平成 28 年三条市子ども議会一般質問発言通告表
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旨

カラスやスズメの被害を防いでください

僕のおじいちゃんとおばあちゃんが農業を
しています。カラスとスズメのことで困って
います。苦労して育てたキュウリを持ってい
ったり家の中に入ってきたりします。罠を仕
掛けてもだめです。
そ だ

はるひと

曽田 晴仁

スズメは米を食べるので困ります。被害を
防ぐ方法を考えてください。お願いします。

（須頃小学校５年）

２

釣り堀を造ってください

僕は、生き物が好きです。だから、魚を釣り
たいと思うけど、大きい用水があって落ちた
ら怖いです。釣り堀があれば土・日曜日にい
つでも釣りができればうれしいです。川の近
くに釣り堀を造ってください。お願いします。
２

１

２

むとう

武藤

みなみ

（一ノ木戸小学校６年）

三条市の文化施設の充実の計画について

私は、みんなと一緒に勉強したり活動した
りするのが大好きで、学びのマルシェにも参
加しています。他の学校の人とも一緒に学習
できるとてもいい方法で、うれしく思ってい
ます。三条市にも図書館など学習のできる施
設がありますが、駐車場が使いにくかったり
読書以外の活動ができる場所が少なかったり
して少し不便なところがあります。三条市の
文化施設充実の計画はどのようになっている
か教えてください。

２

牛乳について

牛乳と白米が合わないという考え方に私も
賛成です。ただ、カレーライスやチャーハン
など牛乳と一緒に食べた方がおいしいメニュ
1

ーも給食には出てきます。カレーライスのよ
うにお汁が出ないメニューの時も牛乳がない
と少し食べづらく感じることがあります。
牛乳をいつ飲むかは子ども自身で考えて決
められるようにはできませんか。
３

１

３

たかはし

い ま り

高橋 伊万里

給食の牛乳

私は、牛乳がとても大好きです。でも学校
では給食と一緒ではなく給食の後のドリンク
タイムで飲んでいます。前みたいに給食と牛
乳を一緒に飲みたいです。なぜかというと、
牛乳だけで飲むよりも他の食べ物と一緒に飲
んだ方が、栄養がバランス良く取れるからで
す。だから、また牛乳と給食を一緒にしてく
ださい。

（裏館小学校４年）

２

広い図書館を

私は本を読むのが好きです。けれど、三条
の図書館は本を読めるスペースがあまり広く
ありません。少し広くしてゆっくり読めるよ
うにしてください。そしたら、きっと本を借
りる人が増えると思います。だから、是非、少
し広い図書館を造ってください。お願いしま
す。
４

１

４

まつもと

り る

松本 望愛
（井栗小学校６年）

給食にパンやめん類を出してください

他の県や市町村の学校給食には、パンやめ
ん類がありますが、三条市はなぜごはんだけ
なのですか。私の親の頃は、揚げパンやソフ
トめんなどもあったと聞きました。
２

給食と牛乳をまた一緒にしてください

三条市は牛乳とごはんが合わない事から、
別々に出されていますが、パンが出されてい
れば牛乳にも合い、一緒に食べられるので検
討してもらえればと思います。
５

５

さかい

あや か

酒井 絢花

１

高学年が楽しめる安全な施設を造ってくだ
さい

（西鱈田小学校５年）

2

私は、高学年の子どもが安全に楽しめる屋
内施設があるといいなと思います。今、市内
にはかんきょう庵、あそぼって、すまいるラ
ンドなど小さい子が楽しめる施設が増えまし
た。それはとてもうれしいのですが、小学生
の子は、小さな子と一緒にいると危ないので、
体を思いっきり動かして遊ぶことが出来ませ
ん。また、位置も嵐南地区に住む子どもたち
にとっては、自転車で行くには遠いです。三
条は雨や雪が降る日が多く、室内でたくさん
遊びたいので、不審者や天候の心配の無い安
全な遊び場があるとうれしいです。

２

給食にパン、めん類を取り入れてください

私は給食が大好きです。三条の野菜を取り
入れた和食も大好きで、残さず食べています。
和食は、作る時点でバターを使うパンとは違
ってとても健康に良いです。そのことは、世
界でも良さが認められています。
私は以前、埼玉県に住んでいました。そこ
では、給食にパンやめん類がありました。今
でも思い出すと食べたくなります。今、同級
生のほとんどは、うらやましいと言います。
ご飯以外の主食を取り入れることにより、三
条で採れる果物やおいしい野菜を使ったおか
ずもレパートリーになると思います。おかず
には、シチューやクラムチャウダーなどの乳
製品が出てくることがあります。その時は、
米粉のパンや米粉のめんにしてはいかがでし
ょうか。
ですが、米粉には血糖値を急激に上げてし
まうというデメリットがあります。日本は和
食文化の象徴でもある、お米を使用していま
す。世界にはベトナムのフォーやスペインの
パエリア、インドのサフランライスや、イタ
リアのリゾットなど、日本以外にもお米を大
切にする国がたくさんあります。なので、米
3

