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久喜小学校 ６年 俣野 耀太郎 

 

 先日は、とても貴重な体験をさせていただきありがとうございました。ぼく

は、めったに入ることができない市議会議場に入れたり、市長さんの答弁を直

接聞くことができたり、とてもうれしかったです。 

 ぼくは、「久喜駅前商店街の活性化のための対策」について質問しました。こ

の質問に市長さんは分かりやすく答えて下さいました。すでに商店街には、活

性化のための援助金が渡されていることや地域の人々のコミュニケーションを

図る場所としても大切な場所であるということを聞いて安心しました。 

 ぼくは、雨の日でも買い物がしやすいようにアーケードを作ったり、合併し

た菖蒲・鷲宮・栗橋地区の人達も気楽に来られるような企画をしたりしてほし

いです。 

 ぼくは、伝統のあるちょうちん祭りやおいしい梨のある久喜市が大好きです。

ぼくは、もっと久喜が発展するように、これからもいろいろなことを考えてい

きたいです。 

 

 

江面第一小学校 ６年 鹿野 日南子 

 

 リハーサルで議場に入った時すごく広いなと思いました。座らせていただい

た議員さんの椅子は前後や左右に動き、すごくびっくりしました。そして当日

の議会には、校長先生と担任の先生がきてくれました。練習を思い出し、うれ

しくて涙が出そうでした。 

 自分の名前が呼ばれた時ドキドキで胸がいっぱいでした。でも校長先生など

が見ていてくれていることを思い出し、とても心強くなりました。「はい」と大

きな返事をして演台に向かいました。練習よりも大きな声ではっきりと言えま

した。市長さんがしっかりと答えてくれました。ひとつでも実現すればうれし

いです。また、色々な学校からきた友達の質問も聞けて「あっ、なるほど」と

共感しました。ふだんは大人の議員さんがやっていると聞いていつか見てみた

いと思いました。でも一しゅんだけ議員になりきりました。 

 この議会に参加して良い体験ができたと思います。ありがとうございました。 
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清久小学校 ６年 松本 由希 

 

 この夏、私は子ども議会に参加しました。初めて議場へ行った時、きちんと

発表できるか不安、学校代表として子ども議会に参加する喜びを感じました。

議場へ入り、座席に座ると、本当の議員になったみたいでうれしかったです。

発表する演壇に立った時、とてもきん張して、声が出なくなってしまいそうで

した。でも質問の原稿を読んでいくうちに「自分の提案を考えてほしい」その

思いが強まっていき、きん張がとけました。私の質問が終わると、教育長さん

が答えてくれました。教育長さんの答弁は、とてもていねいでわかりやすく、

私の提案に答えてもらえたのがうれしかったです。この子ども議会で、市長さ

んや教育長さんの答弁、そして議員さんの大変さが体験できました。私も大人

になった時、私の提案にていねいに答えてくれた教育長さんのように、人の意

見をしっかりと聞き、そしてしっかりと答えられる大人になりたいと思いまし

た。 

 

 

青葉小学校 ６年 森野 フィリピ 

 

 ぼくは、子ども議員として議会に出席できてうれしかったです。 

 そのわけは、違う学校の６年生や中学生の意見を聞くことができたからです。

聞いている時、そんなことも考えられるんだとか、へぇすごいなと思いました。

意見の中に「他の学校と交流ができないか」というのがありました。ぼくは、

おもしろそうだし夏休みにいくつかの学校の人が集まって遊べたら楽しいだろ

うなと思いました。本当にやれたら、うれしいです。 

 ぼくは、第１回目の打ち合わせや議場でリハーサルをした時、とてもきん張

して、この空気は何だと思いました。そういう所で意見が言えてよかったです。 
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久喜東小学校 ６年 長尾 奏 

 

