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子ども市会のすべての日程
にって い

が終了
しゅうりょう

した後、みんなには「子ども議

員アンケート」を書いてもらい、名古屋市会へ提出
ていしゅつ

してもらいまし

た。 

アンケート結果と、子ども議員の「なごや子ども市会」への感想

や意見をごしょうかいします。 

（１）「なごや子ども市会」に参加した感想について 

（２）「なごや子ども市会」の中で一番思い出に残ったことについて

どちらかといえば

良かった 

…４人(10%) 

良かった 

…37 人(90%) 

名古屋市の施設
し せ つ

の見学 

…14 人(34%)

その他 

…２人(5%) 
※「本会議で議長席にす
わって話したこと」、「最
後に札をもらったのが
うれしかった」と回答 

委員会での話し合い 

…７人(17%) 

本会議での意見発表 

…18 人(44%) 
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（３）市会や市の仕事についての理解りかい

は深まったかについて 

（４）今後も「なごや子ども市会」を行ってほしいと思うかについて

どちらかといえば

思う 

…４人(10%) 

思う 

…37人(90%)

どちらかといえ

ば深まった 

…11 人(27%) 

深まった 

…30 人(73%) 
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８月１日（木）、みなさんは委員会ごとに決めた名古屋

市の施設
し せ つ

へ調査
ちょうさ

に行き、委員会の正副委員長の選出、委員

会ごとに本会議で発表する内容
ないよう

を話し合いました。この

日の印象に残った出来事や、こうしたらもっと良くなる

というアイデアがあれば書いてください。 

印象にのこったことは、かめほかくそうちです。かめのしゅうせいをりよ

うして作っていたのですごいと思いました。 

第１委員会では、見学の時間が短かったと思うから、もう少し見学の時間

をとれたら良いと思います。 

副委員長に選ばれてうれしかった。 

私
わたし

はこん回のテーマと同じのように命を大切にし思いやりのあるびょう

いんでした。私
わたし

は見学とその後の発表でした。ふだん発表がにがてなので

すがおちついて言えました。 

この日の委員長の立こうほした人はとてもたくさんいました。この委員会

はほかの日もぜったいもり上がるだろう。と思いました。 

本当なら見れないような場所が見学できたり、物事が深く分かって、しせ

つ見学はとても良かったと思います。しせつ見学の時の話し合いのじかん

が少しみじかかったかな？と思いました。 

もう少し見学したい。 

委員長がしっかりしていて心強かった。 

委員長副委員長は選挙でよかった。もっと施設
し せ つ

で質問
しつもん

の時間がほしい。 

議会場が全体的に暑いので、もう少し涼
すず

しくしてほしいです。 

この日の印象に残った出来事は、施設
し せ つ

見学で金鯱水
きんこすい

を飲んだことです。と

てもしんせんで冷たく、とてもおいしかったです。こうしたらもっと良く

なるというアイデアは、この日の前までに、委員長と副委員長を決めて、

所信表明を書いておき、当日（８月１日）に施設
し せ つ

見学をする前に委員長、

副委員長を決めれば良いと思います。なぜなら、その方が、話し合がスム

(5) 
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ーズに進むと思ったからです。 

ワークシートの枠
わく

が足りず、余白
よ は く