粉のパンやめんの日があっても良いのではな
いでしょうか。
６

１

６

パンの献立を作ってください

僕はパンが大好きです。学校の給食でもパ
ンが出ればうれしいです。パンはパンでも揚
げパンやコッペパンなど、色々なパンが給食
に出ればとてもうれしいです。よろしくお願
いします。
やまもと

まさや

山本 雅也
（月岡小学校５年）

２

剣道の大会を三条でやってください

僕は、小学３年生から、剣道を始めました。
それは、日本の侍、剣道が好きだからです。僕
の周りには、サッカーや野球が人気のスポー
ツです。三条でも剣道が人気になるような大
きな大会をやってください。よろしくお願い
します。
７

１

７

ふじた

たかと

藤田 宇飛

意見投書箱を設置してください

下田中学校では、意見投書箱というものを
設置し、全校生徒の意見を取り入れながら活
動をしています。その結果、全校生徒が楽し
く過ごしやすい学校になっていると思いま
す。なので、三条市も所々に意見投書箱のよ
うなものを設置し、市民の意見を取り入れて
みてはどうでしょうか。そうすれば、市民の
意見を取り入れ、みんながより過ごしやすい
環境をつくれると思います。

（下田中学校３年）

２

僕が住んでいる地域の近くに店を造ってく
ださい

僕が住んでいる地域の周辺には店がなく、
食材や道具などを買いに行くのが大変です。
きっと、同じ地域に住んでいる人もそう思っ
ていると思います。なので、近くに店を造っ
てほしいと思います。そうすれば、年配の方
や小学生でも簡単に買い物ができ、僕たちも
すごく助かります。また、車での移動距離が
4

短くなるので二酸化炭素の排出も多少減らす
ことができると思います。
８

１

８

たちばな

橘

けい や

圭哉

（下田中学校３年）

みんなが遊べる公園をたくさん造ってくだ
さい

三条市もそうですが、僕が住んでいる下田
には公園が少ないです。あるとしても、そこ
は、昔からある遊具ばかりで安全かどうかは
確かではありません。それに、最近の子ども
はテレビゲームやスマホゲームなどといった
もので遊び、外で遊ぶ機会があまりないと感
じます。遊ぶにしても、自分の家の敷地が狭
く、やりたい遊びが出来ない子がいると思い
ます。実際に僕も友達と家でサッカーや野球
をしますが、狭くてほとんど遊ぶことが出来
ません。なので、僕たちのために、安全で楽し
くみんなが遊べる公園を造ってください。お
願いします。

２

学習室を造ってください

僕は今年受験生です。自分が受けようと思
っている高校に受かるために、毎日勉強に励
んでいます。そこで、静かに集中できるよう
な場所が欲しいと思いました。三条の公民館
には学習室があり、そこはとても良い環境だ
と思います。ですが、自分の家から通うのは
大変です。近くにある下田の公民館にも三条
の公民館のような学習室を造ってほしいで
す。お願いします。
９

１

９

なかがわ

の の か

中川 和乃花
（栄中学校２年）

室内公式 50ｍプールを造ってほしい

私は、水泳をやっています。夏の大会は 50
ｍプールで泳ぐのでたくさん練習したいので
すが、三条市には公式 50ｍではない室外の 50
ｍプールしかありません。私たちは練習する
為に長岡や塩沢、巻まで行っています。毎回
送り迎えなど大変だし三条市にもできたら大
会などもできると思います。是非、設置をお

5

願いします。

２

ドリンクタイムをなくして、普通に牛乳が
飲みたいです

私は、給食も牛乳もいつも楽しみに食べて
いますが、給食と同じ時間に飲みたいです。
ほかの市などではやっていないのに、なぜ三
条市だけ和食と合わないといって別の時間に
飲むのですか。普通に牛乳が飲みたいです。
10

１

足の不自由な人でも使いやすい駅にしてく
ださい

10

僕は、よく駅を利用します。僕が利用する
駅は帯織駅や東光寺駅です。けど、その２つ
の駅は反対側のホームに行くためのエレベー
ターがないので足の不自由な人がとても困っ
ています。なので、足の不自由な人でも使い
やすい駅にしてください。
かたぎり

けんと

片桐 健斗
（栄中学校２年）

２

三条の歴史に関する施設を造ってください

僕は、歴史の勉強が好きです。僕以外にも
歴史が好きな人はたくさんいると思います。
そこで、三条の歴史に関する施設を造ってく
ださい。
例えば、三条の偉人について学べる所や縄
文時代の生活を体験できる所があったら子ど
もから大人までたくさんの人が来てくれると
思います。だから、是非、三条市に三条の歴史
に関する施設を造ってください。お願いしま
す。

