
子ども未来会議 第３回子ども部会 

 

 

□ と き ： 平成２０年２月２４日（日）１４：００～１６：５０ 

□ ところ ： 滝川市議会議場（市役所１０階） 

□ 出席者 ： 委員１１名（欠席３名）・アドバイザー・子ども未来会議委員長 

市長・教育長・保健福祉部長・教育委員会教育部長・事務局５名 

 

 

１．開 会 ： 子ども未来会議委員長 片岡 喜恵子 さん 

 

これより、子ども未来会議第３回子ども部会「市

長との意見交換会」を開催いたします。私は、本

日の議長役として進行をさせていただく、当会議

委員長の片岡です。昨年１０月に当会議が発足さ

れ、３つの部会で議論が行われています。大人た

ちの部会では、委員のみなさんが、他市への視察

等を行いながら学び、そしてそれぞれの立場から

子どもたちのためのあるべき姿について熱のこも

った議論が続けられています。この子ども部会で

も、滝川市の次代を担う子どもたちが将来の滝川

のあるべき姿を想像するため、意見発表や、他市の視察などの勉強を行ってきました。

本日は、実際にまちづくりに参画してみようとの狙いから、市長との意見交換会を行お

うということで、子どもたちからどのような提案がなされるか楽しみにしております。

丌慣れな進行役でございますが、何卒よろしくお願いします。 

 

 （第３回子ども部会 「市長との意見交換会」 開催趣旨説明） 

 

 みなさんとお約束したとおり、市議会議場をつ

かって市長との意見交換を行う場を設定し、今日

はいよいよその日がやってきました。みなさんの

子どものための条例、いわば滝川市の法律をみん

なで考えようということで、昨年１１月の第１回

でみなさんには、「こんなまちになったらいいな

ぁ。」といった発表をしていただき、みなさん大

変立派な発表をしてもらいました。奈井江に行っ

て子どもの権利条例を勉強したり、そして今日、

実際にまちづくりに参加しようということで、こ

の会議が開催されます。最終的には１２月に子ども未来づくり条例ということで策定さ

れる予定ですが、子どもの視点にたったまちづくり、さらには、子どもにもわかりやす

いまちづくり、そのためには子どもの果たすべき役割であるとか、参加する仕組みなど

をこれから考えていきたいと思います。それではみなさん今日も元気いっぱいにお話を

聞かせてください。 

 

 

２．市長あいさつ： 滝川市長 田村 弘 

 

  みなさんこんにちは。みなさん緊張していますか。実は市長も緊張しているのです。

だから心配しないでください。みんな緊張しているのです。今日、風邪で残念ながら出

席できないお友達もいますけれども、みなさん準備をしていただいて、市長と意見交換

をしようということで、私も楽しみにしていました。みなさま方の話を直接聞いて、ま

た、考え方をお話しさせていただいて、私はみなさま方の提言を、いいもので早くしな

 

 



ければならないものというのは、みなさま方の席に座っている本当の議員さんと相談を

して、実施していきたいなぁと考えています。みなさん方があと１０年後くらい、平成

４０年くらいなったら、みなさま方はこのまちをあるいはこの日本を運営していくため

に重要な役割をはたしていただく。そのためにみなさんは一生懸命勉強しているんです

ね。どんな勉強をしているのかというと、たくさんしていると思いますけれど、市長は、 

簡単に市長の考え方をいうと、みなさんは、

「たくましく生きるための勉強」、それが１

つ。２つめは、「みんなと仲良くやさしく助

け合いながら生活していくための勉強」をし

ている。３つ目の勉強は、「社会を向上させ

ていく。今より良くしていくそのための勉

強」。そして、４つめは、みなさん方の人生

は、１度限りの人生です。ゲームのようにリ

セットできるものではありません。「１度限

りの人生を楽しく生きがいを持って、「あぁ

いい人生を送れたなぁ。」という風になれる

ような人生を送るための勉強」をしている。

いろんな勉強がありますが、私は１番基本となるのは、この４つの勉強だと思います。

この４つの勉強をしてしっかり学んでもらいたいなぁ。という風に思っています。その

ためには、みなさん方が一生懸命勉強していただくことはもちろんですけれども、私た

ち大人が、それからみなさま方の家庭とか、皆さんが住んでいる地域とか、みなさんが

勉強している学校とか、こういうところでみなさん方が一生懸命勉強できるような応援

をする。そういうことでなくてはいけない。という風に思っています。したがって私は、

子ども未来会議というものをつくって、みなさん方に作っていただいて、滝川市独自の

法律をつくる。それは、「子ども未来づくり条例」といった法律。そして、その法律を

作ってみなさん方にも一生懸命学んでいただき、そして、父親や地域の人たちが一緒に

なって、みなさん方が勉強する、学習する、そういう応援を一生懸命したいと思ってい

ます。今日みなさんに発表していただくのは、みなさん方が市民の一員として何を考え

ているのかということを、一生懸命聞いて、それを実現していく。という努力をしたい

ということからです。それでは、みなさんのお話を聞かせてください。本日はどうもあ

りがとうございます。 

 

 

３．教育長あいさつ： 滝川市教育委員会教育長 小田 真人 

 

  みなさんこんにちは。今日は子ども未来会議ということで、我々の議会の今日は集大

成ということで、みなさん方が普段考えていることを、「こんなまちになったらいいな

ぁ。」ということを市長さんと意見交換する場所がついにやってきました。みなさん方

は普段児童会などを通じて、自分の意見を主張するあるいは自分の考え方をしっかり持

つ、そしてそれに対して今度は相手の意見

をしっかり聞く。そしてどういう風な学校

がいいのか。どういう児童会がいいのか。

ということをこれまで学校でやってこられ

たという風に思います。今日はこういうみ

なさん方の役割あるいは責任を、市長さん

と対等な立場で意見を交換していただく場

である。という風に思います。 

ある人が言っていた言葉があります。滝

川なら滝川でいいのですが、「将来の滝川が

どんな滝川になるのかな。」というときに、

「今住んでいる子どもさんを見れば将来の

滝川がわかる。」というのです。知っている人というのは私の友達ではないのですが、

その人は「今いる子どもたちを、その社会がどのような風に扱っているのか。そんな子

 

 



どもたちが育った地域をみれば、その地域あるいは国の将来がわかる。」という風に言

っています。ですから、私たち大人がみなさんたちの未来をどう保障していけるのか、

というのが一番今の大人たちに求められている責任だという風に思います。そういう意

味で、子ども未来づくり条例というのは、滝川市がみなさん方をどう育てていけるのか、

育てる環境をつくっていけるのか、ということをはっきりと日本全国に対して言う条例

ということになりますから、今日の発表を子ども未来づくり条例づくりに活かしていた

だきたいと思います。みなさん方の夢を育む条例の中で、１つずつ実現していくという

ことになります。それで、みなさんが大きくなって滝川のまちを見たときに、みなさん

方が出した意見が、この条例となってどう活かされているのかということをしっかりと

見ていただきたいと思います。今日は本当に限られた時間ですけれど、ぜひよろしくお

願いします。 

 

 

４．アドバイザーより： 子ども部会アドバイザー 宮治 正夫 さん 

 

  今日はみなさんの意見を、このすばらしい滝川市の議場で市長さんを前にしてみなさ

んがお話できるなんて、こんな素敵なことはないと思います。私が小さかった頃は、と

ても想像できなかったことです。私自身も今日ここに初めて入ったのですが、みなさん

も恐らく初めてではないかと思います。ですか 

ら緊張しているかも知れませんが。第１回の

部会のすばらしい意見の発表がありました

よね。「こんなまちになったらいいなぁ」と

いう発表をしたのでしたね。ところがこのこ

とが１月くらいたった後に、私の千葉にいる

友達からメールが入り、滝川市をインターネ

ットで見たら、子ども未来会議というのがあ

ったので、何となく見てみたら、小学生の意

見がたくさん載っていた。私の名前も載って

いた。というメールが来ました。私も見てみ

たら、載っていました。というように皆さん

の意見が滝川だけではなく、道外の千葉の人

間が見ていたのですね。滝川から広がっていっているのです。そういうことから考えて

いくと、あなた方の発表することは、自信を持っていいということ。メールの中には、

こういうことを企画した滝川市も素晴らしいけれど、小学生としてこんな素晴らしい意

見を言う小学生が滝川にはいるのですね。感心しており、私も滝川を誇りに思ったので

すけど、今日は第３回目、「私はこうしたい。大人や市長さんも未来のためにこうして

欲しい。」という提案をしてもらいます。私はみなさんのすぐ横に座っていますので、

発表しているときや順番を待っているときに何か困ったことがあれば、いつでも声をか

けてください。では頑張ってください。 

 

 

５．市長との意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いじめのないまちづくり」 

 

 今、日本中で「いじめ」が大きな話題になっています。この滝川でもいじめをなくすた

めに色々な取組がされていますが、私は、滝川の友達みんながいじめの心配などしないで

明るく元気に生活できる滝川市になって欲しいと思うので、提案をします。 

 いじめをなくすために大切なことは、いじめを見ても見ないふりをしないことと、いや

なことや悩みがあったら誮かに話すことだと思います。 

 ですから、私たちは、友達がいじめられたり、いやがらせをされて困っている人がいた

ら、注意していきたいと思いますし、児童会などで学校全体に働きかけていきたいと思い

ます。また、悩んでいる人がいたら、誮にでも相談できるように声をかけていきたいと思

います。 

 大人の人たちも、子どもの相談を聞いて欲しいです。いじめられている人が悩んでいて 

も、なかなか言い出せない人もいるので、どんどん声をかけて相談にのって、アドバイス

して欲しいです。それと、公園や道路などでいじめている人を見たりしたら、注意して欲

しいです。特に、私たちが、いじめている人を見て、注意しようとしても、中学生や高校

生などの、年上の人とかだったら言いづらいので、そんな時は、私たちの代わりに注意し

て欲しいです。 

 市長さんには、いじめをなくすために市全体での取組を進めて欲しいです。今年、標語

やポスターを募集してくれましたが、町の中ではあまり見かけません。良いものは、目立

つところにたくさん貼って欲しいです。そうすれば、尐しずつでも大人の人も関心を持っ

てくれると思います。それから、学校には、今年スクールカウンセラーの先生がきて相談

にのってくれるようになりましたが、今は、週に 1 日だけなので、毎日いてくれると、い

つでも相談ができるので悩んでいる人にはいいのではないでしょうか。 

 



（市長からのコメント） 

 ・良い意見、ありがとうございました。 

 ・自分たちでできることは自分たちでやります。できないことは地域で、地域でできな

いことは例えば市役所やそういう行政でやる。滝川市でできないことは国全体でやる。

こういう考え方を持つことは非常に大切なこと。 

 ・この考え方を言い出したのは、日本では、これから習うかもしれないけれど、米沢藩

というところの上杉鷹山という人です。この考え方は素晴らしいと言ったのは、アメリ

カのケネディ大統領。 

 ・いじめ、大変悪いことですね。人を差別してはいけません。そのためには思いやりの

心を持っていなければならない。他人をあざ笑ったり、心を傷つけたり、そんな権利を

持っている人は一人もいません。 

 ・したがって、みなさん方がそういういじめをしている人を見たら、やっぱり「いけな

いよ。」ということを言う。そして、「どうしたら良いか。」ということを先ほど提案が

ありましたように、児童会など学校全体に働きかけていく。 

 ・私たちもみなさん達の悩みを聞いてあげる。そういうことはやっていますけれども、

もっと一生懸命やっていくようにやります。 

 ・それから、標語やポスターの募集、この仕事は教育長さんの仕事なんですけれども、

教育長さんもみなさん方からいただいたこういうものを、より市民のみなさんの目につ

くところに展示して、「いじめをなくすようにしよう。」という風に考えているところで

す。もう尐し待ってください。 

 ・スクールカウンセラー、週に１回です。確かに増やしたい。増やしたいのだけれど、

週に１回全部の学校に行ってくれるまちはほとんどありません。滝川市はいじめで、み

なさんが知っているように、いろんなことがあったので、他のまちの学校にはないよう

に、一週間に１回だけれど、全校に訪問するという制度をつくりました。本当は毎日い

てくれて、いつでも相談に乗ってくれるというのが一番良いと思う。良いことですが、

なかなかそれができません。 

 ・したがって相談したいことがあったら、すぐに先生に言ってください。そうすれば先

生は急いで対応することができます。尐しでもそういう風にしてみなさんが必要な時に、

みなさんの相談に乗ってくれる。そういう風な体制としていきたいというように思って

います。 

 ・それともう一つ、「なぜ、いじめる子っていじめるのか。」市長はこう思う。いじめっ

子が人をいじめるのは、いじめたということが、「いじめられた、助けて。」ということ

を言わないと思っているから。言わないと思っているから、いじめるのではないでしょ

うか。だから、「いじめられた。」ということをすぐに言う。そしたら、いじめっ子は、

「チクる」っていうのか、市長は良く分からないけど、こういうのは学級全体として、

「いじめられたらすぐに言いなさい。」ということを言うことが大切だと思う。そうす

れば、いじめっ子はだんだん尐なくなって、いじめはなくなる。 

 ・それともう一つ、アメリカのある学校で、３つの基本というのを、作っている学校が

ある。そういう学校は結構多いです。 

  ①ＮＯ：「いや、ダメ」とはっきり言う。 

  ②ＧＯ：逃げる。危ないと思ったら逃げる。アメリカは犯罪の多い国ですから、逃げ

るということ。 

  ③ＴＥＬ：「誮かに言う」「告げる」「相談する」 

この３つのことをアメリカでは多くの学校で、決まりの中にあるということです。あ

くまでも参考にしながら、やはり、いじめのない、良い大人にみんななってくださいね。 

 ・ですから、みなさんの学校生活の中で、「いじめのないような学校」をみんなで作る。

そうすると大人になってもいじめはなくなる。という社会をつくりましょう。 

 

