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久喜小学校 ６年 細野 叶実 

 

先日は「子ども議会」という貴重な体験をさせていただきありがとうございました。 

 私は、子ども議会の話を聞き、私にはできないと思いましたが、今までの資料を見せ

て頂き、「すごいな、やってみたいな。」と思い挑戦することにしました。 

事前説明会でのリハーサルも、とても緊張しましたが、原稿を覚えるつもりで頑張ろ

うと本番まで練習を重ねました。 

 本番は「トップバッター」として、皆の前に立ち、間違えずに、無事最後まで読むこ

とができました。当日落ち着いて臨むことができたのは、担任の先生からの「久喜小の

代表だよ！頑張れ！」と励ましていただいたおかげです。 

 子ども議会は、各校の代表の仲間が参加する、とても緊張感のある舞台でした。この

場に立てたことを誇らしく思います。また、議場に入ったときの「雰囲気」や「感情」

「迫力」は、ずっと私の心に残るものになりました。 

 今回、子ども議会を支えてくださった「シティプロモーション課」の皆様を始め、協

力してくださった方々、本当にありがとうございました。私もこれからたくさん勉強し

て、難しい試験に合格し、シティプロモーション課で格好良く働いてみたいと思いまし

た。 

 

江面第一小学校 ６年 伊藤 愼誠 

 

私は８月２１日の子ども議会に参加しました。当日、僕は議長を務めました。議長を

務めたかった人の思いをつぎ、そして江面第一小学校の代表として一生懸命取り組みま

した。最初は緊張しましたが議会事務局長さんが発言するタイミングを教えてください

ました。そのおかげで、自信をもって大きな声ではっきりと発言することができました。

最後には「お疲れ様」と言ってくださり、最後までやりきることができたのだと実感し

ました。 

質問通告書を言うときは、ものすごく緊張しました。けれども、学校や家でたくさん

練習したことを思い出して、自信をもって登壇しました。 

私は「スポーツ少年団員を増やす対策」について質問しました。質問者待機席では、

市長さんが僕と目を合わせながら丁寧に答弁してくださいました。市長さんは子どもの

頃サッカーをなさっていたので、団員数の減少には残念に思っていること、また、マラ

ソン大会に参加しているので一緒に頑張りましょうと言ってくださいました。僕もＰＲ
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活動をするなど頑張ろうと思いました。 

終わった後には、先生や両親からほめられたので嬉しかったです。この時、今まで頑

張ってきてよかったと思いました。最後に、このような場を設けてくださったシティプ

ロモーション課の方々に心よりお礼申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

清久小学校 ６年 志村 梨花 

 

私は、初めて子ども議会に参加してみて感じたことは、やはり緊張するということで

した。私は緊張して文章を読んだりするのを間違えてしまうのではないかと心配しまし

たが、失敗しないで読むことができたので安心しました。この様な体験をさせてくださ

り、ありがとうございました。 

また、他の子ども議員の方々の話を聞いて、同感できる話がたくさんありました。そ

の中でも強く同感したのは「団地周辺の冠水被害について」です。私は、団地周辺の通

路が大変な状況になっているのを実際に見ていたからです。 

もう一つは、「スポーツ少年団を増やす対策について」です。私の学校でもスポーツ

少年団は、サッカー、野球、バレーボールの３つあり、サッカーは人気で、バレーボー

ルは部員が増えつつありますが、野球は年々部員が減少しています。それで身近な問題

として共感できました。色々な人の意見を聞くことができて、とても刺激を受けました。

またこのような機会があれば、参加したいと思いました。ありがとうございました。 

 

青葉小学校 ６年 小俵 真歩 

 