に書いたのでもっと書きこめるように枠
わく

を増
ふ

やしてもらえるとありがたいです。自分の知らなかった施設
し せ つ

を見るこ

とができて良かったです。 

他の委員会にも入りたい。 

初めてみんなと話しあったのがしせつ見学の時、 私
わたし

は少しだけきんちょ

うをしてしまいました。このことがとても印象にのこりました。 

１つの案について、11 人の意見にまとめるのは、少しむずかしかったけど、

実際
じっさい

に施設
し せ つ

を見学すると、細かい所まで分かるので、良いと思いました。 

実は、研修
けんしゅう

所に行くのは２回目でしたが、前回できなかった運転車しょう

体験ができたので大こうふんしました。アナウンスが完ぺきだったと思う

ので車しょうになれるかなと思いました。来年も参加できたらいいと思い

ます。 

運転シミュレーターを実際
じっさい

に体験できたことがよかった。 

研修
けんしゅう

所の方の話が分りやすかった。 

委員長を決める時、もう少しその人のことを知ってから決めたほうがよか

った。 

みんなが真けんに、委員長になりたい、副委員長になりたいという強い気

持ちが印象にのこった。 

みんなが（大人と子ども）が一致
い っ ち

団結
だんけつ

して、考えていたことが印象に残っ

た。 

電車の部品が印象に残りました。 

シミュレーションが楽しかった。名古屋城
じょう

など、名古屋の歴史が分かる

施設
し せ つ

がもっとこうほの中にあるといい。 

地下鉄のシミュレーションで、運転手、車しょう体験が心に残った。 

ふつうだったら非常
ひじょう

時にしか体験できないことを体験できてうれしかっ

たです。 
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私
わたし

は、本会議で発表する内容
ないよう

を話し合ったことがとても心に残りました。

特に発表するチーム分けでは、よく考えて発言したりして、楽しかったで

す。 

印象に残ったのは、水道局の人が教えてくれたことです。みんなにそれぞ

れ、意見を聞くといいと思います。 

施設
し せ つ

見学が楽しかったです。 

１日目に、いきなりしせつ見学ではなく、最初に、どうゆうことをするか

などを説明すると、いいと思う。 

当日欠席しました。 

もう少し体験する時間がほしかった。スマホや、ＦＡＸで通報
つうほう

できるので

すごいなぁと思いました。 

初対面の人達と施設
し せ つ

見学をして、話し合いをしたところが印象に残りまし

た。理由は初めて合う人と話し合うことは、あまりないからです。 

全員が体験できるようなくふうがされているとよかった。 

施設
し せ つ

の方と、その他いろいろな人と交流させていただきました。施設
し せ つ

見学

は、とっても楽しかったです。 

防災
ぼうさい

指令センターで、とてもたくさんの 119 番通報
つうほう

がきていることが印象

にのこった。 

質問
しつもん

の時間があったので、より深く施設
し せ つ

の仕事について学べた。 

防災
ぼうさい

指令センターの緊急
きんきゅう

システムは初めて見学し、とてもすばらしいも

のだと思いました。119 番通報
つうほう

して、どのように指令が出され救助される

か、学校でもみんなが学習してみんなが理解
り か い

していた方がいいと思います。

災害
さいがい

はいつどこでおこるか分りません。みんなが理解
り か い

することが、安心安

全なまちづくりへの対応
たいおう

だと思います。 
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８月６日（火）、みなさんは委員会ごとに本会議で発表