 （教育長からコメント） 

 ・まず、標語やポスターを募集しましたが、これを全市的にやったのは滝川市で初めて

だと思います。多くの参加をしていただきまして、なかには空知管内で入賞した作品も

あります。 

 ・今、ご意見をいただいたとおり積極的にＰＲを行っていく必要があるという風に思い



ます。みなさん達、子どもたちの中だけで見るのではなくて、多くの大人たちに知って

もらう。あるいは、みなさん達が普段こういうことを考えている。こういう気持ちを持

っているんだということを大人たちに知ってもらう。という意味でも、今、ご意見をい

ただいたことをしっかりやっていきたいと思います。 

 ・それから相談をする体制ということで、去年からスクールカウンセラーがみなさん方

の学校を週１回まわっています。市内にある１１の小学校・中学校、全部の学校で週に

数回ずつスクールカウンセラーの先生がお邪魔しています。でも学校はスクールカウン

セラーの先生だけではなく、保健室の先生、もちろん担任の先生もいます。みなさん方

の周りにいろんな大人たちがいるんだということを、ぜひ忘れないでいてほしいなと思

いますし、学校の中だけではなくて、みなさん方が登下校するときには、町内会の方々

がみなさんを見守ってくれたり、あるいは交通安全指導員の方が、街頭に立ってみなさ

ん方の交通安全指導をしてくれたり、実際にみなさん方の周りに大人たちがいるんだと

いうことを忘れないでほしいなと思います。 

 ・特に第一小学校は、学校内で「一の坂市場」というＰＴＡ主催の行事の中で、学校独

自で標語を募集している。すごいなと思ったのは、保護者の方にも標語の募集をして、

一の坂市場の時に表彰をしている。私も「第一小学校はすごい取り組みをしているんだ

な。」と非常に感心をしました。ぜひそういう発想をいっぱいいっぱい他の学校にもＰ

Ｒしながら、全部の学校が自分たちの校内の取り組みに限らず、いろいろなところで

様々な取組をしていることをＰＲしていきたいと思っています。 

 

 

「市民が気分よく暮らせる滝川市」・「他の地域の役にも立てる滝川市」 

 

 私は、『市民が気分よく暮らせる滝川市』『他の地域の役にも立てる滝川市』にするため

に、次のようなことを考えました。 

まずは、『市民が気分よく暮らせる滝川市』にするための活動について発表したいと思いま

す。 

市民が気分よく暮らすためには、初めに、落ちているゴミの数を削減させることから始

めるべきだと思います。そのために、ゴミのポイ捨てをしないように呼びかけたら良いと

思います。私たち子供は、ポスターで呼びかけるために、ポスター作りを行ったら良いと

思います。ポスターを色々な所にはることによって、「ゴミをポイ捨てするという軽い行為

のつもりが、こんなに滝川を汚しているんだな」と気付いてくれるのではないかと思いま

す。大人の方は、町内での、ゴミ拾いの回数を増やすように、計画を立ててもらえたら良

いと思います。ゴミ拾いを定期的に行うことによって、ゴミが落ちていたとしてもきれい

になり、とても気持ちよく過ごせます。市長さんには、滝川の広報などで、ゴミの数を削

減させるために活動しているということを知らせてほしいです。そうすると、ポイ捨てを

しないように心がけてくれると思ったからです。このような活動をくり返し行うことによ

って、市民が気分よく暮らせると思います。 

次に『他の地域の役に立てる滝川市』にするための発表をします。私は、リングプル回

収の活動を行ったら良いと思います。リングプルを約 500kg 集めると車椅子と交換する

ことができます。それを、車椅子を必要としている地域へ送ったら良いと思います。その

ために子供はリングプルを回収するための箱を作ったら良いと思います。箱をたくさん作

り、色々な場所に設置すると、たくさんのリングプルが集まると考えられます。大人の方

には、箱を設置する場所を決め、お店だったら、そのお店に許可を得るというような活動

をしてもらいたいです。例えば、自動はん売機の隣りに設置すると、たくさんのリングプ

ルが集まりやすいと思います。飲み物を買ったときに、かんのふたのゴミになってしまう

部分でも、自動はん売機の横に箱があれば、ゴミにならなくてすむし、リングプルを入れ

やすいと思います。市長さんには、具体的に、車椅子をどこへ送るのかなどという細かい

部分を決めていただきたいです。このような他の地域のためになる活動をすることによっ

て、滝川市の好感度も上がるし、滝川市民が協力してできた車椅子が役立ててもらえるの

で、とても良いと思います。これらが私が望んでいる滝川市です。発表を終わります。 

 

（市長からのコメント） 



 ・どうもありがとうございました。 

 ・実は、本当の議会でも今までどちらかというと、市長に対する質問をたくさん出す。

そういう議員さんが多かった。「あれはどうなっている。これはどうなっている。市長、

どうする考え方だ。」だけど最近は変わってきました。「私はこう考えるのだけれど、市

長はどう考えるのか。」こういう風になりました。議員さんが提案をする。その提案に

対して、市長はどのように考えるのか。という風に市長の考え方を求める。こういう風

に議会が尐しずつ変わってきました。非常に良いことです。今の提案もそういう風で、

良い提案でした。 

 ・ゴミのポイ捨てをしない。なぜ本当にポイ捨てするのでしょうね。みなさんはポイ捨

てしない。だけどポイ捨てする人がいる。無くしたいですね。これは委員が発言したよ

うに、尐しずつ大人の人を含め、あるいは子どもを含めてポイ捨ては良くない。という

ことをみんなに知ってもらうことが重要だと思います。 

 ・その際には、ポスターを作ったり、いろんな方法でポイ捨てをしないように市民のみ

なさま方に呼びかけていく。 

 ・ゴミ拾いは、結構ね、町内方たちが行っているのですね。ただ、もっと増やしたいと

思っています。これは町内の人とか、みなさん方に呼びかけていって、ゴミ拾いの回数

を増やしていきたいと思っています。 

 ・まちの中は結構きれいなんですね。みんな気を付けている。よくいるでしょ。朝早く

行ったら、ビニル袋を持って空き缶だとかゴミをを拾ってくださっているお父さん、お

母さん、おじいちゃん、おばあちゃんを見かけると思います。だから、まちの中は結構

きれいなところが多い。 

 ・ただ、公園だとかはゴミが落ちていたりする。そういう時はお父さんたちに言ってく

ださい。お父さんお母さんから、町内会長や市役所に言ってもらう。そういう風にして、

みんなでやる。自分ですることは自分でして、できないことは他の人に伝えていただく。

そういうことをお願いしたいと思います。 

 ・尐しまちを離れて郊外へ行くと、実は本当に汚いんだ。特に車がほとんど走らない道

路ね。これは、空き缶が多く落ちているんだ。そこで今年そういうところを一生懸命市

民のみなさん方と一緒に、年に何回もはできないからね、滝川は広いから、だからそう

いう郊外も一緒にゴミを拾ってきれいにするような運動。今年は北海道でサミットとい

うのがあって、世界先進国の首脳が集まる。したがって、北海道をきれいにしようとい

う運動があちこちで起こっている。そういう運動もあるし、それだけではなくて、もう

尐し郊外部をきれいにしようという風に思っています。 

 ・それから、ゴミの量を尐なくしてはどうかということですが、尐なくする方法につい

ては後で、いろいろな質問がありますので、その時お答えしますけど、いろいろな方法

がある。「どんな方法が良いかということを皆さんも考えていただいて、提案してほし

いなぁ。」と思います。 

 ・ゴミを出す量、日本は多い国だと思う？尐ない国だと思う？１人当たり１年間にゴミ

の出す量、きっと多い国だと思う人手をあげて。ほとんどがゴミを出す量が多い国だと

思っている。実は１番尐ない国はフィンランドです。家庭だけではなく、日本のように

工業が発展している国は、工場がたくさんあるからゴミを出す量も多いのだけれど、家

庭で出すゴミが一番尐ない国はフィンランド。１年間に１人当たり１９０ｋｇです。日

本はどうかというと、先進国では低い国なんです。１年間に１人当たり２７０ｋｇです。

１番低い国フィンランドの１．４倍のゴミを出す計算です。ところでアメリカはどうか

と思いますか？何倍だと思う？日本の２．８倍。１年間に１人当たり７６０ｋｇです。 

 ・だけれども、ゴミというのは出来るだけ減らさなくてはいけないと思います。そのた

めにいろいろなことを考えましょう。 

 

 ・それからリングプルの質問です。良いことですね。この取り組みはもっと進めば良い 

なぁと思います。 

 ・だけどちょっと考えましょう。なぜリングプルを集めようと言ったのでしょうか。リ

ングプルは今、開ければこのように缶についていて、とれません。 

 ・実はこのリングプルというのは、昔はとれたのです。とれたから、みんなすぐ捨てた。

捨てたらどういうことになるか、これを鳥が食べたのです。そしておかしくなった。死



ぬ鳥もでてきた。あるいは、海辺辺りにこういうものを捨てると、海水浴に行って足を

切ってしまうということがあった。 

・だから、これを集めようではないかとい

う運動をした。そして集めるようにした。

みんな協力して集まるようになった。だけ

れどもこれ、もったいないよね。資源です

から。これを集めるようにして、例えば車

椅子に変えて寄付をするようにしましょ

う。といった運動の１つとして行われるよ

うになった。それが今定着するようになっ

た。これは良いことです。 

・だけど、リングプルの缶も同じなんです。

缶のままの方が高いかもしれない。リング

プルと一緒に缶を集めて、どこかで車椅子

に変えた方が、ひょっとしたらもっと多くの車椅子と交換することができるかもしれな

い。 

・みなさんはどう考えるか。今までどおりリングプルで車椅子と交換するのか。みんな

どう思っているから、一生懸命リングプルを集めて車椅子と交換しようといった計画を

立てて、みんなで一生懸命やろうかというのは非常に立派なことです。 

・ですが、リングプルのついている缶を集めて車椅子を作ることがもっと効率的かもし

れない。どちらを選ぶと良いのだろう。市長さんは迷います。みなさん方にいろいろと

相談してみたい。 

・こういう風に世の中は変わっていきます。変わっていったときに、どういう風に変わ

るべきか。あるいは、変えないべきか。こういうことを考えていただかなくてはなりま

せん。 

・良い提案がありました。リングプルというものを題材にして、時代が変わっていく時

に、どういう風に考え方を変えていかなくてはならないのか。あるいは変える必要がな

いのか。そういうことを考えていきませんか。学校でみなさんと一緒に勉強してみる。

私も市役所職員のみなさん方と一緒に勉強してみます。どうもありがとう。 

 

 

「落書きのないまち」「交通事敀のないまち」「空気のきれいなまち」 

 