私は、子ども議会に参加できて良かったと思いました。なかなか体験することができ

ない子ども議会に、学校の代表として参加することが決まったときは、私がしっかり議

会で質問できるか不安でした。でも、先生方のサポートやシティプロモーション課の

方々の細かい説明により、あまり緊張せずに本番に臨むことができました。ありがとう

ございました。 

当日は、子ども議会という模擬式の体験にもかかわらず、本当の市議会のように市役

所の関係者の方々が出席してくださっていたので感動しました。そして、私たちの質問

に市長さんと教育長さんが真剣に答えてくださってとても嬉しかったです。 

私は、あまり人前で話すのは得意ではなく、好きではなかったのですが、市長さんを

はじめたくさんの方々の前で質問したことにより、少し自信がもてるようになりました。 

この貴重な体験を無駄にせず、久喜市のことについてさらに知り、もっと私の住んで



- 57 - 

いる久喜市を好きになりたいと思います。 

 

久喜東小学校 ６年 武井 愛朋 

 

議場に入る時、自然と背筋がピンとなりました。机には私の名前の席札。本当の議員

になったような気分でした。 

 私は子ども議会に参加して、久喜市は市民一人一人の力で作られ、市民の声を大切に

しているなと感じました。 

 市議会議員とはどのようなお仕事をする方々なのでしょうか。市をよりよくするため

の代表を市民が選び、選ばれた人が市の政治を決めていくということを知りました。小

学校の児童会と似ていると思いました。そして今回、私たちがその議員となり意見を出

しました。学校やお祭り、スポーツなどに関する色々な意見があり、その一つ一つに市

長や教育長がていねいに答えてくださいました。この議会に参加するまでは、市議会は

私にとって遠い存在だと感じていましたが、市政は身近な問題を考えるということから

始まっているのだと知りました。 

 市長が、「みんなが新しい久喜市をつくっていく人になるのだよ。」とおっしゃいまし

た。私は新しい久喜市のことなど考えたこともありませんでしたが、このような貴重な

体験から学んだことを豊かな地域づくりの第一歩とし、誰もが幸せに暮らすことができ

る住みやすい久喜市を築きあげていけるような人になりたいです。 

 このような貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。 

 

菖蒲小学校 ６年 荒井 秀雅 

 

今回、久喜市子ども議会に、菖蒲小学校代表として参加することができたのは、自分

が虫垂炎という病気を体験して、その思いや考えがあったからだと思います。 

 埼玉県で総合病院を建設するには、「県のルールがあり、地域保健医療計画に沿って

病院は建設される。」と市長さんは話してくれました。また、ベッドの数の範囲で決め

るため、今の久喜市の状況では、総合病院の建設は大変難しいということがわかりまし

た。少し難しい話だと感じましたが、市長さんは、私に丁寧に説明してくれました。 

 菖蒲地区に総合病院を建設することは、今は難しいようですが、「今後、菖蒲地区に

総合病院が建設できるように、みんなで問題を考えていくことがとても大切です。」と

市長さんが話してくれましたが、私も同じように思いました。 

 今回、子ども議会で質問させていただいたことが、未来のよりよい久喜市に近づける
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一歩になれたらいいなと感じました。貴重な体験をありがとうございました。 

 

三箇小学校 ６年 中村 創 

 

ぼくは、子ども議会に参加して、緊張はしましたが、大変よい体験ができたと思いま

す。学校の代表として参加するのはとても責任が重いし、自分にできるか不安でした。

でも、７月の打ち合わせの時、シティプロモーション課の方々から、当日のくわしい話

や動きを教えていただき、少し不安がやわらぎ、がんばろうという気持ちになれました。 

 子ども議会当日は、実際に市長さんや教育長さんがいらっしゃって、議場は独特の緊

張感でした。その中で、子ども議員の人たちが発表した質問は、どれも久喜市に住む人

のことを考えたすばらしい内容でした。なるほどと思う質問が多く感心しました。また、 

それらの質問に、市長さんや教育長さんが真剣に、そして、ていねいに答えてください

ました。 

 僕の質問にも、市長さんは今までの取組を、ぼくたちに分かる言葉でていねいに説明

してくださいました。久喜市が、ごみのポイ捨てをなくすように努力してくださってい

ることが分かってうれしかったです。これからも環境の美化のために努力する、という

市長さんの言葉はとても心強かったです。最後に、市長さんと写真を撮れたのは、この

夏のとてもいい思い出になりました。 

今回の経験をこれからの生活に生かして、自信をもって何事にも取り組んでいきたい

と思います。そして、久喜市の政策にも関心をもっていきたいと思いました。貴重な経

験の機会をいただき、ありがとうございました。 

 

