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１

より多くの人の考えを取り入れるための
方法を教えてください
一ノ木戸小学校では、普段、話したり遊ん
だりすることの少ない他の学年の人と関わ

つちだ

りん

り合う機会をつくることを目的とした、ポプ
ラタイムという縦割り班活動があります。昨
年度から始まり、１年生から６年生までが協
力しながら頑張っています。
市長は、たくさんの方が働く市役所で、よ
り多くの方と関わり合い、いろいろな考えを
取り入れていくために、どのような方法でコ
ミュニケーションをとっていますか。

土田 凜
（一 ノ木戸小学 校
６年）

２

問

科学的な施設について
１ 私は、一昨年の子ども議会で、三条市内に

２

たけうち

も も

科学的な施設があるといいなと提案しまし
た。今度このような施設ができると聞いたの
ですが、もし本当だったらどんな施設か教え
てください。

か

竹内 萌々花
（裏館小学校６年）

２

もし科学的な施設ができるのなら、体を動
かして体験できたり、科学のクイズがあった
り、ゲームで楽しめる物があったりするとい
いと思います。

３

１

３

くわばら

かんた

桑原 貫汰
（嵐南小学校６年）

少年野球場を造ってください
僕は、少年野球をやっていて、将来、甲子
園に出ることが目標です。少年野球の大会が
三条でもあり、会場は、総合グラウンドやパ
ール金属スタジアムです。でも、そこは、大
人の人たちも使うので、なかなか借りられま
せん。雨で延期になると更に大変です。僕た
ちのチームを運営する人たちは、球場を借り
るのにとても苦労しています。少年野球専用
のグラウンドがあれば、いっぱい試合ができ
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て三条市の野球を強くできると思います。
どうして三条市には、少年野球場がないの
ですか。僕たちが甲子園出場を果たすために
も、球場を造ってください。
４

１

４

こばやし

小林

いつき

樹

（嵐南小学校６年）

学びのマルシェで英語の授業をしてくだ
さい
僕は、学びのマルシェに行っています。理
由は、算数が好きだからです。学びのマルシ
ェをやることによって、理解が更に深まって
いると、自分では思っています。けれど、小
学生は教科が算数しかありません。
小学生にも英語などの授業が必要だと思い
ます。英語は、これから小学生の教科になり
ます。
どうして小学生の学びのマルシェには、英
語の授業がないのですか。是非、学びのマル
シェで英語の授業を行ってください。

５

１

５

みやじま

あいな

宮島 愛和
（井栗小学校５年）

健全な税と未来
三条市内には、大中小、個人も含め、様々

な企業があり、日本一社長が多い地域として
知られています。市長、市議会議員、市役所
を含めた公務員の皆さんはボーナスが出てい
ます。でも、出ていない企業もたくさんある
と思いますが、三条市には企業は何社あり、
ボーナスが出ていない企業は何社あるのでし
ょうか。
公務員の皆さんに全くボーナスが出ないの
は可哀相ですが、その少しのお金を、未来の
子どもたちや災害に強いまちづくりに役立て
るのはどうでしょうか。

６

１

６
なしもと

まさ き

梨本 将輝
（栄中央小学校６
年）

給食にパンや麺を出してください
僕は、給食を楽しみに学校に通っています。
毎日どんな献立かなと楽しみにしています。
しかし、三条市では、ご飯（主食）がほぼ毎
日白米です。なので、ご飯の所（主食）にパ
ンや麺類は出ません。
三条市は、食材の地産地消を目指していま
す。パンや麺にお米を使えば、毎日飽きずに
2

たくさん食べられて一石二鳥だと思います。
どうして三条市はご飯しか出ないんです
か。是非、ご飯の所（主食）にパンや麺を出
してください。
２

ドリンクタイムをなくしてください
僕は、学校の給食委員をしています。しか
し、最近牛乳の飲み残しが多いです。ドリン
クタイムでは、牛乳を最後に飲みますが、牛
乳を飲む前にお腹がいっぱいになってしまう
のではないでしょうか。牛乳とご飯は合わな
いから、ドリンクタイムをやっているそうで
すが、しかし、それで牛乳が飲めなければ、
栄養が偏ってしまいます。なので、ドリンク
タイムをなくしてください。