市長に提案します。 

落書きの無い町にするために、ぼくたちは落書きをしている人がいたら注意します。大 

人の人たちは年に何回か、落書き消しをしてはいかがでしょうか。市長は、落書き消しの

道具などを提供すればよいのではないでしょうか。 

次に、交通事敀の無い町にするために、ぼくたちは、交通安全のポスターを書きます。

大人の人は、いつも安全運転をし、11 月くらいから冬タイヤに変えればよいのではない

でしょうか。市長は、道路などに、交通安全の看板を作ればよいのではないでしょうか。 

次に空気のきれいな町にするために、ぼくたちは下の学年に草をとらないように呼びか

けます。大人の人は年に何回か、木や芝を植えるのはいかがでしょう。市長は、木や芝な

どを提供すればよいのではないでしょうか。 

 

（市長からのコメント） 

 ・ゴミの落ちていない地域、落書きのない地域、きれいな地域がいいね。落書きはしな

いで欲しいし、もし落書きがしてあったら、すぐ消すようにしたいね。みなさんも落書

きをしている人を見たら、提案にあったように注意してあげてください。 

 ・いけないことをしているお友達に「いけないよ。」と言ってあげるのは、優しい心で

す。相手が喜んでいるときに一緒に喜んであげる、これも優しい心です。相手が悫しん

でいるときに、一緒に悫しんであげられる、これも優しい心。相手が痛がっているとき

に、「あぁ痛いだろうな。」と思ってあげられる心、これも優しい心。 

 ・だから今、皆さんからあったように落書きをしている。いけないことをしている。悪

 



いことをしている。そういうお友達に、「いけないよ。」と言ってあげるのと同時に、優

しい心を持っている。 

 ・大人の人たちはね、年に何回か落書きを消しているんだ。例えば文化センターのとこ

ろにある地下歩道に誮か落書きをした。駅前の地下歩道に誮かが落書きをした。東小学

校の近くの鉄道の線路を渡る橋脚のところに落書きをした。それで、これはひどいよな

ぁというところは、高校生とか地域の人たちとかが、そういう人たちに協力してもらっ

て、落書きけしをしています。 

 ・だから、みんな気になるところがあれば教えてください。市長でも学校に言ってもら

っても結構です。そして、みんなで協力して落書きを消すようにしましょう。 

 ・ただ、お願いがあります。消すときには、消す道具が必要です。「こういう道具があ

れば消せるかな。」という。必要最小限自分が用意できるものは、準備をしてきて欲し

いなぁ。みなさんが準備ができないものは、町内会で準備をしていただいたり、市役所

が準備をいたします。そしてみんなで落書きけしをしてきれいなまちにしましょう。 

 

 ・それから、交通安全の旗については、交通安全は標語を募集したり、ポスターを作っ

たりということをしていますけど、もっと一生懸命に。みんなが気をつけるようになっ

て交通事敀で亡くなる人がかつての３分の１になった。昔は年間１８，０００人以上交

通事敀によって日本で亡くなっていました。去年は６，０００人未満になりました。み

んな気をつけているんだ。だけど、６，０００人近くも亡くなるんだよ。こういうこと

はあってはいけない。 

 ・だから、交通事敀で亡くなったり、怪我をしたりすることのないように、みんなどう

したら良いか、一生懸命力を合わせましょう。 

 ・交通安全の旗。交通指導員のおじさんたちが朝早く立ってくれていますね。あのおじ

さん方はお金払っているわけではないのです。ボランティアです。みんなで力を合わせ

てね、事敀のないようにしましょう。 

 ・そのために看板を作ったり、それから、第一小学校のお友達が人の波運動ってやって

いるでしょ。だからもし、みなさんが協力できることがあったら、一緒に交通安全を訴

えようではありませんか。市長も一生懸命、市民のみなさん方に協力してもらって、力

を入れて交通安全運動をしていきます。必要なところには看板をつくっていきます。 

 

 ・空気のきれいなまち。ちょっと委員に質問なんだけど、草をとらないようにするって

どういうこと？ 

 

 （委員） 

  草をとると、空気中の二酸化炭素を草がとってくれているので、そのため、草をとら

ないようにしたい。 

 

 ・確かに草はそうなんだけどね、邪魔になる草、邪魔にならない草がある。邪魔になる

草は取ったほうが良いと思わない？ 

 ・例えば道路に木が植えてあるよね。木の周りは植樹桝って言うんだけどね、あそこに

雑草が生えているのと、花が植えてあるのってどちらが良いのだろう。あのような所は、

やっぱり雑草を取ってみんなで雑草の代わりに花を植えたら、みんなきれいだなって思

うはずだよね。 

 ・例えば木が生えていない、草が生えていないところでは、木を植えたり草を植えたり、

そういうことの方が良いでしょうね。そうして空気中の二酸化炭素を吸収して、草木も

酸素を出して。 

 ・そのように、雑草がなく気や花が植えてあった方が良い場所や、逆に雑草が生えてい

た方が自然なところもあり、そういうところを区別して草を植えたり、木を植えたり、

花を植えたり。そういうことが市長は必要なのではないかなと思うのですけど、委員は

どう考えるでしょうか。 

 ・それから、木や芝を提供してということには本当に賛成です。今、実はいろんなとこ

ろでやっているんです。木の苗を提供して、丸加高原で植樹をやって森を作ろう。他に

も大通り商店街というところで、国だとか市役所だとかが苗を提供して、そして、みん



なで植えてもらっている。こういうことをやっているのですが、もう尐し広がればいい

なぁ。そうすれば美しいまちになるのではないかな。 

 ・そのときにみんなや町内会や商店街の人たちに協力をしてもらいたい。そういう風に

して大人の人たちも一緒になって木を植えたり、花を植えたり、ちょっとした芝を植え

たり、そういう風になればいいなぁと市長も思います。 

 ・良い考え方を今日は教えてもらいました。どうもありがとう。 

 ・コスモスの栽培は簡単なのです。市の花です。そういう取り組みもありますね。 

 

 

「高齢者や障がい者にやさしい福祉のまち」・「緑の多いまち」・「環境にやさしいまち」 

 

市長さんに提案します。 

はじめに、「高齢者や障がい者にやさしい福祉の街」にするためにです。 

 滝川市では様々なことが行われていると聞きます。しかし、学校の勉強で見学してきた

中では、段差が多かったり、点字ブロックが尐なかったり、スロープが尐なかったり、ま

た、あっても急で、ただ付けられているだけになっているところがあります。街の建物の

中でも、車いすの人も、歩行者の人も通れるような広い通路はあまり見かけません。この

ような現状があるので、私たち子どもは、高齢者や障害を持った方を見たら、まず、声を

かけ、手伝えることを考え、荷物を持ったり、車いすを押してあげたりします。大人の方

達は、家庭や職場でリングプルを集めてもらえないでしょうか。私たちが町内を回り、た

くさん集まったら車いすと交換しますので、協力していただけないでしょうか。市長さん、 

みんなが使う公共施設に今以上、スロープや点字ブロックを設置していただけないでしょ

うか。また、さっき田中さんとの意見交流の中であった、空き缶についてのことで、私は

賛成で、これを実行するには分別することが大切なので、ゴミをもっと分別してもらえる

ためには、「分別するとこんな良いことがあるよ。」と市民に呼びかけていくことが必要な

のでそういう呼びかけもしていただけるとうれしいです。そうすると、滝川が「高齢者や

障がい者にやさしい福祉の街になると思います。 

次に、「緑の多い街」にするために、現在は、きれいに花を植えている所がたくさんあり

ます。しかし、札幌などの都会でも大通公園などがあり緑が多い感じがします。ですから、

滝川もみんなの意欲があれば緑の多いきれいな街にすることが出来ると思います。そこで、

私たち子どもは、花を植える行事があるときは、積極的に参加します。また学校や家でも

花を植えるようにします。大人の方達は私たち子どもが参加できる行事を開いてはいただ

けないでしょうか。そして、その行事の力仕事を手伝っていただけないでしょうか。また、

花壇などを作ってはいただけないでしょうか。市長さんは、市の取り組みになるようにポ

スターを作ったり、植樹費の補助をしていただけないでしょうか。そうやって市全体で取

り組み、住宅地、商店街、公園などに緑が広がると、市民の気持ちが明るくなり、すてき

な街になると思います。 

最後に、「環境に優しい街」にするためにです。現在は、テレビ番組やニュースでよく特

集をやっていますが、私たちの未来の地球についての意識が低いと思います。もう地球に

は二酸化炭素が増えていたり、温暖化などで地球が壊れてきていたり、変化が起こってい

ます。私たちの住む日本でも、美しい四季が壊れてきています。そこで、私たち子どもは、

電気や水道をこまめに止める、消すなど、自分に出来る生活の中のちょっとしたエコロジ

ーに努めます。ちょっとしたエコロジーでもみんなでやれば大きく変わると思います。大

人の人たちは、健康のためにも出来るだけ車を使わずに歩いてはいただけないでしょうか。

するとガソリン代の節約にもなると思います。市長さんは、子どもも大人も、普段の生活

の中で意識していくことで出来ることはたくさんあると思うので、「滝川エコ計画１０ヶ

条」などとして市全体で取り組めるよう、呼びかけていただけないでしょうか。 

 

（市長からのコメント） 

 ・大変勉強していますね。社会にいて問題があれば、それを提案していく。そういうこ

とは非常に大切なことだと思いますね、これまでのみなさんもそうでしたけれど。「実は

私はこう思っています。」みなさん方は子どもで、今大人になるための勉強をしています。

子どもには子どもの意見を発表して、その意見を実行していくための権利があるという



風に私は思っています。世の中にはいろいろなことを考える人がいますけどね。私は子

どもだからといって、こういうのを「意見表明権」といって、子どもたちの意見を表明

して、実行してあげるのを応援してあげる。私たちは逆にそういう義務を負っている。 

・実はこの「意見表明権」の中には、ちょっと難しいけれどね、２つあるのです。 

・１つは「学習する権利」。みなさん方が意見を言って、それを行動に起こす。それを学

習させてくださいという権利がみなさん方にはある。私たちは学習してもらう権利があ

る。必要な学習をする。例えば、点字ブロックが尐なかったり、あるいは花壇をつくる

といったことであったり。そういうことに対する学習をしてもらう。そういう権利がみ

なさんにはある。 

・もう１つは、「参加する権利」がある。勉強しておしまいではなく、勉強した後、みな

さん方が自主的に行動を開始していく。行動を開始していってまちづくりに参加してい

く。こういう「参加権」っていう権利がある。 

・私はそういうみなさん方が勉強して、勉強した結果、実際に行動に移していくそうい

うことをきちんとしていきたいから、だから子ども未来づくり条例という法律をつくっ

て、そのことをみなさん方の権利として保障していく。そして私たちはそういうみなさ

ん方の権利をきちんと果たせるよう、大人たちは義務を果たしていく。そういう風にし

たいと思っています。 

 

・障がい者って特殊な人かな？特殊な人だと思う人？特殊な人でないと思う人？市長は

ね、障がいを持っている人って特殊ではないと思っています。なぜ特殊ではないと思っ

ているか、人間は死ぬまでに必ず障がい者になる。障がいの期間が長いか短いかだけの

違い。みなさんも死ぬまでの間に必ず障がい者になるんだよ。仮にあるとき事敀にあい

ました。救急車に乗っている間、息をしている間、障がい者だよ。仮にお年寄りになっ

て、一年間とか寝たきりの生活をした。障がい者ですね。人間って死ぬまでの間、必ず、

例外なく、１００％障がい者になる。 

・だから自分が障がい者になったときのことを考えて、障がい者のためにやさしいまち

づくりっていうのは、みんなのために、１００人いたら１００人のために、実はやさし

いまちづくりなのです。 

・だから、そういうまちをつくっていきたいなぁと市長も思っています。 

・しかし、問題のあるところが多すぎるよね。みんなエレベーターがあれば良いのだけ

れど、やっぱり階段を上がらなければならない。スロープだけれど、車椅子でなかなか

上がれない急なスロープがある。なかなか一気に解決できません。ですから、尐しずつ、

できるだけ早く、問題のあるところは早く問題のないようにしたいという風に思います。 

・しかし、さっき話がありましたように、お年寄りが重い荷物を持って階段を上がって

いるところを見たら、みんなで手助けをしてあげましょう。というように手助けしなが

ら、問題のあるところは解決をしていく。そういう方法もできる。でも、それでは抜本

解決になりませんから、抜本的な解決も同時にしていく必要があると考えています。 

・ですから、今、話のありました声をかけたり、手伝えるところは手伝ってあげたり、

そういう協力もぜひしていただきたいと思います。 

・公共施設を自動ドアにしたりですね、できるだけ段差のないような建物にしたり、点

字ブロックをつくったり、そういう風にやれるところは、これまでもやってきましたし、

例えば、来年の予算で議会にも提案していますけど、オストメイトってみんな知ってい

るかな。排泄をすることがなかなかできない、そういう人たちの、病気を持って手術を

した人のための袋をつけていて、なかなか丌便ですよね。その方専用のトイレっていう

のをつくったり、そういうのをオストメイトトイレって言いますが、一気にそういうの

をつくることをしたり、あるいは、公営住宅では、高齢者や障がい者向けの公営住宅を

つくっていったり、日常生活で、障がいを持つ方のものを提供したり、そういうことを

やっていますけど、できるだけ障がいを持つ方々が、支障なく生活できるように、施設

の改善をする。手伝えるところは手伝える。そういうやさしい滝川をつくっていきたい

と思っています。 

 