菖蒲東小学校 ６年 柳川 陽風 

 

私は、今回、「子ども議会」の中で議員や副議長というふだんでは考えもつかないよ

うな体験をすることができて、いろいろなことを勉強させていただきました。 

 議員側では、「通学路の信号の設置」について質問しましたが、市長の答弁で、警察

や公安部の決定も必要な事や、自分で考えていたよりも、もっと複雑で大変なことをし

ている事を知りました。また、それと同時にいつも議会では「久喜市をより良くするた

めに」について、ふだんからこのように話し合っているのだと思いました。 

また、副議長の時には、まちがえないようにと緊張してしまい、言葉につまったりも

しましたが、議会の進行の大変さや大切さが少しわかったように思います。 

 子ども議会を終えて、今まであまり身近ではなかったその大切さを少し学ぶことがで
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きたと思います。この体験をもとに、しっかりと勉強して、今後は少しでも自分に何が

できるかを考えていきたいと思います。 

 

栗橋南小学校 ６年 染谷 彩寧 

 

私は、担任の先生から、子ども議会に参加する話を初めてお聞きしたとき、「人前で

話すなんて、私にはできないな。」と、思っていました。しかし、子ども議会で、普段、

私が考えていることや、私の周囲の人が困っていることを話すことで、これからの久喜

市がもっとよくなるのはとてもよいことだと思い、参加することを決めました。 

参加が決まったときは、緊張と不安と嬉しさが入り混じったような気持ちになりまし

た。質問する内容を家族で話し合って考えたり、先生と相談したりしました。そのよう

な時間を過ごすことで、私は、久喜市のことについて考える時間が、これまでよりも増

えました。そして、久喜市の未来を考えるって素敵なことなんだと、学ぶことができま

した。 

リハーサルのときに、他の学校から参加するみなさんと会い、より緊張が高まりまし

た。みなさんの顔も緊張しているようでした。私と同じように、学校の代表として参加

しているという思いがあったからだと思います。 

本番は、あっという間に感じるほど充実した時間を過ごすことができました。他の学

校のみなさんの発表もとても素晴らしく、様々な質問を聞くことができました。参加し

たみなさんの質問の一つ一つが、久喜市の未来を考えたものでした。自分の考えを発表

できたこと、参加したみなさんの意見を聞くことができたことすべてが、とてもよい経

験になりました。 

今回、学校の代表として参加したことで、自分が久喜市や久喜市のみなさんのために

できることを考えて行動する大切さも学ぶことができました。これからは、栗橋南小学

校のために何ができるのかを常に考え、みんなで協力しながら行動していきたいと思い

ます。 

このような機会をいただきまして、ありがとうございました。 

 

鷲宮小学校 ６年 二階堂 圭良 

 

私は、この子ども議会を通して、久喜市をよくするためにどのように話し合っている

のか、久喜市議会の仕組みがどのようになっているかなどを理解することができました。 

 総務部、財政部、市民部などいろいろな部署があることも分かりました。主な業務な
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ども説明してくださりこれからの社会科の学習にも生かしていきたいです。 

 私は、「子どもとお年寄りの人が楽しく遊べる施設」について質問しました。発表し

た時は、とても緊張しましたが、市長さんがとても丁寧に答えてくれてうれしかったで

す。私の考えが実現する日が来るといいなと思います。 

 子ども議会に参加したことは貴重な体験になりました。市の将来やよりよいまちづく

りについてこれからも考えていきたいと思います。 

 

上内小学校 ６年 栗山 夏樹 

 

