の制服に関することなのですが、学ラン

健康チェック、こまめなうがい手洗いなどを徹底

やセーラー服ではなく、ジェンダーフリーのもの

して行っています。しかし、このような感染症対

にしてほしいです。

策と今年の夏の猛暑に伴う熱中症対策を並行し 市長
てやることの難しさを感じています。
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制服に関しては、ほかの学校との兼ね合いも

ありますので、
教育委員会と相談してみます。