11

１

11
きはら

み く

木原 美空
（栄中学校２年）

学校給食にパンやめんを出してください

私はお米が好きだけど、パンやめんも好き
です。なぜ、他の地域は給食にパンやめんが
出ているのに三条市は出ないのですか。是非、
給食にパンやめんを出してください。

6

２

お年寄りや障がい者でも気軽に利用できる
施設を造ってください

最近、お年寄りや障がい者が気軽に使える
施設が少なくなってきたと思います。なので、
廃校した学校などを利用して、気軽に使える
ような施設を造ってください。
12

１

12

さかつめ

坂爪

たける

尊

サッカー専用の人工芝のグラウンド

私は、サッカー部に所属しています。プロ
のサッカー選手になることが夢です。そのた
めには、いいサッカー場がなければいけませ
ん。でも三条には人工芝のサッカー場があり
ません。なので、試合や大会は、新潟、長岡に
行っています。三条に人工芝のサッカー場が
あれば、三条のサッカーが盛り上がるし、も
っと強くなれると思います。なので、人工芝
のサッカー場を造ってください。お願いしま
す。

（栄中学校２年）

２

自然を大切にする活動

私は、自然が大好きです。すばらしい自然
を三条の宝にした方がいいと思います。例え
ば、道路沿いに花をたくさん育てたり植えた
りして、きれいなまちづくりになると思いま
す。それによって、一人一人が自然を大事に
する心、三条を大切にする心が育つと思いま
す。なので、自然を大事にする活動をたくさ
ん行ってほしいです。お願いします。
13

１

13

おおはし

か な

大橋 可奈
（第一中学校３年）

道路や歩道を広くしてください

私の通学路は歩道が狭いと感じます。歩道
が狭いので、危険な場所も多々あります。だ
から、私はもっと道路や歩道を広くしてほし
いです。そうすれば、安全だし安心して登下
校できると思います。

２

新潟の雪を生かした施設やイベントをつく
ってほしいです
7

雪が多い新潟県ならではのスキーやスノー
ボードや小さい子どもたちが雪で遊べる施設
があったら今まで雪があまり好きではなかっ
た人たちも興味を持ってくれたりするかもし
れないし、雪が降らない地域の方々が旅行な
どで新潟に来られたときに、楽しんでもらえ
るのではないかと思ったからです。
14

１

14

かねやす

ま ほ

金安 茉萌
（第一中学校３年）

図書館について

私は本を読むのがとても好きです。また、
私の弟も科学について興味があり、本や資料
を借りるために、よく図書館を利用します。
しかし、図書館にある本や資料は古いもの
が多く、最近の情報が載っていないものもあ
るので、新しい本をそろえてもらえるとうれ
しいです。よろしくお願いします。

15

１

15

三条市の発展について

大島中学校は須頃地区と大島地区が合わさ
ってできている学校です。須頃地区は燕三条
駅と三条燕インターが近く大規模店が多く人
口もどんどん増えています。大島地区は農家
が多く、自然が豊で果樹園が広がっています。
特色が違いますがそれぞれとても住みよい地
域です。

こばやし

ひろと

小林 大仁
（大島中学校３年）

しかし、日本全体はもちろん、三条市全体
の人口はどんどん減少していると聞きます。
三条市の人口減少に対して、現在どのよう
な対策をしていますか。また、今後どのよう
な対策をしていきますか。教えてください。

２

冷房について

大島中学校は夏休みの活動は、午前中に１・
２年生が部活動を行います。午後から、体育
祭練習で３年生と１・２年生のリーダーが体
育祭準備をします。特に、１・２年生は昼食を
冷房のない部屋で取らざるを得ません。学校
で冷房があるのは先生方の教務室とコンピュ
8

ーター室しかありません。どこでも１か所で
いいので生徒の活動できる部屋に冷房を入れ
ていただけるとありがたいです。
市内の９つの中学校で、大島中以外に教務
室とコンピューター室以外に冷房のない学校
はありますか。
夏、本当に暑いときに健康を管理し維持す
るための１部屋だけでいいので冷房設備を市
長さんにお願いしたいと思いますが、いかが
ですか。
16

１

16

たけうち

ひ な の

竹内 日菜乃
（第三中学校３年）

小・中学生への広報の数を増やしてくださ
い

私は、第三中学校で生徒会長をしています。
そこで、いろいろな市の意見交換をすること
があります。その中には、一般の方々と意見
を交換できるのですが、そこには、お年寄り
の方などはたくさんいるのですが、小・中学
生の姿があまりありません。この間も三条市
青少年健全育成市民大会に出席したのです
が、テーマは「地域での子育てはあいさつか
ら」でした。しかし、大人の姿はあったのです
が肝心の青少年と呼べる存在は数少なかった
です。
せっかく意見を交換する場があるのにそれ
を知らない小・中学生が多いのでもったいな
いと思います。
是非、小・中学生にもそういう機会がある
ことを市の広報を使ってアピールしてほしい
と思います。よろしくお願いします。
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