子ども議会に参加して、自分の名前が書いてある議員席へ座りとても緊張しましたが、

このような貴重な体験をすることができたことに喜びも感じました。 

ぼくが子ども議会に参加して思ったことは２つあります。 

１つ目は、演壇に立って「団地周辺の冠水被害」についての質問通告書をしっかり読

み、市長さんや教育長さんに自分の思いを伝えることができたことです。団地周辺の冠

水被害を今後どのように対処していくのかということを、とてもていねいに教えていた

だいたので、友だちや家族にも伝えたいと思います。 

２つ目は、議会を体験し質問通告書を読む議員も、答弁する市長さんや教育長さんも、

みんな共通していることは、この久喜市をよりよいものにしたいという思いがあること

です。ぼくはもっと久喜市が好きになりました。 

子ども議会で学んだことを生かして、これからも久喜市についてもっと勉強していき

たいです。本当にありがとうございました。 

 

久喜中学校 ３年 佐藤 正直 

 

私は今まで、市政に対してあまり考えることがありませんでした。しかし、今回「子

ども議会」に参加させていただき、市内小・中学校の代表者の考えや、市長をはじめと

する市役所の皆様の答弁を聞くことを通して、多くのことを学ぶことができました。 

 私は、久喜市内の学校のトイレの改修について質問させていただきました。どんなに

丁寧に使っても、どんなに一生懸命清掃をしても、劣化による汚れや破損はどうにもな

らないことをお伝えしたかったのです。梅田市長は私たちの思いを十分汲んでいただき、

全力でお答えしてくださり、とても嬉しく思いました。 

 学校で子ども議会について話をすると、市政や議会についてよくわからないという人

が多くいます。そこで、私は生徒会活動等を通して、久喜中学校のみんなが市政や議会
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についてしっかりと理解できるようにしていきたいと思います。みんなの意識が高まれ

ば、久喜市にとってプラスになることが多いと思うのです。 

 今回、市政や議会について学んだことを、私はこれからの社会のために生かしていき

たいと思います。本当にありがとうございました。 

 

久喜東中学校 ３年 坂田 真之介 

 

私は、今回子ども議員の一人として、子ども議会に参加させていただきました。議場

の雰囲気は本物で、私の机には自分の名前が書いてある立て札があり、市長・議長を目

の前に議席に座りました。その時私は、学校の代表、久喜市民の一人だと自覚し、自分

の身体に緊張が走りました。自分がここにいていい人物なのか、不安にのまれながらも

胸を張って議会に臨みました。 

 自分の質疑応答の時間が来たとき、再び自分に緊張が走りました。私は前半の一番最

後で、他の子ども議員の充実した質問内容と、質問の上手さにまたしても不安に襲われ

ました。しかし、学校代表として、久喜東中の生徒会長としてこの場に立っていること

だけは忘れていませんでした。議席に座るときとは違い、「やってやるぞ」という気持

ちが高まり、身を引き締めました。自分の名前が呼ばれたとき、身体が震えたのを覚え

ています。演台に立ち、質問をしたときは、声をはったものの、質問通告書から目が離

せませんでした。しかし、そんな私に丁寧に答弁してくださった梅田市長は、とてもあ

たたかく感じました。 

 今回の子ども議会を通して、他の学校代表がどれほど優れているのか、理解しました。

誰もが体験できるわけではない、貴重な時間でした。今一度心と身を引き締め、久喜市

民の一人として生活していこうと思います。 

 

菖蒲中学校 ３年 佐藤 詩織 

 

私は、今回子ども議会に参加して市政や議会に関心をもつことができ、多くのことを

学ぶことができました。久喜市議会が実際に行われている議場を使わせていただき、真

剣に質疑応答しているみなさんの姿を見て、こんなに久喜市について考えている人が多

くいることに驚いたのと同時にうれしくなり、感動しました。 

それぞれの学校の代表である小・中学生のみなさんが日常生活の中で感じた疑問を質

問し、それに対して前向きに答弁している市長さんや教育長さんの姿を見て、私も今で

きることから積極的に久喜市を盛り上げていきたいと思いました。私はこの子ども議会
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で学んだことを学校のみんなに伝え、私たちに今何ができるのかを考えるきっかけとし、

菖蒲中学校を中心に久喜市を盛り上げていきたいです。 

このような機会に参加できたことに感謝します。 

 

