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アニメイトをつくってほしい

８月１日、毛呂山町議会議場で、第26回子ども議会を開催しました。
町立４小学校の６年生を代表する13人の議員が、清水琉

る
亜
あ

議長の進行で一般質問を行いました。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で、３年ぶりの開催となりました。
今年はどんな内容だったのでしょうか。子ども議員たちの質問を、ぜひご覧ください。

奥野　萌
もも

　議員

人口が減ってきた今、
楽しい毛呂山町に
私は、毛呂山町の自然豊かな魅力を絵本にして伝え
ることを提案します。
絵本で毛呂山町の自然豊かな魅力を伝えることで楽
しく見ることができ、小さい子でも読めます。さら
に、本を読んであげる親にも、読み聞かせを通して
毛呂山町の魅力を伝えることができます。
絵本を読んでくれた人が「毛呂山町に来てみたい」
と思ってもらえると観光客が増えたり、毛呂山町に
人口が増えると考えました。

毛呂山町にはたくさんの魅力がありますので、その
魅力をたくさんの人に知ってもらうことが大切だと
考えています。今後も議員ご提案の考えを参考に、
学校の授業で作成した毛呂山町の絵や友情都市・宮
崎県木

き
城
じょう
町
ちょう
との交流作品などを使った絵本になる

ように研究していきます。
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黒川　怜
れ

亜
あ

　議員
毛呂山町のシンボルを
造ってほしい

私は、毛呂山町にシンボルを造ってほしいです。な
ぜなら、今の毛呂山町には、誰もが一目見て、毛呂
山町だと思うものがないからです。
また、シンボルは大きな風車がいいと思います。毛
呂山は自然にあふれた町なので、周りにお花を植え
て、色鮮やかにしたりするのもいいと思います。
そうすれば、花好きの観光客で毛呂山がにぎわうよ
うになるかもしれませんし、風車ならデザインの良
い風力発電にもつながると思います。

誰が見てもわかりやすいシンボルがあることで、毛
呂山町を知らない人に町の良さを知ってもらう機会
になります。また、シンボルを見るために毛呂山町
に来る人が増えることも考えられます。
今後も黒川議員のご提案を参考に、町ならではの魅
力を造る取組が行えるように努力していきます。

山田　舞
まい

花
か

　議員
ゆず－１グランプリ
開催へ！！

私は、特産品のゆずを使ったメニューを増やすため
に「ゆず－１グランプリ」を開催することを提案し
ます。ゆずを取り入れたメニューを町民の人に考案
してもらったり、募集をしたりすれば、ゆずを使っ
たメニューが増えて、もっと毛呂山町らしさが出る
と思います。また、私のようにゆずが苦手な人でも
ゆずを使ったメニューを食べられる人が増えたり、
ゆずが苦手な人でも楽しんで参加できるイベントに
なればいいと思います。

毛呂山町観光協会では、秋にゆずの里オートキャン
プ場において、来場者にゆずをプレゼントし、ゆず
を使った料理をインスタグラムに投稿してもらう企
画を考えています。そのような取組を通じて、ゆず
を使ったメニューが増えたときには、「ゆず－１グ
ランプリ」を開催したいと思います。

荻
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菜
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　議員

アニメイトをつくってほしい

私は、毛呂山町には書店が少なく、アニメやまんが
のグッズを買える場所が少ないので、毛呂山町に「ア
ニメイト」を作ってほしいです。
そして、日本には、まんが大国と呼ばれるほどたく
さんのまんが作品やアニメ作品があります。それら
の日本の文化を日本の人だけでなく外国の人など多
くの人に知ってほしいです。
多くの人にアニメやまんがに触れてもらうために、
町に「アニメイト」を作ることを要望します。

アニメイトがあれば、多くの人が町に来てくれるこ
とが期待され、元気な町づくりにつながると思いま
すので、町にアニメイトが出店してくれることを期
待したいと思います。また、図書館にはたくさんの
漫画やアニメもありますので、たくさんの本に触れ
ていただきたいと思います。ぜひ、図書館の利用の
ことをお友達にも広めていただければと思います。