・花を植えることですね。みなさん外国の写真をみたことがあるよね。外国ってきれい

だね。花が植えてあって、そして家のベランダにもたくさんの花が植えてある。だから



道路に花を植えるというのは、みんなにも手伝ってもらいたいと思うのだけれど、家に

も花を植える。家もきれいにする。道路もきれいにする。学校の花壇もみんな力を合わ

せてきれいにする。公園にも花を植える。良いことですね。 

・でも、こういう花を植える機会っていうのは、多くつくっていく必要があると思って

います。市もあまり予算多くないのですが、花の苗を提供しているんだ。道路に植える

とか公園に植えるとか。だから学校で、もし花壇を作りたいというときは、大変なとこ

ろを大人の人たち手伝ってという話は、先生に相談してみてください。教育長さんがい

ろいろ考えてくれると思います。みんなで頑張りましょうね。 

 

・地球は汚れてきている。自分たちの時代には大丈夫かもしれませんが、みなさん方の

子どもの時代、あるいは孫の時代、本当に大丈夫だろうか。市長も心配です。ですから

できるだけ地球を汚さない。そういうことをする必要があると思います。 

・電気をこまめに消す。良いことですね。水を流しながら、手や顔を洗ったりしない。

できるだけ水は大切に使う。だって、水が自由に使えるという子どもたちは、世界の中

でも尐ないんだよ。ほとんどの子どもたちは、飲み水でさえ自由に使えないのです。そ

ういう子どもたちがたくさんいる。したがって水は大切に使おう。そういう気持ちは、

大変重要なことだと思います。 

・車をできるだけ大人は使わないようにしたほうが良いかもしれないね。そうしたら、

環境のためにも良い。実は、北海道と東北３県、青森、秋田、岩手とか。こういうとこ

ろは車に乗る人が多いのです。車に乗る人が多いところは、メタボリックってみんな知

ってる？太っていてちょっと健康でない人が多くなっている。このメタボの人が多いと

ころと、車を使うことが多い地域と一緒なんだよ。 

・だからここに書いてある、歩くということ、健康にいいこと。車に乗るっていうこと

は歩かなくなることだから、健康に悪いこと。だけど北海道は広いじゃない。東京って

メタボの人尐ないけど、東京の人は歩く、車に乗らない。だけど北海道は広いから、病

院にいくのにも買い物に行くのにも、車にどうしても乗らなくてはいけない。そういう

ことも実はあるのです。仕方がない。 

・だけど近くに行くときは、ぜひ歩いて欲しいと思います。お父さんお母さんにも言っ

てください。近くは歩いていこうよ。 

・そういうことを市長さんもいろんな機会に話したいと思う。歩けるところは歩きまし

ょう。それは環境のためにも良いし、身体のためにも良いことなのだ。ということをみ

んなでＰＲしようではありませんか。 

・「環境のための滝川エコ計画１０か条」、良いことだね。１０項目かどうかちょっとわ

からないけどね、これ市長さんもみんなと一緒になって、真剣に考えて、環境のために

良いこと１０やりましょう。ちょっと選んで、そして市民のみなさん方に訴えたいと思

う。１０って何かということを、みんなで一緒に考えてくれないかな。お願いします。 

 

（委員） 

 ・市長が今お話されたことを、みんな市民は知らないところがあると思うので、そうい

うところを市民に呼びかけて、「実はこういうことをしているんだ」ということや、大変

だったりすることをお話しされると、もっと良くなると思います。 

 

 

「犯罪のないまち」・「冬の交通事敀のないまち」 

 

市長さんに提案します。 

 現在、滝川市ではあまり大きな犯罪が起きていませんが、毎日のように、「丌審者が出て

いるので気をつけなさい。」と、担任の先生から言われています。三小の校区でも夏頃に丌

審者が出て、大変怖い思いをしました。自分の命は自分で守ることは当然なので、そのよ

うな人を見かけた場合はすぐに近くの人に知らせたり、その場を逃げたりしますが、大人

の方達もぼくたち子どもを守る活動をしていただけないでしょうか。そこで、市長さんに

お願いです。時間のある大人の方が、出来るだけ放誯後に街をパトロールする活動を広げ

ていただけないでしょうか。そうすると、毎日安心して学校や公園などで遊ぶことが出来、



活気あるまちづくりになると思います。 

 次に、今、冬になり、通学路がとても危険で困っています。学校近くの道は歩道が除雪

されているのでいいのですが、尐し学校を離れたところでは、両側とも歩道が除雪されて

いないところがあります。車も十分気をつけて走ってくれるのですが、やはりとても危険

です。また、道路の雪山を見ると、危ないと思いつつも登って遊んでしまいます。僕たち

は、雪山では遊ばないように十分知っているつもりですが、やっぱり遊んでしまいます。

そこで、大人の方には雪山をあまり作らないようにしてほしいと思います。僕たちも十分

気をつけていきますが、ぜひお願いします。市長さんは、冬道の除雪対策をぜひお願いし

ます。安全に登下校するためにも、そして、交通事敀を防ぐためにも大事なことと思いま

す。雪山が無くなると、とてもきれいな街並みになるし、みんなが街に出やすくなると思

います。滝川駅前に再び活気を取り戻すためにもよろしくお願いします。 

 

（市長からのコメント） 

 ・ありがとうございました。 

 ・なんでおかしな大人がでてくるのかなぁ。みんな、そんな大人にならないようにしま

しょう。 

 ・なぜ、子どもたちに心配をかけるような大人になるのでしょうか。今、「みんなで守

ろう子どもたち」っていう、こういうの見たことないかな。タクシーとかに貼ってある。

それとか、もう一つ市役所の車なんかに貼っているんだ「安全・安心なまち 育てよう

ふれあいの心 防犯パトロール中」 

 ・タクシーや企業の車にこういうのを貼って、 

子どもたちがいじめられてないかな。おかし

な大人、丌審者がいないかな。そして、悪い

ことしていないかな。ということで目を光ら

せましょう。そして変な人がいたら、警察に

通報したりしましょう。こういうことをして

います。 

 ・みんなでそういう人を無くす。みんなで力

を合わせてやらなくてはいけない。 

 ・日本は安全な国なのかな。安全な国なので

す。だけど先進国の中で、犯罪の増加率は１

番多い国なのです。犯罪は尐ないけど、多く

なっている、他の国と比べると。 

 ・通学路をしっかりと、警察ともしっかりと、こういうことも必要だし、大人の人たち

がしっかりと子どもたちが危険のないように見守ろうと、そういうことが必要だと思い

ます。 

 ・したがって、市長は今、何をやっているのかというと、このようなこと以外に地域の

町内会の人たちに、自主防犯組織をつくってください。とお願いしています。地域の人

たちが実際に見回って、このような自主的な防犯組織をつくってください。そして、丌

審者がいる場合は、すぐ連絡をください。そういうことを地域の人たちに呼びかけてい

ます。できるだけ多くの町内会がこの自主防犯組織をつくって、そしてみなさんの登校

下校時の安全パトロールをしたり、みんなが外で遊んでいるときに、「気をつけなさい

よ。」という風に声をかけてくれたり、それから新聞配達の人たちに、「良く見ていてく

ださいね。」「危ないところで遊んでいないか。」「変な人がいないか。」そういうことも

実はお願いをしています。 

 ・それとＰＴＡの方々、お父さんお母さん達にも通学後の安全指導をしてください。そ

ういうことをお願いしたりしています。 

 ・しかし、ここまでやったからいいということはありませんから、できるだけみんなで

力を入れてやっていきたいなぁ。という風に思っています。 

 

 ・雪山について。道路に雪がなくなったらいいよね。だけど大変なんだ。市長さんも困

っています。雪がたくさん降ると困っているのです。 

 ・滝川で降る雪をずっと足していくと、８メートルくらいになるんだ。積もる雪は１メ

 



ートルくらい。実はね、こんなに雪降るところって、世界の中で尐ないんだ。例えば日

本海側で、本州の日本海側でね、ひどい雪が多いけれど寒くないよね。こんなに雪が降

って寒いところに人はあまり住まないんだ。世界中の中で。 

 ・だから、８メートルも雪が降って、寒いところで、人がたくさん住んでいるっていう

ところは、アルプスの一部とかすごく限られている。マイナス３０度になる寒いところ

は、雪がそんなに降らない。人が住んでいるところは。だから大変なんです。日本人っ

てすごいね。こんなところにも人が住めるんだもの。 

 ・それだけ工夫して住んでいるってことなんだけど。逆に大変なんです。お金を相当使

っているんです。どれくらい使っていると思う？１年間に５億円使っている。除雪をし

たり、まちの中は雪を捨てたり。バス通りは、雪を捨てなかったらバスが通れなくなる

しね。それから通学路の歩道なんかは、今から三十年前は開けていなかったのです。し

たがって、みんな車を通るところをみんな歩いていたのですけど、最近はそんなことで

は危ないからって、通学路の歩道は開けられるところは、開けられるようにしています

ね。そのお金に５億円ちょっとかかっている。これ以上ちょっと残念ながら増やせない。 

 ・だから一番危ないところから、交差点の排雪をしたり、できるだけお金を減らさない

でいきたいという風に考えています。その中に工夫をして、危なくないようにしたいと

思っています。 

 ・ただね、雪山で遊ばないようにしてもらえないかなぁ。飛び降りて、そこに車が走っ

てきたら危ないからね。そのかわり、「雪山を作ってほしい、そこで遊びます。」という

ことであれば、提案してくれないかな。どんな雪山をつくったらいいかな。みなさん方

は本当にそこで遊んでくれるかな。道路の雪山で遊ばないと約束してくれるなら、市長

さんはどこかに雪山をつくります。どんなことをしたら良いか、それをみなさん方が考

えて、アイディアをくれないかな。お願いします。 

 ・まちの中で、流雪溝っていうのがあります。雪をトラックに積んで、運んでいって、

捨てるということだけではなくて、みんなで雪を流しましょう。というのが国道１２号

線とかベルロードとかにあります。ああいう風にして、道路から雪をなくしましょうと

いうところも数尐ないですね。数尐ないですけれど、あります。数尐ないまちの１つが

滝川なのですが、このようにいろいろ工夫しています。 

 ・だから、みんなからも良いアイディアがあったらほしいな。良いアイディアであれば、

いろいろみんなと相談してやります。どうもありがとう。 

 

 

「事敀のないまち」 

 

市長さんに提案します。 

 「事敀のないまちにするために」私たちは登下校、習い事などから帰る時に事敀にあわ

ないように、注意して行動します。 

 大人の人たちは、飲酒運転など、丌注意な運転はせずに、慎重に運転するようにすれば

いいのではないでしょうか。 

 市長さんは、街灯や交通安全の旗などを、もっと設置してはいかがでしょうか。それと、

冬は道幅が雪でせまくなりがちなので、除雪した雪を道路のわきではなく、別の場所に移

してもらえればよいのではないでしょうか。 

 