する内容
ないよう

を話し合い、議長・副議長の選挙も行いました。

この日の印象に残った出来事や、こうしたらもっと良く

なるというアイデアがあれば書いてください。 

１グループづつやるんじゃなくて、ほんばんのようにみんながちゃんと見

ながらやるようにしてもいいと思いました。 

話合いで自分の意見が言えて良かった。 

私
わたし

はみなさんの意見の出し合いにすごいと思いました。 私
わたし

はグループで

話し合う時に自分の意見もいえたのでよかったです。私
わたし

は委員長と副委

員長さんでよかったです。２人はすごく意見を出しあっていて（グループ

ぶんべん室チーム）話がすぐまとまりました。 

議長、副議長選挙のとき、さいしょに、投票箱の中を確認
かくにん

する、投票する

とき全てのとびらをしめるなど、議会の投票のし方を知れたので、勉強に

なりました。 

私
わたし

は副議長に立こうほしました。みんなもすごくはく手をしてくれて、と

てもうれしかったです！！むりだと思いますが、みんなとうひょうの結果

が知りたかったみたいです。 

議長、副議長の子がとてもしっかりしてた。 

議長、副議長ともにしっかりしていた。きちんとした人がえらべたと思う。 

議長席の前で演説
えんぜつ

したい。 

この日の印象に残った出来事は、本会議で発表する内容
ないよう

を話し合い、自分

の感じたことなどが言えたことです。少しきんちょうしていたけれど、言

えてスッキリしました。アイデアは、（５）と同じように、議長・副議長を

決めれば良いと思います。これは、８月１日でも８月６日でも良いと思い

ます。 

副議長選挙の所信表明をしましたがとても緊張
きんちょう

しました。副議長になれ

ませんでしたが、みんなの前でしっかり話せたことは自信につながりまし

た。 

(6) 
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リハーサルの時間をもっと長くしてほしい。 

議長か副議長を決める時の自己主張がすごく大きな声で話したり、自分の

ことをすごくアピールできている人が多かったのですごいと思いました。 

思っていたよりたくさんの人が、議長・副議長に立こうほしており、１人

１人が、すばらしいしょしんひょうめいをしていて、すごいと思いました。 

発表の時に、みんながぼくの意見を取り入れてくれたので、話し合いは楽

しいと思いました。 

話し合いの時、みんなが意見を出し合って発表の内容
ないよう

をまとめることがで

きてよかったです。 

選挙のやり方が、本当の議員と同じようにできてとても良い経験
けいけん

ができま

した。 

この日で、印象に残った出来事はみんなの前ではきはきと、子ども議長副

議長になりたいという強くいさましい思いと、選挙をする時左右見られな

いようするといいと思う。 

議長席の上のモニターをつけ、所信表明の時に指名されたら席のランプが

つくといい。 

選挙の時、開票の時の静けさが本物の議会とそっくりで印象に残った。 

議長選挙でもう少しちゃんと話したかった。 

楽しくみんなで話し合うことができた。 

選挙で議長になったことがとても心に残りました。 

ぼくが投票した委員が当選したのでうれしかった。 

私
わたし

は、議長や副議長を決める選挙が心に残りました。立こうほしていた人

は、はきはきとしゃべったり、自分の考えをとても分かりやすく伝えてい

て、すごいな、と思いました。 

議長選挙です。 

みんなで話し合う時にみんな自分が思っていることが言えていました。 

議長のえんぜつがすごかった。 

選挙のやり方を本当の選挙の時のように行った事。 
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「みんな手を挙げててすごいな～。」と思った。 

議長・副議長選挙で、みんなたくさん考えてきていたので、私
わたし

もたくさん

考えればよかったなと思いました。 

選挙のとき自分のせきで発言するのではなく前にでて、発言したほうがい

い。 

議長、副議長の選挙が一番印象に残りました。 

委員会室で、発表の練習をしたこと、２人の友達ができたことが印象に残

った。 

選挙が思ったより、本格
ほんかく

的で良かった。 

議長・副議長選挙の際
さい

に全ての候補
こ う ほ

者にそれぞれ何票入ったか発表し、投

票数が同じ場合はもう一度やり直した方が良いと思う。 

議長・副議長の選挙の所信表明がとてもすばらしかったです。投票も本格
ほんかく

的で自分の１票に責任
せきにん

を感じました。 

８月 10 日（土）、みなさんは委員会ごとに取りまとめ

た意見を発表しました。また、陸前
りくぜん

高田
た か た

市の子どもたちへ

のメッセージを送ることについても採決
さいけつ

を行いました。

この日の印象に残った出来事や、こうしたらもっと良く

なるというアイデアがあれば書いてください。 

私
わたし

はその日お休みしましたが、このままでいいと思います。これで、いま

のままが良いのだと思いました。 

陸前高田
りくぜんたかた

市の子どもたちへのメッセージを動画にすると良いと思う。 

私
わたし

は発表前はすごくどきどきしていましたけど発表の時はできるかぎり

発表しました。とくにすごいと思ったのはある子ども議員で「あんな長く

よく書いたねー」て思っていたら半分がほとんど見ずに言っていてすごい

と思いました。アイデアはみんな１人１人の発表が長すぎてみんなつかれ

ていたので第１・第２ 第３・第４ 第５・第６のほうがいいと思います。 

この日学んだことをちゃんと覚えておいて、名古屋を「笑顔であふれるま

ち」にするにはどうすればよいか考えていきたい。と思いました。 

(7) 
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意見を発表するときも発表をきくときもとてもたのしかったです！！ 