青葉　颯
さつ

希
き

　議員
活気ある、にぎやかな
毛呂山町へ

私は、観光客を増やすために毛呂山町でスタンプラ
リーなどのイベントを行うことを提案します。これ
は、子どもや大人が楽しく観光スポットを回れるよ
うにしたいという理由からです。また、景品には、
ゆずやもろ丸くんのシール、毛呂山町の特産品など
毛呂山町だけのものを考えています。このスタンプ
ラリーを行うことによって、毛呂山町についてたく
さんのことを知ることができるし、子連れの家族も
集まり、毛呂山町に関心が集まると思います。

観光スポットなどを巡るスタンプラリーは、町民の
皆さんに楽しんでいただけるだけでなく、町外から
多くの人たちに訪れてもらうために有効な手段であ
ると考えます。今後は、商工会や観光協会などにも
お話しして、どのようにすればスタンプラリーが実
施できるかを検討していきたいと思います。
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　議員

毛呂山の川を整備

私は、毛呂山の目白台の近くにある川を、泳いだり
遊んだりできるように整備してほしいです。
近くの川は草がたくさん生えていて、川のなかに入
れなかったり、川が浅くて全然泳げません。夏など
は遠くまで行かなくてはならずとても不便です。
そして、しっかり整備されていない川で遊んでしま
うと、溺れるなどの事故が起こってしまいます。そ
のような悲しい事故を毛呂山で起こさないために
も、川の整備をしてほしいです。

川遊びは、野外での遊びの少ない現代の子どもたち
にとってかけがえのない学びや育ちを生み出す場所
であると考えています。子どもたちが川で安全に遊
べるようにするための整備については、町としても
河川を管理している埼玉県と一緒になって整備に向
けた環境を整えていきたいと思います。

青木　大
やま と
和　議員

夜の毛呂山を明るく

僕は、夜の毛呂山町を明るくすることを提案します。
僕が実際に通って街灯が少なく暗いと思った道路が
ありました。夜の道が暗いと事故が起こりやすいの
で、道を明るくすれば、毛呂山町の事故や犯罪が減
ると考えます。具体的には、交通量が多くて事故が
起きやすい場所に街灯や反射板を設置することや、
街灯を青色にするということです。
このように、事故や犯罪を防止するために夜の毛呂
山町を明るくすることが必要だと考えます。

夜の道を明るくして交通事故や犯罪防止の対策につ
いてよく調べられていて大変感心いたしました。
今後も、道路照明灯や防犯灯を設置して夜の毛呂山
町を少しでも明るくすることにより、安心して暮ら
せる町づくりが進むよう、努力していきたいと考え
ています。

佐藤　奏
そう
太
た
　議員

町のトイレを
きれいにしてほしい
僕は、町のトイレをきれいにしてほしいです。
町の外にあるトイレの壁に落書きがされていたり、
トイレの電気がつかなかったり、トイレが汚かった
りすることがあります。そしてこのことにより、公
園に行った人が、トイレに行ったときにとても汚か
ったからもうあの公園には行きたくない、というこ
とが起きてしまうかもしれません。
そのようなことを起こさないためにも、町のトイレ
をきれいにしてほしいと思います。

トイレは、私たちが生活していく上で欠くことがで
きない重要な設備です。毛呂山町の公園に行ってみ
ようと思えるように、快適なトイレの状態を保つと
ともに、車椅子の人やお年寄り、小さな子どもたち
にとっても使いやすいと思えるトイレとなるよう、
積極的な管理を心がけていきます。

石川　心
み
音
と
　議員

子どもだけの場

私は、子ども専用のカフェを作ることを提案します。
理由は、たまには子どもたちだけになりたいと思っ
ていても、あまり子どもだけになれない子がいると
思うからです。
子ども専用カフェは、店員さんが高校生から大学生
の学生で、ランチなどの代金は、50円から1000円
未満、入店できるのは小学１年生から大学４年生ま
でが良いと思います。このような子どもだけの場、
子ども専用カフェを作ってほしいです。