 私は子ども議会で、市内循環バスについて質問して、どんな答弁をしてもら

えるのかなと思っていたけど、市長は、１日７つのコース６９本を通っていて

現在の久喜市全いきに増やすことを委員会で決めるということで、私はその委

員会で決まれば行動範囲も広がり色々な人とふれ合えるので楽しみです。 

 そして、久喜市の借金についての市長の答弁は、私にはちょっと難しかった

けど、借金は毎月返しているそうなので安心しました。他の質問でも、合併に

よって良くなったことなど私は全然知らなかったことが多かったけど勉強にな

りました。 

 まだまだ知らないことが沢山あるかも知れないけど、少しずつでも知ってい

けたら良いです。そして久喜市が明るく楽しい久喜市になっていければ良いと

思いました。 

 知らなかったことを知れて、とても勉強になる子ども議会でした。 

 

 

菖蒲小学校 ６年 山﨑 誠士 

 

 子ども市議会に出てぼくは、とても貴重な体験をさせていただきました。子

ども市議会に出ると聞いた時、とても不安と期待で胸がいっぱいでした。ぼく

は合併によって、どのような事がよくなったのかという質問に決めました。リ

ハーサルの時はすわった席から見えた所はとても広く、責任感の重さを感じま

した。ぼく以外の質問の中に、プールがこわれていて修理のめどは立っている

のかや学校の校庭を芝生化してほしいという質問がありました。芝生化につい

てはぼくも深く考えさせられました。芝生化のよい所は怪我が少なくなる所で

す。芝生化を進めていく課題としては芝生を維持し、守っていくことが非常に

大変であることがわかりました。 

 子ども市議会はぼくにとってとても貴重な体験になりました。６年生として

も大きな思い出となりました。市議会に参加させていただきありがとうござい

ました。 
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三箇小学校 ６年 市田 珠里 

 

 私は、久喜市合併記念として行われる子ども議会で発表することになり、と

ても楽しみでした。当日は、間ちがえたらどうしようとか、大きな声で話せな

かったらどうしようなど、いろいろ考えると、心配で朝からきん張していまし

た。 

 いよいよ私の番がきました。胸がドキドキしていましたが、練習をたくさん

やったのだからだいじょうぶと心で思い、ステージに立ちました。話しはじめ

ると、いつもの練習のように、スラスラと発表ができ、短い時間に感じました。

自分の席にもどると、きん張していた気もちもおさまり、他の人の発表を落ち

着いて聞くことができました。私は安全で広い公園ができれば、小さい子から

大人まで、みんなが楽しく遊びや運動ができると思い提案することができて、

とてもよかったと思います。将来、こんな公園ができたら、私は友だちとたく

さん運動して楽しみたいと思いました。 

 

 

菖蒲東小学校 ６年 西村 哲和 

 

 僕は今日、子ども議会に出席しました。本当の議員さん達が、すわる席にす

わったのですが、いすは自由に動き、すわり心地が良く、議場は広々としてい

ました。 

僕は８番目に質問をしました。自分の番になるまで、ずっとどきどきしてい

ました。そして、市長さん達の前で質問する時は、ものすごくきんちょうしま

した。きんちょうして上手に言えるかどうか心配でした。落ちついてゆっくり

と心の中で思いながら、通告書を読み上げました。質問が終わり、市長さんの

答弁を聞きました。非常に難しいという事で、少し残念でした。 

他の子ども議員の質問の仕方は、みんなとても上手でした。特に議長の関口

君の質問は、声が大きくはっきりしていたので、すごいなあと思いました。 

子ども議会への参加ということで、とても貴重な経験をすることができまし

た。この経験を学校生活にも生かしていこうと思います。 
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栗橋南小学校 ６年 遠藤 恋 

 

 初めての議会参加で、たくさんのことを教えてもらいました。 

 どうしたら私の気持ちが伝わるのか、一生けん命考えながら話しました。そ

れに対して、教育長の先生も、一生けん命答えてくれたことが、本当にうれし

かったです。 

 ふ段、学校の授業で手を上げて発表するのと、自分の考えを改めて伝える難

しさを知りました。 

 夏休み中も、私の担任の先生、原先生をはじめ、他の先生も、時間を作って、

どう話したらよいか、どう間をとったらよいかなど、一緒に考えてくれたこと

に感謝します。 

 教育長の先生がおっしゃっていた通り、今後、各学校の校長先生と交流につ

いて検討してくれることを楽しみにしています！ 

 そしてまた、こういう機会があったら、参加したいと思いました。本当に楽

しかったです。ありがとうございました。 

 