７

７

１

教室への冷房設備の設置について
この夏、私が通っている中学校の多目的室、
会議室、図書館に冷房設備が設置されました。
体育祭の活動の際、とても快適で作業がはか

たなか

ひろと

田中 大翔
（第四中学校３年）

どっています。そこで、教室にも冷房の設備
を設置していただけると、勉強がはかどるの
ではないかと思います。加茂市や燕市の教室
には、冷房があると聞いたことがあります。
他の市町村はどのようになっていますか。三
条市にも教室に冷房を設置する可能性はあり
ますか。
２

ドリンクタイムの牛乳について

私は、ドリンクタイムでおいしく牛乳をい
ただいています。毎日、ドリンクタイムで飲
む牛乳を楽しみにしています。しかし、ある
日を境に、金曜日はお茶という決まりができ
ていました。それはなぜですか。できること
なら毎日牛乳にしてほしいです。
かねこ

８

８

さつ き

金子 颯希
（本成寺中学校３
年）

１

学校にエアコンを増やしてください
私の学校には、扇風機が各教室にあります。
涼しくて快適なのですが、それでも夏になる
と気温が更に高くなり、授業を受けようにも
3

暑いため、集中できず、なかなかやる気が出
ないという生徒も出てきてしまいます。学校
にエアコンが増えれば、勉強の効率も上がり、
より集中できると思います。是非、学校にエ
アコンを増やしてください。
２

三条市内の学校にグリーンカーテンを設
置してください
私の家の前では、夏になるとアサガオなど
のグリーンカーテンを設置します。グリーン
カーテンを設置することで、いつもより涼し
く感じ、植物の成長を嬉しく思います。学校
でも、こうしたグリーンカーテンがあったら
いいなと思います。例えば、グリーンカーテ
ンを設置することで、全校生徒でその様子を
見守り、育てることで、意欲関心が高まり、
気持ちを安らげる場所が作れると思います。
是非、三条市内の全学校にグリーンカーテン
を設置してください。

９

１

９

かわむら

いちろう

川村 一朗
（大崎中学校２年）

道をもっと安全に歩けるようにしてくだ
さい
僕が登下校するときに、少し危ないと思う
場所がありました。そこは、少し坂になって
いて、大崎中に通っている人もよく通る道で
す。雨が降っていて地面が濡れているときや、
雪が積もっているときは、とても滑りやすく
なっています。しかも、雨が降っているとき
は、みんな傘を差すので、両手や片手が使え
ずに受け身がとれません。実際、転んでいる
人や転びそうになっている人を見たことがあ
ります。この場所以外でも歩道がない所や街
灯があまりない道があります。これらが全て
改善されれば、雨の日や夜の薄暗いときでも、
安心して外出できるようになると思います。
なので、どんなときでも安心して歩けるよう
に改善してください。

4

２

図書館の本の種類をもっと増やしてくだ
さい
僕は、小説をよく読みます。自分で買って
読んだり、図書館で借りて読んだりしていま
す。しかし、１巻を借りて読み終わり、２巻
を借りようとしても、置いていないことがあ
ります。その逆で、１巻がないこともありま
す。機械で調べても出てきません。このよう
に巻が飛んでいることがあります。
本の種類でも、僕は、ファンタジーをよく
読むのですが、最近人気がある本がないと思
います。他にも、伝記をマンガにした本や、
マンガを小説にした本があると、小説に興味
がなかった人にも読んでもらえると思いま
す。なので、読みたい本のアンケートをとっ
たり、借りられた本の数で、人気の本を調べ
たりしてみたらいいと思います。もっと多く
の人に本を読んでもらえるように本の種類を
増やしてください。

10

１

市が力を入れていること
今、市が力を入れていることで三条市民に
も協力してほしいことは何ですか。

10

はやし

林

り

お

莉央

（大島中学校３年）

２

通う小中学校を選べるようにしてほしい
三条市は、住んでいる学区の学校に通うこ
とになっていますが、学校によって部活の有
無、強さ、体育館などの設備等に違いがある
ので、通う学校を選べるようにしてほしいで
す。