（市長からのコメント） 

 ・どうもありがとう。 

 ・なんで大人の人は、お酒を飲んで運転するのかなぁ。交通違反をするのかなぁ。わか

らないよね。悪いことをしたら罰せられる。だけど罰しても悪いことをする人がいるな

ぁ。こんな大人にならないでほしいなぁ。 

 ・市長さん、昔ね、シンガポールに行ったことがあるんだ。シンガポールではゴミを捨

てたら罰金取られるんだ。道路につば吐いたら罰金取られるんだ。だから、シンガポー

ルがどれだけきれいかなって思って行ってみたらね、汚いのさ。ゴミだらけさ。 

 ・だからね、罰金取ったらみんなやらないかといえば、やめる人もいるかも知れないけ

ど、直らない人もいるんだよ。なぜなんだろうね。確かに犯罪だといって取り締まった



ら、悪いことをする人って尐なくなるよね。だけどいなくならない。 

・これはやはり、みんなが悪いことをしてはいけない。お酒を飲んで車を運転すること

は悪いことだ。悪いことはしないでおこう。という風にみんなが思わないとだめだよね。

「お酒を飲んで運転しても、捕まらなければ悪いことではないんだ。」という風にみんな

思っているのではないかな、お酒を飲んで運転する人は。「スピード違反しても、見つか

らなければ違反ではないんだ。」って思っているんじゃないかな。みんなどう思う？見つ

からなかったら悪いことをしても良いのかな。違うよね。悪いことは悪いことだよね。

いけないことですね。 

・だから市長さんもいけないことはいけないことだと。みつからないからいいんだとい

うことではなく、いけないことはいけないことなんだということを、市民のみなさん方

に一生懸命伝えようと思っている。 

・したがって、みなさん方も絶対そんな大人にならないようになって欲しいな。飲酒運

転をする人は、本当に尐ないと思うんだ。だけどさ、車の中から空き缶をポイと捨てる

人とか、結構いるんだよ。いけないことはいけないということを、お友達だけではなく

て、みんなに注意してあげられる、そんな社会にしていきたいと思っています。 

 

・街灯、交通安全の旗について。もっと充実したいね。でも街灯って滝川市は多いまち

なんだ。決して尐なくない。 

・それで多い理由がある。実は街灯をつけるときに、８割は市民のみなさんが払ってい

ただいている税金から補助金を出している。そして街灯をつけてもらっている。それか

ら電気代の８割を市民の皆さんから払っていただいている税金の中から、補助金を出し

て、そして電気をつけてもらっている。こんなまちって、ほとんど道内にないんだ。い

くつかしかない。 

・したがって街灯は多い。だからこれ以上どんどん増やすことはできないけど、新しい

まちとかができていったら、そういうところはちゃんと街灯をつけるようにします。 

・それから交通安全の旗だけど、町内会のおじさんたちが、一生懸命旗立てたりしてく

れている。だからこういう旗を町内会のみなさん方に、「このぼろい旗を取り換えて。」

「できれば新しい旗を立てて。」ということには、これからもちゃんとやっていきますけ

ど、特にここ尐ないなぁという風に思うところがあったら、教えてくれないかな。お願

いします。町内会の人と一緒になって、ここ増やそうよという風に努力します。 

 

・除雪もしたいし、この雪を他の場所に持っていきたいね。市長さんもそう思います。 

・例えば、さっき言ったすごく寒い外国で、あまり雪が降らないけれどね、雪がないん

だよ。尐ない雪なんだけど。どうやってやっているかというと、雪を集めていって、大

きなトラックにお湯を沸かして、そしてそこで雪を解かしている。それから、道路に塩

をまいて、外国には岩塩っていって塩がたくさんあるから、こういう塩だとか、塩に似

たものをまいて、そして雪をびしゃびしゃにして、そして固めて、川に捨てるというこ

とをしている。 

・だから外国に行ったら、雪の尐ないまちだけど、まちの中には雪がないというまちが

多いね。大きなまちでは。それぞれいろんなやり方をやっているところがあるから、例

えばドイツ、ドイツではまちの中に雪がない地域がある。ここは実は税金が高いんだ。

税金高くするかわりに雪がないようにしている。雪をそのまま置いておくところでは、

税金が安いとか、そういう風に工夫している国もある。それから、アジアの中で、発展

途上国などで、車や自転車がどんどん増えてきている。特に自転車が増えている地域、

そういうところはどうしているかというと、かつての中国もそうでしたが、自分の家の

前ずっとまっすぐ道路の真ん中まで、除雪をするというのが、その前の家の人の責任。

もし除雪をしないで、ここで交通事敀とかが起きたら、除雪をしなかったその家の人の

責任となる。 

・こういう風に、いろんな雪を処理するために、いろんな国の人たちが、いろんな知恵

を絞って、努力をしている。今までもいろんな知恵を絞ってやってきたけれど、今後も

道路わきの雪を全部他の所に持っていくのは難しいと思う。 

・だからこれが一番問題だと思っている。だけどそれは税金だけではなくて、地域のみ

なさん方からお金をもらってやっているところがあるんだ。町内会で協力してくれれば、



５分の４は、市役所が市民の税金でお金を出します。ですから、地域の人たちは、５分

の１だけお金を出してください。こういう制度もある。 

・それから、できるだけ雪を貯めておくと、地域のみなさん方の協力をもらってね、こ

こは貯めておきますからという、貯めておくところにできるだけ雪を持っていく。そう

いうところもあります。 

・できるだけ知恵を絞って、道路に雪がたまって大きな問題になる。そういうところは

できるだけ、みんなで協力して解決していくようにしていきたいという風におもってい

ます。 

・どんな方法があるか、またいろいろ考えて、アイディアを教えてくれないかな。よろ

しくお願いします。 

 

 

「駅前にたくさんの人が集まるまち」 

 

市長さんに提案します。 

 「駅前にたくさんの人が集まるまちにするために」私たちは、できるだけ駅前の商店街

に、活気が出るように、駅前で買い物をしたいと思っています。 

 そのために、大人の人たちや市長さんに提案があります。 

 駅前商店街が活気づくためには、お祭りの時のように、歩行者天国にするべきだと思い

ます。歩行者天国にすると、いろいろといいことがあります。 

 一つは、人が増えると店にも人が集まって、明るくなると思うからです。 

 二つ目は、店がどんどん繁盛してくると思うからです。でも、売っているものが、今は

若者向けのものが尐ないから、私たちにも好かれるような店を作るべきだと思います。さ

らに、手軽に食べられる店があるといいなと思います。すぐには、多くの人が集まらなか

ったりするかもしれないけれど、チラシを配ったり、声かけをすることで、徍々に活発な

駅前になると思います。いかがでしょうか。 

 

（市長からのコメント） 

・駅前の商店街も変わってきましたよね。市長さんが子どもの時は、買い物に行くって

言ったら、やっぱり市街地のほうに買い物に行ったり、映画見に行くって言ったら、駅

前に行った。同じく他のまちに行くって言ったら、滝川の駅から出かけたりしました。

車なんてほとんどなかったからね。だからバスに乗ったり、電車に乗ったり、駅前の方

に行きました。それから、市長さんのお父さんお母さんは明治生まれで、もう生きてい

ないけどね、市長は兄弟の下の方の子どもなんだ。だから、例えば結婚したお姉ちゃん

が何か食べに行こうかって１年に１回くらい言ってくれるんだ。だから、食堂に行くの

もまちの中に行きました。まちの中以外あまり来なかったね。 

・なんかあったら、買い物だけではなくて、まちに来たんだ。 

・だけど今は、どんな風になっているかというと、買い物に来る以外に、あまりまちの

中に来なくなった。それから買い物も郊外に大きなスーパーとかができている。 

・それで市長は今、商店の人とか、市民のみなさん方と一緒に、中心市街地って言って

ますけど、まちの中心部をにぎやかにしようという計画を立てて、国にその計画をこう

いう計画でやりますけど、国では応援していただけませんか。という計画を今、つくっ

ているところです。 

・それで商店街の人たちにもみんな頑張ってもらう。それから、地域の市民のみなさん

方にも中心の商店街の人たちを応援していただく。市役所も市民のみなさんの税金を使

わせていただいて、にぎやかにしようという風に思っています。 

・しかし、みんなで力を合わせてやらなかったらにぎやかにならない。そのためにお店

屋さんは何をするのか。市役所は何をするのか。そして、市民のみなさん方にはどんな

応援をしてもらうのか。これをよく考えて、１つ１つ実行していくということにしよう

としています。 

・ですから、みなさん方にもお願いすることがあるかもしれません。そういう時には、

いろいろと相談して協力して欲しいなと思います。 

・例えば、みなさん方に絵を描いてもらった。その絵は商店のウィンドウの中に飾られ



るとか、そうすればみんなも見に来てくれるのではないのかな。そういうことを協力し

て欲しいなとお願いするときには、みなさん方も協力して欲しいな。 

 

・歩行者天国について、いいですね。 

・今から３０年くらい前、あそこを歩行者天国にしようということでみんな真剣に相談

した。いつも歩行者天国にしよう。市長さんも、その仕事の道路をつくる人だとか、い

ろんな計画を立てる人だとか、商店街を賑やかにする人だとか、いろんな人が集まって、

そして考えました。 

・そしてその時にでた結論が、あそこを歩行者天国にしないでおこうという結論。そし

てそれから何年後かに、あのベルロードっていうアーケードを新しくしようということ

で、ああいう道路にしました。 

・今、歩行者天国にすることが本当にいいことなのかどうなのか、みんながそれを望ん

でいるのかどうか。ということをやっぱり相談した方がいいかもしれないね。３０年前

はそれをやめようって言った。時間がないからなぜやめようと言ったか、説明しません

けど、みんなで相談した結果、歩行者天国はやめようとなった。何か行事があった時に、

歩行者天国にしようと。そういう風に決めたのですけど、こういう委員さんから提案が

あったよ、この方が賑わうよという意見があったよ。ということを市長はみなさん方に

伝えておく、その結果、商店街の人たちとどうしようということを尐し考えてみる。 

・それから、入りやすい商店街になったほうがいいよね。入りづらいよね。そういう入

りやすい商店街にする。みんなが買い物に行かなくても集まってこれるような商店街に

する。そういういろんな役割を持つ商店街にしたい。いろんな皆さんが来てくれる商店

街にしたいと思います。 

・そういうことで、大人のみなさん達も一所懸命知恵を絞って、力を合わせてしようと

いう風に考えていますから、今のような意見をどんどん出して欲しいな。そしてみなさ

ん方が大人になる。また、滝川の商店街が賑やかな商店街だなぁという風にしたいと思

います。どうもありがとう。 

 

 

「ゴミの落ちていないまち」 

 

 市長に提案します。ごみの落ちていない町にするため、私達は、学校の登下校の際に、

ゴミをひろうだけでなく、学校で話し合い等をし、食かすやゴミを持ち帰るようにします。 

大人の人たちは、たばこやその箱等をすてないよう注意したり、町内会で、ゴミひろい

をしたり、リサイクルできる物は、リサイクルに出したりしては、いかがでしょうか。 

市長は、公園や、学校等にゴミ箱を設置して下さい。あと、自動販売機には、ゴミ箱と

ともに、リサイクルボックスや、リングプルを回収するための箱を設置してはいかがでし

ょうか。 

 

（市長からのコメント） 

 ・ごみのないまちにしたいね。本当に言うとおりです。 

 ・ゴミを持ち帰るようにする。これは大切なことだと思います。だから、理想を言えば、

市長は公園にごみ箱を置きたくありません。尐しずつ公園にごみ箱を置かないようにし

ています。 

 ・それはなぜかというとゴミは持って帰ってほしい。できるだけゴミは出さない。それ

からゴミは出したら、ごみ箱にポンと捨てていかないで、ゴミは持って帰るようにした

ら良いのではないかな。 

 ・しかし、どうしてもごみ箱を設置しなければならないというところには、ちゃんとご

み箱を設置する。 

・そういう風にみんなが心がけると、本当はごみ箱っていらなくなるような気がするん

だ。だからそういうのは、市長は理想だと思っていますけど、そういう理想に向かって、

みんなで努力したいなぁ。 

・さっき話がありました、タバコ、タバコの箱、本当に多いんだ。イベントなんかやる

と、商店街で歩行者天国にしてイベントなんかするんだけど、その時に一番量の多いゴ



ミっていうのは、タバコの吸い殻なんだ。数えてみたらタバコの吸い殻が一番多いのさ。

だから市長も、タバコを吸う人には、吸い殻を入れる携帯用の灰皿のようなものを持っ

てもらう。 

・そういうようにみんな心がけていって、ゴミを持って帰るようにすれば、まちの中も

きれいになっていったりするのではないかな。そういうまちにしたいという風に思いま

す。 

・しかし、まちの中からゴミっていうのはなかなか無くならないから、みんなにも拾っ

てもらう。町内会のみなさんにも拾ってもらう。散歩している人にも、ゴミ袋を持って

歩いてもらう。そういう風にボランティアで、ゴミを拾ってもらう場合には、ゴミって

捨てるのにお金がかかるんだ。ゴミ袋代としてお金を払ってもらっているんだけど、ボ

ランティア袋っていうお金のかからない袋を、市役所で準備している。だからボランテ

ィア活動でゴミを拾う場合には、町内会長さんや市役所に言ってくれれば、お金のかか

らないゴミ袋を出しますからね、そうやって、やっぱりみんなでゴミのないまちをつく

りましょう。 

 