未来のある皆さんが大きな夢や希望を持って、毎日
元気でいられるように、子どもの過ごす場所につい
て、しっかりと考えていきたいと思います。なお、
カフェではありませんが、児童館では外でおやつを
食べたり、小学生以上なら子どもだけで安心して過
ごすこともできますので、ぜひ遊びに来てください。

八木原　芽
め
生
い
　議員
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八木原　芽
め
生
い
　議員

毛呂山町の特産品、
ゆずについて

私は、毛呂山町の特産品であるゆずを広めて、もっ
と多くの人にゆずについて知ってもらいたいです。
そのために、コロナの状況も考えた上で、オンライ
ンイベントを開催し、今よりもっとゆずを知っても
らう機会を増やせばよいと思います。また、町近隣
の市町村のコンビニやスーパー、友情都市の木城町
などで、ゆずを使った商品を置いてもらうことで、
より多くの人にゆずを知ってもらえると思います。

八木原議員のおっしゃる通り、様々なイベントを通
じて、全国へ、全世界へ毛呂山のゆずの魅力を紹介
していきたいと考えています。また、コンビニやス
ーパー、友情都市の木城町などにゆずを使った商品
を置いてもらうことや、食品メーカーにゆずを使っ
た商品を作ってもらうことをお願いし、ゆずを多く
の人に知ってもらえるようＰＲしていきます。

酒井　優
ゆう
華
か
　議員

木や花を手入れしたり
植えてほしい

私は、木や花をきちんと手入れしたり、植えたりし
てほしいです。
町には、木や花はあるけど、手入れがされていない
ところが多いので、もっと手入れがされれば町の雰
囲気が良くなると思います。そして、木を植えれば、
地球温暖化対策になり、緑も増えて一石二鳥です。
また、町の見た目も良くなるし、現在地球温暖化に
よる異常気象などが心配されているので、毛呂山町
も対策をしたらいいと思います。

木や花を植えることで、町の雰囲気がよくなり、地
球温暖化対策にもなるという酒井議員の意見は、と
ても大切なことだと思います。樹木や花を手入れし
増やすことで、温暖化の原因とされる二酸化炭素を
少しでも減らせるよう、引き続き町として取り組ん
でいきたいと思います。

髙橋　幸
さ
笑
え
　議員

毛呂山町の特産物の
お店やカフェを作ろう

私は、毛呂山町の特産品をより多くの人に知っても
らうために、毛呂山の特産物のお店やカフェを設置
することを提案します。
お店やカフェは、桂木ゆずを使った加工品や、もろ
やま華うどん、豚

ぶっ
玉
たま
毛
げ
丼
どん
の提供をしたり、桂木ゆず

の歴史や、もろやま華うどんの作り方などのポスタ
ーを掲示したらよいと思います。これにより毛呂山
の特産物を多くの人に知ってもらえ、特産物を食べ
に来る観光客も増えると思います。

町の特産物や名物を全て取り扱い、桂木ゆずの歴史
やもろやま華うどんの作り方などのポスターを掲示
した店があれば、町について勉強することができ、
町のＰＲにはとても良い場所になると思います。
町の特産物を知ってもらえるようなお店やカフェを
作れるよう、努力していきたいと思います。

吉澤　季
り
央
お
　議員

魚釣りをもっと有名にする

僕は、毛呂山町の魚釣りをもっと有名にすることを
提案します。
「としまえん」という今はなき遊園地では、有料だ
けれども魚釣りができ、ニジマスやヤマメ、ブラウ
ントラウトなどがいました。そして、これらの魚は
とても鮮度が良く、味もおいしかったです。
このように、「としまえん」を超える魚釣りのスポッ
トをつくれば、今よりももっと毛呂山町が有名にな
り、より多くの人に町を知ってもらえると思います。

鎌北湖と箕和田湖は釣り雑誌に紹介されるほど、釣
り人の間では有名な場所です。２つの湖に加え、新
たに魚釣りのスポットをつくることができれば、「魚
釣りの町」として有名になるかもしれません。
今回のように、町を有名にするためのアイデアが浮
かんだら、今後もご提案いただけたらと思います。
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