11

１

11

うるしはら

漆原

ももか

百花

（大島中学校３年）

どうして市長になろうと思ったのですか
私は小説で、選挙などが出てくるものを読
みました。その本の登場人物たちは生き生き
としていましたが、とても大変そうな仕事を
していました。
それを読んで、私は、國定さんがどうして
市長になったのかとても聞きたくなりまし
た。どうして市長になろうと思ったのですか。

5

２

除雪作業の工夫は何ですか
冬に雪が積もると、三条市の除雪車が除雪
をしてくださり、とても助かっています。
歩道と道路がとてもきれいになって、通りや
すいです。除雪作業のときの工夫は何ですか。

12

１

下田に街灯をつけてほしい
今年度の生徒会のスローガンは、共に進む
と書いて「共進」、
「仲間とともに今を超えろ」
です。信頼し合った下田中学校の仲間と、今
よりさらに良い活動を目指し、前進、向上し
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ていこうと頑張っています。その結果として、
下田中学校は、三条市内で２番目に全校生徒
が少ない学校ですが、みんなが元気な挨拶を
交わす日本一の学校だと思っています。そし
て仲間を大切にして頑張った結果、今年４つ
の競技で県大会出場を果たしました。
私たち下田中学校には、他の学校にないハ
ードルがあります。それは、三条で１番校区
が広いことです。私たちの仲間には、往復 30
にしかた

しんぺい

西潟 慎平
（下田中学校３年）

キロの道のりを毎日通っている人もいます。
夏は、自転車、冬はスクールバスや路線バス、
家族の車で通っている人も多いです。バスの
時間があるので、活動時間制限されている中、
私たちは、日々頑張っています。是非、次の
２点から下田中学校に御支援いただきたいと
思います。
まず、１つ目は、街灯の設置です。これか
らの季節はどんどん日が短くなっていきま
す。暗さのせいで事故を起こしてしまったら、
また、不審者に会ったらと思うと本当に危な
いです。一つでも多くの街灯が通学路につく
ようにお願いします。
２

大雪のときの通学について
２つ目は、除雪車の増設です。下田地区に
は、毎年のように大雪の日があります。スク
ールバスの出発時間は、冬になると更に早く
なりますが、それでも学校に遅刻することが
6

あります。通学の時間までに除雪してもらえ
ると助かります。
また、大雪のときは、家を出る時間が早い
ので、休校になるときの連絡は少しでも早く
いただきたいです。
そこで、地域の人への避難準備の呼びかけ
を兼ねて、防災無線を活用していただけると
嬉しいです。
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１

13

防災について
過去に大きな水害を経験している三条市で

は、災害対策として、市の防災訓練や私の通
う四つ葉学園でも防災訓練が度々実施されて
います。しかし、訓練はいつ行われるのか分
かりますが、自然災害はいつ起きるのか分か
りません。急な災害が起こった場合、体が不
自由な方や小さな子どもがいる世帯、三条市
にたまたま来ている人などは、どのように対
策をとったら良いのでしょうか。
また、実際に災害が起きた時、訓練と全く

みやじま

まな み

宮島 愛心
（第四中学校２年）

同じ様な行動をすることは難しいと思いま
す。自治体でやれることには限界があると思
うので、今まで以上に市民一人一人が意識を
高く持ち、地域で連携することが大切なので
はないでしょうか。私は、自治会等で情報共
有をし、緊急時に災害弱者を守っていくこと
が大切だと考えますが、市長の考えをお聞か
せください。
２

人口増加へつながる大規模公園について
三条市は、本当に魅力あるまちといえるの
だろうかと考えることがあります。買い物を
始め、娯楽やレジャーで、新潟や長岡等の市
外の自治体へ行き、お金を使う人が多くいる
のが現実です。それでは、お金を他の自治体
へ寄附をしているのと同じようなものだと思
います。
そこで、大規模な公園を造ってみてはどう
でしょうか。公園ではお金はあまり集まらな
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いと思いますが、子どもから大人まで、幅広
い世代の人が他の自治体からも集まること
で、人の行き来も盛んになり、魅力あるまち
づくりの起点となるのではないでしょうか。
また、例えばウォーキングやスポーツができ
る公園にすることで、健康や体力の向上につ
ながるほか、親子で快適に過ごせるようにす
ることで、子育てがしやすくなり、人口の増
加にもつながると思います。
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