・それからリサイクルできるものはリサイクルに出してはいかがでしょうか。本当にそ

う思う。 

・リサイクルっていうのを日本語で言ったら、再利用・再生利用っていうのかな。そう

してリサイクルしてつかったら、ゴミは尐なくなる。 

・だからどさっとゴミを出すのではなく、分けて出すと資源になる。だから分けて出そ

うということだね。 

・そのほか２つあるんだ、ゴミを減らす方法は。 

・１つはモノを大切に使って、ゴミにしないということ。これを英語でＲｅｄｕｃｅっ

ていうんだけど。モノを大切に使って、ゴミを出さない。それから必要のないものは買

ったり、もらったりしない。買い物に行く時には、ビニル袋は貰わないで、自分のバッ

グを持っていく。そうしたらスーパーの袋はゴミにならない。こんな風にゴミとしない

っていうのがＲｅｄｕｃｅっていう考え。 

・もう１つ、Ｒｅｕｓｅ。再び使用する。例えば洗剤であれば、詰め替え用があるよね。

洗剤を使って、その容器に新たに移したら、その容器はゴミにならない。いらなくなっ

たものを、フリーマーケットに持っていって、そしてお互いに譲り合う。こういう風に

して、再利用していく。こういうのをＲｅｕｓｅ。 

・ちょっと難しいけれど、ゴミを尐なくするために、この３つの方法をみんなで守った

ら、ゴミは出てこないし、できるだけゴミをポイ捨てしないきれいなまちをつくってい

きたいなと思います。 

・そういうことでゴミ箱が必要なところは作りますけど、できるだけゴミ箱の必要のな

いまちをつくりましょう。ありがとうございました。 

 

 

「いじめ、暴力のないまちづくり」 

 

市長に提案します。いじめ、暴力のない町にするために、私達はいじめをしている人を

見かけると注意するように心がけています。 

先生達はいじめをしていた人にどうしていじめたのか理由を聞くようにしてはいかがで

しょうか。 

市長は、子供達が安心して何でもそうだんできるような人や場所を増やしてはいかがで

しょうか。そして市長自身もこのような場所に行っていただき、子供達の話を直接聞いて

あげてはいかがでしょうか。 

 

（市長からのコメント） 

 ・いじめ、暴力のないようなまちに、提案のようにしたいですね。 

・さっきもお友達からいじめの話がでましたけどね。みんないじめをしている人をみた

ら、注意してあげること。それが本当にやさしいということだと思います。 

・もし、いじめられたら、はっきり言う。先生にも、お父さんお母さんにもはっきり言



う。そういうことがやっぱり必要なことではないかなという風に思う。 

・そして、それを聞いた大人や先生は、みなさん方がいじめられたということを相談し

やすいようにする。それが大人の役割だし、先生の役割だという風に思う。 

・学校の先生のことは、教育長さんが一生懸命考えて、校長先生とか相談しながら、み

んなが相談しやすいような工夫をしていますから、すぐに相談してもらうようにして欲

しいと思います。 

・市長もね、どんな形がいいかなぁ。市長も子どもたちのいじめの相談に乗ってってい

う提案がありましたから、どういう風に相談に乗ったら良いのか、教育長さんと相談し

て考えてみます。市長に相談した方がいいのかな、どうなのかな。っていう風にちょっ

と相談したいと思います。 

・それ以外に教育長さんとどうしたらいいかなっていうことを考えてみたいと思います

し、いじめだけのことでなくて、今日のように市長にいろいろな会議を提供したいな。

こんな話伝えたいな。ということをね、学校の何人かが集まって、みんな一人一人とい

うことであれば、市長は困ってしまいますけど、何人か集まって市長に相談しようとい

うことがあったら、連絡してください。 

・それからいじめがあって、「これは市長に相談して。」というときは、一人でもいいで

すから。 

・やっぱり話してもらう。話すときには話をしやすいような、大人が責任を持つ。そう

いうことが必要なことだという風に思いますから、はっきり言ってはっきり相談する。

そういうようにしていきたいと思います。 

 

（教育長からのコメント） 

 ・さっき先生方は、いじめをしたのは、どうしていじめをしたのかという理由を聞くよ

うにしたら良いのではというのは、非常に良い意見だと思います。 

 ・いじめる人っていうのは、みなさん方からみてどうでしょうか。強い人なのでしょう

か、弱い人なのでしょうか。弱い人だと思う人？実はいじめをする人っていうのは、強

がっているだけで、実際には心が弱い人だという風に思います。 

・ですから、先ほどから言われているように、みなさんが優しい心を持って接しながら、

いじめられている子にも、いじめをしている子に対しても、やっぱり優しい心で声をか

けてあげる。やっぱり普段から会話をする。会話をして声をかけるということが一番大

事だと思います。 

・そして、今、学校の先生方も、いじめられたお友達にどういう風にしたら良いのかと

いった研究は行われていますけど、いじめる心っていうのは、どうして起こるのだろう

か。ということを先生方は、今、一生懸命勉強しています。いじめられる子、いじめる

子の両方について、今、一生懸命勉強をして、いじめのない学校、教室をつくろうとし

ています。 

・江部乙小学校でもポスターや標語なんかが貼られていると思いますが、今、滝川市内

で道徳の研究というのを全部の小学校、中学校でしています。その中で、江部乙小学校

の標語というのは、他の学校での道徳の授業で使われている。それは江部乙小学校に貼

ってあった２つの標語。この２つの標語が使われている。 

・１つは、「使わない きもい うざいは いじめの言葉」という標語があります。 

・それともう１つ、「友達に伝えよう やさしい言葉 あなたのこと」 

・これが江部乙小学校の子どもたちが考えてくれたいじめの標語で、この標語がほかの

学校でも道徳の資料として使われています。 

・みなさん方がいじめをなくしたいと思っている心を、ぜひ１つの教室だけではなくて、

学校全体に広げていって欲しいなという風に思います。 

・どこかの児童会では、自分たちでアイディアを出して、郵便ポストのようなものを自

分たちで作って学校に設置してもらって、もし言いたいことがあって直接相談できなけ

れば、ポストに入れてみるといった取り組みも行われているところがありますので、先

ほどいった電話ですとか、携帯電話を持っている人はメールとか、スクールカウンセラ

ーといった人ですとか、教育相談員っていう人が各学校に行ったりしていますし、江部

乙小学校は國學院のお兄さんお姉さんたちもいて、みなさん方の周りにはたくさんの大

人たちがいるので、ぜひ、もしいじめられている人がいたら、知らせて欲しいと思いま



す。 

 

 

「環境にやさしいまちづくり」 

 

 環境にやさしいまちにするためにレジ袋をやめて「エコバック」を使えばいいと思いま

す。第一回の未来会議でもいいましたが、滝川市全体がエコバックを使えば、千四十万枚

も減らすことができます。ちなみにコープさっぽろでは、エコバックを持って来た人にポ

イントをつけるようにしているそうです。ポイントがたまると買い物券にかえてくれるし

環境にもやさしい上におサイフにもやさしいなんて、すてきだなぁと思います。ですから

大人の人達ももっともっと環境を考え行動にうつし、もちろん私達子供も、エコバックを

使っていきたいと思います。市長さんは、私達子供も買い物をするので、子供も自覚する

ように呼びかけてはどうかと思います。さらに、滝川市全体にエコバックを配ってみては

どうかと思います。最近新聞で見たのですが、浜中町というところでは、お店に呼びかけ

て、４月からレジ袋を有料にしてもらうよう呼びかけているそうです。多くの人がエコバ

ックを持って来れば、レジ袋を有料にしてもいいと思います。 

次も、環境にやさしいまちにするために、今も滝川市で導入している「天ぷら油バス」

についてです。滝川市では年間約 15 万リットルの油を出しているそうです。家庭では、

そのうちの約３万 6000 リットルも油を出しています。ですから、もっともっと天ぷら油

バスのことを広めて、大人も子供も天ぷら油バスを知り、協力をしていきたいと思います。

私はインターネットで調べるまで天ぷら油バスのことは知りませんでした。油をすてると

海に大きなえいきょうになります。ですから市長さんは、みんなに呼びかけ、どんどん広

め、バスやゴミ収集車などにどんどん活用していってほしいと思います。さらに天ぷら油

を気軽に持っていけるように、町内会などの資源回収の時などに回収できるようにすれば、

もっと持ってくる人が増えると思います。 

 

（市長からのコメント） 

 ・環境にやさしいまちづくりという提案なのですが、レジ袋をやめてエコバッグね。実

にみんなそうしたいね。無駄だよね。 

 ・消費者協会のお母さんたちが、いらなくなった傘を、骨だけとって、そしてあの布で

買い物バッグを作って、それで買い物に行くときにそれを持っていきましょう。そした

らね、あの傘の布って、軽くて折りたたんだら、ポケットに入るんだ。それを持って買

い物してくる。そういう取り組みをしているんだよね。 

 ・一気になかなかいかないかもしれないけど、市長も力を入れて、こういう風にエコバ

ッグをみなさん使いましょうと、こういう運動を広げていきます。 

 ・ですから、みなさん方も家庭の中からそういう運動を起こしてください。 

 ・実は、市長ここ２０年くらい、外国行って。みんな外国行ったことある人手を上げて

くれる？でね、市長は外国に行ったら、スーパーがあるじゃない。スーパーっていろい

ろ売っているので、買い物するのです。おみやげなんかもスーパーで買ってくるのです。

２０年くらい前でも、特にヨーロッパのスーパーでは、レジ袋はお金がかかりました。

だからみんなお金かかったら嫌だから、地域のスーパーに行く人たちは、ほとんどの人

たちが自分で袋を持っていきました。 

 ・市長が子どもの頃は、レジ袋はスーパーではなかった。みんなかごを持って、袋を持

って、お店屋さんに買い物に行きました。 

 ・だから、無駄なものは貰ってくるとゴミになってしまう。だから、無駄なものはもら

わない。さっき阿部さんが提案されたように、便利なものに慣れてしまっているんだよ。

みんなもらうのが便利だから、便利なことに慣れてしまっているために。 

 ・あれは石油でできているんだ。石油を使い、そして、なおかつゴミを増やして、地球

を汚していく。こういうことはやっぱり良くないことだということをみんなで学びなが

ら、便利なことであっても良くないことがあるということをみんなで勉強しながら、や

っぱり良くないことはやめようという風にしていこうではありませんか。 

 ・浜中町で、こういうことをやっているんだね。市長も初めて聞きましたが、これから

浜中町ってインターネットで調べてみます。データを調べてそちらの高橋っておじさん



に渡しますから。 

 

 ・それから天ぷら油バス。年間約１５万リットルの油を出しているということだね。よ

く勉強しました。そのうち家庭で約３万６０００リットル。 

 ・東小学校では、使った天ぷら油を貯めて、集めてくれるようにみんなで相談してくれ

ないかな。 

 ・それで天ぷら油でバスが走ったりしていますが、捨ててしまえばゴミで、今、滝川で

は天ぷら油は紙などに染み込ませて、燃えるゴミで出してくださいということにしてい

るのだけど、それは燃えるゴミだとしたら、燃やしたらまた、二酸化炭素を出して、空

気を汚したりしてしまう。そういうものは、ゴミとしないで、やっぱり利用できるもの

は使うということを、これからもみんなにもっともっと呼びかけて、拡げていきたいと

思います。 

 ・今、バスが動いたり、ゴミ収集車が動いたり、そんな風に使えるものですから、有効

に使えるように、ガソリンスタンドに持っていってもらったら回収ができる。学校にも

お願いしている。それから市役所の中にも回収ボックスってつくっているんだ。だから、

ペットボトルみたいなものに入れて持ってきてもらっている。そういう風なことにして

いますのでみんなも協力するようにして、そうすれば無駄な油を捨てないようになるの

ではないでしょうか。 

 ・それと天ぷら油で走っているバスにみんな乗ってほしいんだよ。そういう計画を立て

ますから、その時は、応募してください。お願いします。 

 

 ・商品を包むということが、ある意味では文化になっていて、包まない商品をプレゼン

トしてあげるということは、実は失礼なことなんだ。という風なことになっている。だ

から日本は一番、商品を過剰包装する。包装し過ぎるっていう文化を持っています。こ

れはね、尐し考えたら良いと思うな。必要最小限の包装に留めて、そうするとゴミが増

えていかないのではないかな。そんなことも思っています。 

 