陸前高田
りくぜんたかた

市の子たちへメッセージを送ることで、ひ災
さい

地のことを考える事

が出来た。 

陸前高田
りくぜんたかた

市の子どもたちへのメッセージを送ることについて採決
さいけつ

できて

よかった。 

もっと本会議で討
とう

ろんしたい！ 

印象に残った出来事は、意見発表で、初めてあのような場所で発表できた

ことです。発表するのは少しずつなれてきていて、きんちょうはあまりし

ませんでしたが、大人の議員さん達の前で発表できて、すごい人になった

気分でした。 

委員会の自分の意見を考えることはとても苦労しました。でも一生けん命

考えて自分の意見をまとめられて、そして発表できたことは、とてもうれ

しかったです。 

子ども議員が陸前高田
りくぜんたかた

市の子どもたちに会ってみたらいいと思います。 

かく委員会の議員のみなさんがちゃんと意見も深まっていて、意見発表の

時に別の委員会のみなさんがはっきりとしていてすごく良いとと思いま

した。自分達の委員会もがんばったと思いました。 

自分たちの班
はん

は、成功したと思います。他のグループの意見もしっかりと

聞いて、名古屋市を、よりよくしていくにはどうしたらよいのか、考えを

より深められました。 

りっぱな議場でみんなの前で意見を発表できました。インターネット

中継
ちゅうけい

でみんなが見てくれたのでよくできたねと言ってくれました。 

発表の時、話をするだけでは聞いている人に伝わりにくかったように思い

ます。時間があれば、パネルなどに写真などをのせて発表できると良かっ

たと思います。 

この日の印象に残った出来事はみんなの前で発表するというきんちょう

が印象に残りました。 

意見を発表するときが印象に残った。 
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ついかでおり紙をおってあげる。 

メッセージだけでなく、お互
たが

い実さいに会ってみたりしたり、自らの目で、

陸前高田
りくぜんたかた

のじょうきょうを見たり、子どもたちとの交流を深めたらいいと

思う。（テレビ中けいなど） 

とてもきんちょうしたけど、いい経験
けいけん

になった。（本会議） 

議長として、全員を取りまとめ、きちんと意見をはっぴょうできたことが

心に残った。 

意見を発表するとききんちょうしました。 

私
わたし

は、委員会ごとにまとめた意見を発表したりしたことが心に残りまし

た。自分が発表する時は、とにかくきん張
ちょう

して、落ち着いてしゃべるのが

大変でした。でも、良いけいけんとなったので、良かったです。 

本会議です。 

陸前高田
りくぜんたかた

市にメッセージを読んだ時にみんなの思いがつたわりました。 

発表するとき、きん張
ちょう

した。 

本会議場で大勢
おおぜい

の人の前で話した事。 

きんちょうしました。本会議場で大事なことが決められているんだなぁと

思いました。もう少し意見をまとめて時間が短くなるといいと思います。 

意見発表の時、とてもきんちょうしていたけど、お母さんたちに「はっき

り聞こえたよ」と言ってもらったのでうれしかったです。 

もう少し発表の時間を短くしたほうがいいと思う。 

陸前高田
りくぜんたかた

市と生中けいで、テレビ電話したいです。 

さんせいした人は、はく手をする、というのは、わかりにくいので、さん

せいの人は、起立する、というのが、いいと思う。 

何回か休けいを増
ふ

やすといい。（つかれてしまう。） 

「拍手
はくしゅ

で陸前高田
りくぜんたかた

市にメッセージを送る」ということは、一度全員でリハ

ーサルしておかないと、本番で戸惑
と ま ど

ってしまう。 

議会という場で、自分の意見を発表できたことは、とても貴重
きちょう

な体験にな

りました。陸前高田
りくぜんたかた

市へのメッセージも送れてよかったです。 
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このほか、「なごや子ども市会」に参加した感想や、「な