栗橋東中学校 ２年 矢島 玲花 

 

今回、２年に１度という貴重な久喜市子ども議会の場に参加できたことは、とても良

い経験になりました。議場に入ると、この場で市長さん、議長さんをはじめとした議員

の方々が話し合い、久喜市を支えているということを改めて実感しました。そして、こ

の場に子ども議員として参加したことを嬉しく思うと同時にとても緊張しました。他の

子ども議員の方々の質問やそれらに対する市長さん、教育長さんの丁寧な答弁を聞き、

初めて知る話もありました。それをきっかけに久喜市のことについてもっと知りたいと

思いました。 

 今回の子ども議会において議論し合ったことを生かし、学校で行われる生徒朝会など

で全校生徒に広めていきたいです。また、自分たちが考えていることにもっと自信をも

ち、地域の方々との交流を大切にしていきたいです。 

 このような場を私たちに与えてくださった方々にとても感謝しています。これからも

自ら進んで、久喜市のための活動をしていきたいと思います。 

 

鷲宮中学校 ３年 内村 友咲 

 

今回、初めて「久喜市子ども議会」に参加させていただいて、貴重な体験をし、たく

さんのことを実感し、学ぶことができました。 

私は今まで、久喜市の政治の中心を知りませんでした。しかし、今回のことを通して、

久喜市はどのような方法で市民の意見を政治に反映させているのかを知ることができ

ました。このような議会で自分の意見を発表できたことは今後に繋がっていき、必ず役

に立つことだと感じました。 

 他にも良いと感じることは多くありました。他の学校の方の意見を聞くことはなかな

かありません。しかし、今回、それを聞くことができ、知らなかったことを知ることが

できました。これはとても良い刺激になりました。議事の中では、市長さんや教育長さ

んをはじめとした多くの方が真摯に意見を聞いてくださりました。また、発言すること

はとても緊張しましたが、市の職員の方が励ましてくださったおかげで無事に終えるこ

とができ、とても安心しています。協力してくださった方々、本当にありがとうござい
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ました。 

最後に、今回学んだことを自分の中だけにとどめておくのではなく、周りにどんどん

伝えていきたいです。そして、自分の今後の生活にも生かしていきたいです。 

 

鷲宮西中学校 ３年 鈴木 唯斗 

 

私は議員として子ども議会に参加し、多くのことを学びました。普段入ることのない

議場に入り、市政について実際に質問することが出来る、とても貴重な体験でした。こ

の体験を終えて、市政や議会についての理解が更に深まりました。 

久喜市の伝統である獅子舞を受け継いでいくためには、まず自分から参加しようとす

る意欲が大切なのだと気づかされました。何を始めるにしても、まず自分が行動を起こ

すことで、周りの方々の注目を集めることができるのではないかと思います。 

子ども議員による市政への質問では、それぞれが様々な切り口から質問をしており、

私の視点からでは気づかなかった問題点も多くあるのだと気づきました。実際の久喜市

議会でも、このような活発な会議の下で久喜市の政策が決まっていくのだと分かりまし

た。今後は、中学校の生徒会活動の中でも様々な視点から物事を見ることを大切にし、

よりよい学校づくりに努めていきたいです。 

 

開智学園総合部 ６年 武井 絢女 

 

 私が、今回、久喜市子ども議会に参加してはじめて知ったことはたくさんあります。 

 久喜市議会のしくみ、議場の分息、議会終了後の達成感などです。どれも、私が今ま

で感じたことのない、新しさがあったように思います。 

 特に、議席番号と名前を呼ばれた瞬間は「ドキッ」としました。誤った動きをしてし

まった箇所がありましたが、質問内容は落ち着いて言えたと思います。 

 市長が丁寧に質問に答えて下さって、新たな発見もありました。議会終了後はとても

ホッとしたというのが本音です。 

 この経験を今後の学校生活にも活かしたいと思います。 

 市長をはじめとする市の職員の方々、シティプロモーション課の方々、子ども議員の

みなさん、とても良い経験をさせていただきました。ありがとうございました。 

 