（委員） 

・東小でも４年生だけで学校で天ぷら油を集めているようなんですが、私も一部の先生

方もあまり知らなかったのですが、学校で集めるのも良いのですが、町内会の資源回収

やゴミ拾いなどのときに集めることにした方が、より集まると思います。 

 

 （市長） 

 ・はい、わかりました。 

 

 

「ゴミの落ちていないきれいなまち」「あいさつができる元気で明るいまち」 

 

市長に提案します。 

「ゴミのおちていないきれいなまち」にするために、私たちは公園などにおちているゴミ

を拾うようにがんばります！！ 

大人の人たちはていきてきに町内会などで、町内の人たちがさんかできるきかくなどを

つくってはどうでしょうか？ 

市長さんは子どもたちが遊ぶ公園や学校の前などにゴミ箱を設置してはどうでしょう

か？ 

 次に「あいさつができる元気であかるいまち」にするため私たちは自分からあいさつを

するようにがんばります！ 

大人の人たちは近所の子だけではなく、しらない子どもにもあいさつをしてほしいです。 

市長さんは大きくて目立つ看板などをつくり各学校やいろんな場所に設置しては、どう

でしょうか？ 

 

（市長からのコメント） 

 ・委員さん、怪我しているのだってね。どうしたの、ねんざした？怪我をしているのに



よく来てくれました。ありがとう。 

 ・今の提案のように、今回、「ゴミの落ちていないきれいなまち」という提案が非常に

多いね。だから市長ね、みなさんがこういう風に感じているということは、実は滝川の

まちはゴミがたくさん落ちている汚いまちなんだという風に、みんな思っているのかな。

そうだとしたら、本当に市民のみなさんと一緒に、ゴミのないきれいなまちにしなくて

はいけないなという風に思います。 

 ・そのために、町内会の人たちにも一生懸命参加してもらう。ゴミを拾う回数など、全

市一斉に行う「クリーンディ」などに、町内会の人たちも市役所の職員も企業のみなさ

ん方も参加してもらう。こういうのをもう尐し一生懸命やりたいと思っています。 

 ・みなさん方も参加してください。 

 ・公園や学校の前のごみ箱などについて。さっき言ったように、できるだけゴミ箱のな

いまちと作りたいなぁという風に市長は思っています。 

 ・市長はディズニーランドって行ったことないんだ。ディズニーランドってゴミ落ちて

いないんだってね。ゴミが落ちていたら、あそこのディズニーランドの職員の方が、す

ぐに走ってきてゴミ拾って歩く。したがってゴミがないんだって。 

 ・ディズニーランドは、あそこ会社の社員の人が、ゴミ拾って回って歩いて、ゴミを無

くするようにしている。きっと、その職員の給料は、みんなの入るディズニーランドの

入場料金の中に入っているんだろうな。 

 ・仮に市役所の職員がゴミを拾って歩くとしたら、みなさん方の税金の中から職員の給

料がでているから、市長はこんな無駄なことをしたくない。みんながどうやっても処理

できないものは、みなさん方の払っていただいている税金の中でゴミ拾いをしたい。そ

れが市役所の責任。 

 ・だけど、身近なゴミを拾っていける、ゴミをポイ捨てしないで持って帰る。こういう

ことはみんなにできる。みんなにできることは、みんなでやってもらうようなことにし

たい。 

・このことはさっき言った、自分でできることは他人に頼らないで自分でする。自分で

できないことは、地域のみなさん方に協力してもらって地域で考えるようにする。ある

いは学校で考える。そして、学校でも地域でもできないということは、市とか国とか、

そういうとこが提供する。 

・そういう組み合わせが、ゴミといった場合には、大切ではないかなと思いますから、

そういうことを考えながら、ゴミのないまちにしていきたいと思います。 

 

・あいさつができる元気で明るいまち、そういう風にしたいと思いますね。 

・ある人は、こういう風に言っています。「おはようございます。」ってみんな挨拶しま

すよね。「おはよう」の意味ってどんな意味だと思う。「早くきてごくろうさん。」って

意味ではないみたいなのだな。「おはようございます。」って意味は３つある。ある人の

話だよ。 

・１つ、「あなたは私にとって大切な人です。」っていう意味が１つあるのだって。 

・２つ目、「今日も一日、どうか怪我をしないように、健康で、ご無事で。」っていうの

が２つ目の意味なのだって。 

・３つ目、「今日も一日よろしくっていうのかな。今日も一日あなたと仲良くしたいん

だ。」ということをいう。 

・実は、「おはようございます」って、そういう意味なんだな。だから、お友達と、地

域のみなさん方と、家庭で、お兄ちゃん、お姉ちゃん、妹、弟、お父さん、お母さん、

「おはようございます。」と挨拶することは、非常に大切なことなんだよね。 

・ですから、ご飯を食べるとき「いただきます。」、「ごちそうさまでした。」これ、どん

な意味か知っているかな。人間って、他の命をいただきながら、自分の命を守っている

よね。肉を食べる。動物を殺して肉を食べるよね。お魚を焼いてしまったら、死んでし

まう。そして、自分たちは生きているよね。大根だって、人参だってそうだよね。これ

植物だけれど、生き物、生物だよね。その命をいただいて、食べて生きている。だから、

命をいただいて、自分は生かしていただいたっていう「いただきます。」 

・こういうみんなの幸せを願って、感謝の気持ちっていうのは、提案してくれたように

挨拶をするということから始めたい。本当にみんなのために、幸せな社会になるのでは



ないかな。市長さんも非常に賛成です。 

・ですから、いろんなところにね、「挨拶をしましょう。」という、必要なところには看

板を立て、そして必要なときには、市民のみなさん方にうったえていく。良いまちを作

りたいと思いますね。良い提案をありがとうございました。 

 

（教育長からのコメント） 

 ・あいさつのことについてなのですが、実は一昨日、ある学校の校長先生が、１つの封

筒を持ってきました。その封筒は、学校の近くに住んでいるお年寄りの方から、学校に

宛てられたもので、手紙に何って書いてあったかというと、そのお年寄りの方は、最初、

通学をする子どもたちに、「おはようございます。」っていう声かけをしていました。そ

のうち徍々に子どもたちが、今度は子どもたちの方から、そのお年寄りの方に声をかけ

るようになった。どんどんと子どもたちの方から声をかけてもらえるようになりました。 

 ・最初は、子どもたちのことが防犯だとか心配で、声をかけるようにしていた。今度は

子どもたちから「おはようございます。」って挨拶をされることで、今度は自分が元気

をもらっている。という風に学校の子どもたちに、感謝の言葉の手紙が、名前は書いて

いなかったのですが、そういう手紙がきたということを見させてもらいました。 

 ・今日の全体を通して提案をいただいた中に、ゴミは捨てないようにしています。いじ

めを見たら注意するようにしています。あいさつをちゃんとするようにしています。そ

ういうみなさん方の一つ一つの行動が、すべてもう滝川のまちを元気にしている、滝川

のまちをつくっている。という一つの表れが、一昨日の手紙にあったような気がします。 

  

・どんどん自分の意見を言うということを忘れないでほしいなという風に思います。す

でにみんなによるまちづくりは始まっているんだというのを改めて今日は感じさせて

もらいました。ありがとうございました。 

 

 

■欠席委員からの提案（事務局代読） 

 

（前段、市長からのコメント） 

・風邪や部活動などで残念ながら来られなかった３人からも本当に良い提案をいただき

ましたので、簡単ですけどコメントをさせていただきます。 

 

「空気のきれいなまちづくり」 

 

 ぼくは、毎日、学校へ行くのに国道 12 号線の歩道を歩いています。滝川は、東京や札

幌等の大きな都市と比べると空気はきれいな方だと思いますが、登下校には、車の排気ガ

スなどで空気が汚れていると感じます。そこで、ぼくは、もっと空気がきれいな滝川市に

するための提案をしたいと思います。 

 空気がきれいなまちにするために、ぼくたちにできることは、学校に木を植えるなど、

植物を増やして、酸素を増やすことだと思います。それから、普段の生活の中で、なるべ

く二酸化炭素を出さないように、ゴミを減らしたり、ガスや電気の節約をしていきたいと

思います。 

 大人の人たちも、木を植えて緑を増やす努力や、生活の中で、二酸化炭素を出さないよ

うに、ゴミを減らしたり、ガスや電気の節約をしたりして、滝川の空気をきれいにしてい

ったらいいと思います。 

 市長さんには、今やっている「滝川天プロ」の取組など、捨ててしまうものを再利用す

る取組をもっとひろげていって欲しいと思います。特に、秋には落ち葉が道路などにたく

さんたくさん落ちています。落ち葉は、畑にまくと肥料になると聞きました。燃やすと空

気が汚れるので、チラシやインターネットなどで呼びかけて、市で集めて肥料にしてはど

うでしょうか。また、丸加山などで木を植えていると聞きましたが、町の中で木を植える

ことはできないものでしょうか。 

 

（市長からのコメント） 



 ・そうだね、落ち葉なんかは畑の肥料になるんだね。そしたら、化学肥料をやらなくて

も、ちゃんと作物も育つしね。そういうことをちゃんとしたいと思いますね。 

 ・ですから、地域のみなさん方にもね、木がたくさんありますから、この落ち葉を集め

てね、そして花壇に有機肥料として使って、花を育てるとか、じゃがいもを育てるとか

そういう風にしましょう。 

 ・市長も農家のみなさん方に、できるだけこういう落ち葉ですとかね、有機肥料を使っ

て作物をつくろうということで農家のみなさん方と相談しています。 

 ・そして一部の町内会では、そういうことをやっていただいている町内会もあります。 

 ・こういう運動を提案していただきましたけどね、もっと一生懸命、市長もそういう仕

事をしたいと思います。 

 ・どうもありがとうございました。 

 

「子どもが外でたくさん遊べるまち」 

 

私たちは学校で外で遊べる企画を立てたり、みんなで外で遊ぶように呼びかけをしたり

しています。ほかにも、公園などの遊べる場所をキレイにしたいと思います。 

大人の人たちは、子どもが外で遊べる機会を増やしたり、遊び場所をキレイにするよう

にしたらよいのでしょうか。例えば、町内会でみんなで遊んだりする企画を立てて遊んだ

り、遊び場所のごみ拾いをしたらいいと思います。遊びのことなら子どもも参加するでし

ょうし、大人も運動丌足の人が増えているので、運動丌足の人には、いいことだと思いま

す。 

でも、たとえ楽しく遊べるような企画があったとしても、広い場所がないとせっかく立

てた企画が実行することができなくなってしまうかもしれません。それに、せまい場所で

多くの人が遊んでいると、いつかは怪我をしてしまう人がでてくると思います。 

そういうことがおこらないように市長さんは、子どもが楽しく遊べてある程度の広さが

ある場所をつくったらいいと思います。ほかにも、遊べる場所に時計をつけたり、ごみ箱

を置いたらいいと思います。時計があるのとないのでは、便利さに大きな違いがあります。

時計がないと、自分たちで持っていく必要があるので、急に遊びにいくことになったりし

たら、時間がわからなくなってしまったりします。ごみ箱は、遊ぶ場所でおかしを食べた

り、ジュースを飲んだりした後、ごみ箱があるとそこでごみを捨てられるので、あったほ

うがいいと思います。ごみを外に捨てていく人がたくさんいるからです。捨てないで持っ

て帰らなければいけないのですが、持って帰らないのなら持ってこない方がいいと思いま

す。でも、友達と遊ぶ時に持って行きたいと思う人がいるのでごみ箱は必要です。・そし

て、公園でボールを使ってはいけないので、ボールが使える場所で遊具も鉄などをあまり

つかわず、木やロープなどでできたアスレチックのようなものがある場所をつくったらい

いと思います。 

 