 

鷲宮小学校 ６年 黒沢 佑太 

 

 ぼくは、子ども議員を体験してよかったです。なぜなら、いろいろなことを

体験できたからです。その中でもすごくよかったと思うのがあります。 

 まず、はっきりと言えたことです。学校では、少し声が小さく言えないこと

が多くありました。でも子ども議会では、はっきりと言えました。よかったで

す。 

 次に、質問のことです。子ども議会のリハーサルでは、「はい」の返事のタイ

ミングをまちがえる失敗をしてしまったけれど、本番ではまちがえずにできて

よかったです。でも質問のとき、きんちょうをして声がふるえてしまいました。 

 子ども議員になってすごくよかったと思います。 

 これからも子ども議員になって学んだことを日常生活に役だてていきたいと

思います。 
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上内小学校 ６年 和田 葵 

 

 私は新久喜市になってから初めての子ども議会に出させてもらい、とてもい

い経験が出来て良かったと思いました。子ども議会に出ると決まった時は正直

とても不安でした。私はきんちょうすると早口になってしまうのでとても心配

でしたが、本番では自分なりに大きな声でゆっくり話すことが出来たので良か

ったと思いました。先生もお母さんもほめてくれたのでとてもうれしかったで

す。足も手もブルブルふるえるほどきんちょうしたけれど、本物の議員さんが

質問する場所に立ち、本物の議員さんのように質問できてうれしかったので、

みんなに教えてあげたいです。 

 今回のことをきっかけに、今後も久喜市についてもっと勉強したいと思うよ

うになりました。久喜市がもっともっと住みやすい街になればいいなと思いま

す。この経験を生かして色々なことにチャレンジしていきたいと思います。 

 

 

久喜中学校 ３年 二橋 南 

 

 私は今回、「子ども議会」に参加して、自分の住む「久喜市」への関心がより

一層深くなりました。他の１７人の子ども議員さん達の質問や、それに対する

市長さんと教育長さんの答弁を聴いたことで、今まで気が付かなかった市のこ

とや、他の人が思う疑問を知ることができたので、とても良かったです。特に、

市の合併で小中学校が増えたので、今まで関わりがあまりなかった人達の意見

を聴けたことが、すごく新鮮でした。久喜市を良い街にするために、ぜひこれ

からも私たち小中学生の意見にも、耳をかたむけていただきたいと思います。

私も、今回聞いたことを、学校の友達に広めていきたいと思っています。「子ど

も議会」に参加できたことは、私にとってとても良い経験となりました。あり

がとうございました。 

 

- 59 - 



 

久喜東中学校 ３年 新井 啓太 

 

 今回、子ども議会に参加し、私は市政について深く興味を持ちました。また、

田中暄二久喜市長には、私たちが投げかけた質問に１つ１つ丁寧に答えていた

だき、久喜市についてしっかりと考えていただいていることが分かり、大変充

実した時間を過ごすことが出来ました。私は、久喜市の借金について質問をし

ました。現在８１４億円の借金をかかえており、これ以上増えてしまったら私

たちの生活が今以上に脅かされてしまうのではと思ったからで、その内訳やど

のように返済をしていくのかを答えていただきました。近い将来借金が減って

いき、「０」に近づいていくことを願います。この他にも、市政の組織や市議会

がどのように行われているかなど、普段学校では学ぶことが出来ない貴重な体

験をすることができました。ありがとうございました。 

 

 

菖蒲中学校 ３年 北原 菜月 

 