ごや子ども市会」はこうしたらもっと良くなるというア

イデアがあれば、自由に書いてください。 

いつもではできないけいけん（日常
にちじょう

では）をさせてもらって、とてもきち

ょうで、面白かったです。あの席（議会の席）にすわれたこともきちょう

でめずらしくて、うれしかったです。 

昨年も参加したのですが、昨年よりも話し合いの力がついたような気がし

ます。参加してよかったです。 

もう１日増
ふ

やすと良いと思う。 

私
わたし

はさいしょ不安でいっぱいでしたけど友達もでき大人の人達もやさし

くとてもあんしんしました。そしてしせつけんがくをしてみて思いやりや

１つ１つのくふうにおどろきました。また他のみなさんの意見にもとても

かんどうしました。たったの３日間でしたがとてもいいけいけんになりま

した。 

わたしは、意見発表だけだと同じ委員会の人としかかかわれず、他の委員

会の人とはほとんど話し合う機会がないし、物足りないと思ったので、日

にちを３日間だけでなく、２日ぐらい増
ふ

やして、メインテーマについて、

もっと他の委員とも話し合うき会があるといいと思う。 

わたしが発表したことをけんとうして下さるとのことなので、かいぜんさ

れることを願っています！！ 

時間をのばす。 

よい会にさんかできてよかった。 

とてもよいけいけんだった。本当の議員みたいで楽しかった。 

もう少しおそく始めたらいいと思う。（お昼ご飯と重なるから） 

とても勉強になり、市会議員のみなさんもとてもやさしくて、すごしやす

かったです。 

はじめて議場という場所に来て、マイクを使って発表することができ、と

てもうれしかったし、良い経験
けいけん

になりました。来年も参加したいと思って

(8) 
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います。 

施設
しせつ

見学で学べたこと、そして自分の意見を持てたことを胸
むね

にこれからは

それを行動におこせるようにしていきます。なごや子ども市会に参加させ

ていただき、ありがとうございました。 

初めて議会をする所に入れて楽しかったです。また来年も、ぼくが子ども

議員になればもっとよくなると思います。 

最初におうぼする時はすごく楽しみだったけど、当日は、ものすごく自分

で「大丈夫
だいじょうぶ

かなって自分で不安」があったけど、みんながすごくじ信満々

だったのですこしは体がほぐれました。第３委員会みなさん３日間という

みじかい間でしたがありがとうございました。 

「なごや子ども市会」に参加して、本当によかったと思いました。３日間

しかなかったので、日にちをもう少し増
ふ

やせば、新しいこともできると思

いました。楽しかったです。 

議場に自分の席があってふかふかのいすで、えらくなったような気がしま

した。来年も参加したいです。大人の本会議もちょっと見てみたいなと思

いました。 

ふだん学校生活では経験
けいけん

できないことがたくさんできてとても良かった

です。 

もう少し自分の意見がはっきり言えると良かった。 

ちがう小学校の子と友達になれて良かった。 

感想は、宿題の発表でとてつもなくきんちょうしたけど、うまく発表でき

て良かったです。 

ボタンをおすとさんせいか反対かわかるそうち（議長に結果がわかるモニ

ター） 

ひょうごをぼ集する。 

自分は５年生で名古屋子ども市会に初参加しました。そこで市会のしくみ

や、雰囲気などを知ることができた。もう少し日数をふやし、委員会での

時間を増
ふ

やしたらいいと思う。ぜひ来年も参加したいです！ 
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意見発表がうまくできてよかった。 

もっとたくさんの日にちでやりたい。 

今回子ども議会に関わった職員
しょくいん

の方々、議員の方々この３日間ありがと

うございました。 

勉強になったのでまた参加したいです。 

私
わたし

は、「なごや子ども市会」に参加してみて、これはちがう市の子とも仲

良くなれるチャンスとして、とてもいいと思いました。本当にスタッフの

方々も良くしてくれて、楽しかったです！！！ 

選ばれたし、やりがいがありました。 私
わたし

には、また来年があるので、来

年もがんばります。 

もう少し施設
しせつ

見学の時間を長くした方がいいと思います。 

もっとたくさんやりたかった。 

本会議場というふつうは入れない場所に入って、大勢
おおぜい

の人の前で話したり

他の人の意見を聞いたりできて楽しかった。 

しせつ見学の時の説明がよかったし分りやすかった。 

防災
ぼうさい

指令センターが８階にあってびっくりしました。防災
ぼうさい

指令センターの

ことと、いろんな人と知り合いになれて楽しかったです。 

「なごや子ども市会」に参加して、少し友達が増
ふ

えたので、良かったです。 

発表のしかたや意見のまとめかたをしれたので学校でかつようしたいで

す。 

最終日にもらったプレゼント、とってもうれしかったです。また、名古屋

市子ども市会に参加したいです。 

なごや子ども市会に参加して、とても楽しくできたので、またやってみた

い。 

いろんな小学校のお友達と議会という場で、話し合ったり、意見発表でき

て貴重
きちょう

な体験ができました。なごや子ども市会に参加できて本当に楽しか

ったです。