（市長からのコメント） 

 ・外で遊ぶこともたちは尐なくなったのかなぁ。みんな、外で遊んでいないっていうお

友達、手を上げてくれる。 

 ・ある統計によると、日本の人たちの６人に１人は、外でほとんど遊ばないっていう統

計があるのです。この統計は世界の統計か。６人に１人はほとんど外で遊ばないという。

みなさん方は多尐はそうではないでしょうね。それでは、アメリカやイギリスは外で遊

ばない子どもはどのくらいいるかということですが、１００人に１人。だから、日本は

外国から見て多いんだよね。 

 ・だけど、外で遊べる子どもたちは幸せだと思います。みなさん方は外で遊ぼうと思え

ば、いくらでも遊べる。幸せなのです。 

・だけどみんなが幸せかというと、そうではありません。滝川で難病の子どもたちのキ

ャンプをやっています。難病の子どもたちは外で遊べない。遊びたくても遊べない。だ

から、お医者さんがついたり、看護師さんがついたり、ボランティアのみなさん方がつ

いて、外で遊ぶためのプログラムを準備してあげて、ちゃんとした体制を整えて、遊ん

でもらう。そんなのは日本でどこにもないのです。だから、滝川でつくろうという人た

ちが一生懸命考えている。 



・みなさん方は幸せです。外に公園があって遊ぼうと思えば遊べる。 

・だけど、危険なことしない、危ないことをしない。外で遊べるどんな遊びがあるのか、

私は最近はよくわかりません。子どもは遊びの天才である。何でも遊べる。だけど最近

外で遊ばなくなってきたんだよね。子どももみなさん方も遊びの天才ではなくなったか

もしれない。何でも遊びにできるっていう、その考えたり、その考えを行動に起こした

り、そうやって一緒に組み上げたり、こういうことは実は、みんなが大きくなっていっ

たときに世の中で役に立つ。だから、外で一生懸命遊ぶ機会をつくって欲しいと思う。 

・そして、この遊ぶ場所は滝川は、多いほうだと思うか、尐ないほうだと思うか。滝川

は公園が非常に多いところなのです。人口一人当たりの公園、日本で一番多いのはどこ

だと思う。隣の砂川市です。となりの砂川市が子どもたち１人当たりの公園面積が一番

大きなまちなんです。滝川はというと、恐らく日本で５本の指に入るのではなかったか

と思います。それくらい公園の多いまち。 

・だから、遊ぶ場所って公園だけではないのです。だから、いろんな場所で遊ぶ。しか

し、危ないことはしない。何が危ないかということを良く教わりながら、こういうこと

をやっぱり心がけて欲しいなという風に思います。 

・遊ぶ場所が危険でないようにするのは、大人の役割でもある。しかし、こんなことあ

ったんだ。滝の川公園って公園あるよね。あそこで栗の木が１本あったんだ。栗の木が

一本あって栗を落としたかったんだ。だけど、木登りできないよね。木登りできないか

ら石を投げている。そして当たった栗のいがが落ちてくるのを下で待っている。だけど

みんなどう思う。栗のいがが落ちてきて頭に当たるのも痛いけど、木に当たって石が落

ちてくるかもしれない。 

・つまり何が危ないのかということは自分たちで判断する能力を持たなければならない。

みんなは、「危ないからやめなさい。」って危ないことは誮かが教えてくれるというよう

に、それが習慣になっている。これは良くないこと。何が危ないとか、何をやってはい

けないということを、自分で考えて判断できるようになりましょう。 

・それから、時計をつけたりということだよね。ごみ箱はさっきもあったけどね。みん

な遊ぶのに時計は必要かい？必要だと思う人、手をあげて。本当に必要かい。そうか。 

・昔は建物だとか、大きな公園なんかに時計つけていた。それでね、本当にみんなにと

って時計が必要なのかどうかについては尐し調査してみたいと思う。その結果判断しよ

うと思います。 

･鉄などで危ないから、木やロープとかでできた遊びの道具っていいですね。いいこと

だと思うので、できるだけそういうところって増やしたいと思います。 

 
「お年寄りに優しいまち」 

 

お年寄りに優しいまちにするために、私たちはお年寄りともっと話したり、昔の遊びを

一緒遊ぶなどして、コミュニケーションをとるといいと思います。なぜならお年寄りが子

どもと話したり、遊ぶということが減るので、私たちが近所のお年寄りとコミュニケーシ

ョンをもっととれたらいいと思います。 

大人は、力仕事を手伝うのはどうでしょうか。例えば模様替えをする時に手伝いにいっ

たり、冬は除雪を手伝うのはどうでしょう。雪が大量に降った日に特に降った場所に行っ

て、除雪の手伝いをしてあげるのがいいと思います。 

市長は路線バスをもっと増やしたらいいと思います。なぜなら、お年寄りの移動手段が

尐ないからです。お年寄りは車を運転できる人が尐ないし、タクシーだとお金がたくさん

かかるからです。だからバスの本数をもっと増やしてお年寄りがもっと使いやすいように

バスの本数を増やしたらいいと思います。 

高齢化に逆らうことは大変なので今は、お年寄りに優しいまちをつくったらいいと思い

ます。 

 

（市長からのコメント） 

 ・お年寄りともっと話したり、昔の遊びを一緒遊ぶなどして、コミュニケーションをと

るということ、そうですね。 

 ・おじいちゃん、おばあちゃんからいろいろ習ったよなぁ。たまにお父さん、お母さん



より習うことがあったよなぁ。だから、お年寄りと話したりすることは良いことだよね。 

 ・うちのなかにおじいちゃん、おばあちゃんがいる人は幸せだね。いつでも教えてもら

える。しかし、うちの中におじいちゃん、おばあちゃんがいない人は、ぜひともお隣に

おじいちゃん、おばあちゃんがいたり、それからおじいちゃん、おばあちゃんのうちに

行ったり、昔の遊びを一緒に遊ぶようにしてください。 

 ・かるたを最近一生懸命やっている人がいるなぁ。かるたっていいよ。いろはかるたも

いいけどね、百人一首なんていいよ。みんな昔の遊びっていうのを、やっぱり教えても

らったら良いのではないかなぁ。 

 ・それから、除雪とかね、力仕事を手伝うっていうのは、大変なこともあるけど、大変

なことは大人の人たちに手伝ってもらって、自分たちも一緒にやる。そういうことも大

切なことだと思う。 

 ・路線バスを増やしたらいい。そうだよね。だけど滝川市は恵まれている。路線バスが

ないまちがほとんど。 

・だけど、路線バスにみんな乗らないんだよ。乗らなくなってしまったらバス会社はみ

んな赤字。赤字になった時、その会社はつぶれてしまうから、路線バス、できるだけ乗

るようにしてください。頼まれている。 

・それから、場合によっては値上げさせてくださいって頼まれている。場合によっては、

とってもみんな乗ってくれないから、この路線はかえます。っていう提案がある。 

・これからお年寄りが多くなってくる時代がくる。したがって、バスはやっぱりみんな

乗ってもらいたいなぁ。そのためにも無くしたくない。それであれば全部税金で出せば

良いだろうか。市長はそうではないと思う。きっと税金で払わなければならないという

部分もある。しかし、みなさん方に乗ってもらえることによって、自家用車に乗って走

るよりは、バス一台にみんなで乗ったほうが空気を汚さない。エネルギーも消費しない

し、そして尐し歩けば健康にも良いし。こういう風にしたいと思いますね。 

・便利になればなるほど、人間が身体を動かす場所がなくなる。これは必ずしも便利で

快適になったから、みんな幸せか、社会のためにすごく良いことかというと必ずしもそ

うではない。便利になるがゆえに、問題も生じてくる。 

・そういうことをね、みなさんもちょっと考えて欲しいなという風に思う。 

・必ず何か人間が行動を起こす。これは良いことばかりではないということ。悪いこと

も生じている。その悪いことは何なのかということも考えて、どちら側になることが、

今、一番良いことなのか、そういうことが大人になっていくときに、しっかり判断でき

る。その時のためにも、今、しっかり勉強をしてください。 

 

６．その他 

 

（宮治アドバイザーより講評） 

 

  今日は非常に長い時間がかかりましたが、皆さんの立派な提言があって、市長さんや

教育長さんの優しい回答があって、そのために時間が長くかかったのだと思います。今

日の提案は今後、もっと検討されて、議会や市の考え方に大きく反映されていくものだ

と思います。また、今日の提案がこれで終 

わりということではなくて、これからも誯

題をどんどんとぶつけて、そしてその誯題

を解決していく姿勢をあなた方は忘れな

いで欲しいと思います。市長さんの答えの

中にも、「アイディアが欲しい。」というこ

とがありました。ですからみなさんはこれ

からいろいろな誯題を解決していく中で、

また、素晴らしいアイディアがでてくると

思いますから、そのアイディアは今後も市

長さんの方に提案して欲しい。この会議が

これで終わったということではなく、例え

ば、私は天ぷら油を回収するところへ持ってきました。友達を誘ってゴミ処理に参加し

 



ました。そうしたらこういった問題がありました。そうしたらまた、新しい誯題やアイ

ディアが見つかるのですね。ですから、今日の発表が単なる発表ではなく、それを今度

はまた新しい誯題の発見に結び付けて言って欲しいと思います。 

 

 

（市長より講評） 

 

  本当に良く考えて、そうして話の内容をよくまとめて、みんなはきはきとよい提案を

していただきました。ありがとうございました。これからも学校において考えて、勉強

して、そしてしっかりまとめてはきはきと話をする。こういう習慣がいつでも身につく、

そうしてみなさん方のお友達もそういう風になる。いいことですね。だってみなさん方

は市長に約束してくれた、市長はみなさん方に答えて、約束したことはやります。です

からみなさん方が市長に約束してくれたことは、実行するようにしてください。実行す

るときに、自分たちで実行するということは大切なことであるけれど、できればお友達

も一緒にやろうよ。ということで誘っていただくと良いかなと思います。それから、江

部乙の道の駅で写真展をやっています。実は今日はいろいろなところで写真展をやって

いるんだ。今日滝川駅前のスマイルビルというところでもやっていた。今日ね、江部乙

で写真展をやっていたので、写真を買ってきたのよ。どう？これは滝川だけではなく、

この周辺が多いのだけれど、こんなのが滝川なのだと。きれいだね。こういうきれいな

資源というのは北海道にはたくさんある。私たちは皆さんたちのために残してあげたい。

だから、環境はきれいにしなければならない。そのためには努力しなければいけない。

こういう美しい環境をみなさんに引き継いでいきたい。そして今日たくさん発表があり

ましたけど、こういう地球にし、滝川にする。そしてこの美しい滝川でみんなが自然と

一緒に生活していく。こういうのは大切なことです。この写真はみなさん方に一枚ずつ

プレゼントします。それから今日のこととは関係ありません。皆さんは大変立派でした。

これからもそういう心がけでやってください。二宮金次郎って人知っているかな。市長

はあまり知らなくて、おじいちゃんから小さい頃聞かされた話。１２歳でお父さんが病

気になりました。夜は大人のためにわらじを作って配りました。１４歳になりました。

お父さんは亡くなりました。朝は山で薪を採ってきたり、夜はわらじを作ってお母さん 

を助けて、二人の弟の世話をして、一家の

生活を支えました。１６歳のときにお母さ

んが亡くなりました。財産もなくて、尐し

ばかりあった田んぼも家も他の人の手に渡

りました。したがって弟ともバラバラにな

って、二ノ宮金次郎はおじさんの家に世話

になりました。勉強がしたかった。勉強が

したかったのだが、油がもったいないと言

われて、当時は貧しいときだから、おじさ

んの家では夜勉強することを許してくれま

せんでした。したがって金次郎は考えまし

た。空き地に菜種を植えて、そして油を作

って、その油で火を灯して毎晩勉強しました。しかし、その後おじさんは本を読む暇を

不えてくれませんでした。そして、暇さえあれば家の仕事を手伝って薪を採りに山へ行

く。その山へ薪を採りに行く往復に本を読みました。今で言うと交通事敀にあうかもし

れませんが。そういう金次郎の薪を担いで本を読む姿の銅像が、市長が子どもの頃には

必ず学校に１つはありました。その二宮金次郎の銅像の前で写真を撮ったものでした。

私は二宮金次郎の話を父親から聞いて、やっぱり思ったものです。二宮金次郎は人を恨

んだりしない。自分の気の每な境遇を嘆いたりしない。難しいことがあったら、負けず

に智恵を出して一生懸命努力し、そして大きくなりました。人が手をつけないような沼

地を開拓したり、誮も手をつけないような空き地を素晴らしい田んぼや畑にする。とい

うことを地域の人たちと一緒にやって、ついに無くなった自分の家を再興しました。そ

して疲弊していた農村を立派な農村にしたのです。私たちは恵まれている。しかし難し

いことってこれからたくさんあると思う。難しいことができてきたときにへこたれない。

 



智恵を絞って力を合わせて、そういう風に社会を立派にしていくために、みなさん方は

今、一生懸命勉強している。そのために先生も応援し、家族みんなも応援している。今

日立派に発表していただいて、立派に勉強していただいていることを、本当にうれしく

思いました。しかし、目標はもっと大きいところに持っていく。理想を高くしてチャレ

ンジしてください。そして、市長にも良い提案をしてください。 

 

 

７．閉  会 

 