 子ども議会に参加して、本当の議員さんたちの前だったので少し緊張しまし

た。自分の番が回ってきたときもドキドキしていました。子ども議員になった

小・中学生１人ひとりがはきはきと自分の意見を言えていました。小学生であ

んなに堂々としているなんて、と少し驚きました。中学生も最初から最後まで

気をひきしめ、議会にのぞめたと思います。この議会のことを活かし、学校で

も発表するときは堂々としていこうと思いました。また自分だけではなく、周

りにも伝えたいです。今回、特別に出させてもらえた身として大切な思い出の

１つにしたいと思います。議会に出て思ったことは、市は大人だけでつくって

いるのではないということです。ちゃんと子供の意見にも真剣にむきあってく

れているんだと思い、嬉しくなりました。もっと多くの子供たちの意見が聞い

てもらえると嬉しいです。事前打ち合わせから本議会まで、全てが良い経験に

なりました。楽しかったです。 
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栗橋東中学校 ３年 泉 寛明 

 

 今回、この久喜市の合併後としては初となる子ども議会に参加して、僕は初

めて地方の政治の現場に触れることができました。 

 僕がやらせていただいたのは、議員として市政の疑問点を発表することでし

た。ほんのささいな質問でしたが、とても緊張してガチガチになってしまいま

した。それでも、市長さんからお答えが返ってきたときは、とても嬉しくなり、

本物の議員になったように感じました。 

 今の僕は中学生にすぎませんが、やがて成人し、大人になれば、選挙で投票

したり、あるいは、市議会議員に立候補し、今回のように、議員になるかもし

れません。そのときは、一市民として、市に貢献できればと思いました。 

 このような滅多にない、貴重な体験ができて、嬉しく思います。 

 

 

鷲宮中学校 ３年 関口 遼 

 

 今回の子ども議会は私にとってとてもいい経験になりました。 

 実際に久喜市役所に行き、議場に入ったときは、とても緊張しましたが、や

りがいのある仕事だと思いました。議長という役職に就かせてもらったときは、

うれしさとやる気がわいてきました。自分達で質問を考え、話し合い、久喜市

をよりよくするために全員が一丸となって会議に臨んでいたと思います。 

 市長さんや教育長さんも私達の質問に親切に答えて下さってとても感謝して

います。市長さんや教育長さんがどの質問に対しても、わかりやすく答えて下

さったので今の久喜市がどのような状況か、久喜市にある小・中学校にはどの

ような問題があるのかなど、よく知ることができました。 

これから先にまたこのような議会をする日がくるかもしれません。そんなと

きはこの子ども議会を思い出して、やっていきたいです。 
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鷲宮西中学校 ３年 新井 厚太朗 

 

 今回は、１市３町が合併した新生久喜市初めての子ども議会でした。一人ひ

とりの議員さんの質問事項には、知りたい、分かりたいという思いとしっかり

した根拠があり、聴いていてなるほどと納得のいく質問ばかりでした。久喜市

は、まさにこれからだという期待を持ちました。僕は、学校の統廃合について

質問しましたが、今のところ予定はないとのことで安心しました。滅多にない

機会なので緊張しましたが、とてもうれしかったです。 

 また、副議長という大役を果たさせていただきましたが、みなさんの協力に

より円滑に議事進行をすることができました。みなさんに感謝すると同時に、

光栄なことだと思っています。 

 最後に、この子ども議会は、生徒の目線から普段思っていること、考えてい

ることを質問できるとても良い機会です。この経験を今後とも生かし、市政に

関心をもつ大切さをアピールしていきたいと思っています。 

 

 

栗橋東中学校 １年 栗原 朋花 

 

 私は、１日子ども議員をやらせていただいたことで、多くの事を学びました。 

 まず一つ目は、プレッシャーです。今回は私１人の個人的な意見を述べさせ

ていただきました。それでも、質問をする時はとても緊張しました。本当の議

員さんは、市民のみなさんの代表として質問するのだから、大きな責任を感じ

ながら議会に出席しているのだと思いました。 

 もう一つは、私自身が、あまりにも市の行っている事を知らなすぎたという

ことです。一部地域でバスを出したり、これからの事についてしっかり対策を

考えていたりしている事を知りました。 

 他の子ども議員さんの質問を聞いていると、とてもするどい質問をしていま

した。そのおかげで、私は市が行っていることをたくさん知ることができまし

た。 

 このような貴重な体験をさせていただいたこと、とても感謝しています。あ

りがとうございました。 


