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6月定例会特集号

―「なごや子ども市会」特集号―

１ 各委員会の意見発表
　６つの委員会（グループ）ごとに分かれて、施設見学や
話し合いを行い、それをもとに考えた委員会のテーマに沿
った意見を「なごや子ども市会」本会議で発表しました。

―「なごや子ども市会」特集号―
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議会の
活動 平成26年

（2014年）10月

臨時号

広報なごや 市会だより

大好きな名古屋を笑顔があふれるまちにしよう
～届け、わたしたちの思い～

メインテーマ

内容

詳しくは２・３・４面をご覧ください

２ 「いじめゼロ 笑顔いっぱい宣言」の発表
　いじめをなくし、命の大切さを考え、みんなが仲良く
笑顔で過ごすための宣言（いじめゼロ 笑顔いっぱい宣言）
を発表しました。

３ 岩手県陸前高田市の子どもたちへの
　メッセージの送付
　平成24年度から「なごや子ども市会」で交流を続けて
いる岩手県陸前高田市の子どもたちに、ビデオレターと
ともに手書きのメッセージを送りました。

詳しくは２・３面をご覧ください

詳しくは２・３面をご覧ください

　私たちは、いじめをなくし、命の大切さを考え、みんなが仲良く笑顔
で過ごすためにどうしたらよいかを一人ひとりが考え、子ども市会で
話し合いました。
　名古屋の子どもたちは、「いじめをしない、させない、ゆるさない」。
だから、学校へ行くのが楽しいし、友だちと話したり、遊んだりするのが
うれしい。名古屋には、子どもたちの笑顔があふれている。そんななご
やっ子でいっぱいになるように、みんなで心を一つにして行動します。

☆私たちは、お互いのちがいを長所として認め合い、相手を思いやる
心を大切にします。

☆私たちは、毎日笑顔であいさつをし、進んで話しかけます。

☆私たちは、自分がいやだと思う悪口やいやがらせをほかの人に
しません。

☆私たちは、いじめられている子に積極的に声をかけ、１人ぼっちに
させません。

☆私たちは、いじめを見たら、見て見ぬふりをせず勇気を出して注意
します。

☆私たちは、いじめに気づいたときは、大人や先生に相談します。

　私たちは、絶対にいじめをゆるしません。そして、学校に行けること、
家族や友達がいてくれることに感謝し、自分の命も他の人の命も大切
にします。
　以上、宣言します。

平成２６年８月２日　　なごや子ども市会

●市内在住・在学の小学５・６年生から子ども議員７５名を募集
●８月２日（土）「なごや子ども市会」本会議を開催

　名古屋市会では、子どもたちが住むまちの議会という身近な場を実際
に体験することによって、市政に対する興味・関心を高めるとともに、子ど
も同士の話し合いや、岩手県陸前高田市の子どもたちとの交流を通じ、お
互いを思いやる心をより一層育む機会を設けるため、「なごや子ども
市会」を開催しました。

宣言文は
こちらです

子ども議員のみなさん

なりたへんしゅう へんしゅう へんしゅう へんしゅう はやし げんぜい こんば  のぶお はしもと みんせい やまぐち きよあき

しせい きょうみ

じっさい

りくぜん たかた

たが

り ん じ

こうほう

ざいじゅう ざいがく ぼしゅう

かいさい

いっそう もう

かいさい

わたし
とど

しせつ

そ

す せんげん

らん

らんくわ

くわ

くわ らん

りくぜん たかた

せんげん
せんげん

せんげん

せんげん

りくぜん たかた

ないよう

わたし

わたし

わたし

わたし

わたし

わたし

わたし ぜったい

かんしゃ

せんげん

たが みと

す



広報なごや 市会だより 広報なごや 市会だより 臨時号（2） 平成26年10月 （３）

「なごや子ども市会」３日間のようすを見てみよう！
選出された子ども議員のみなさんは、1日目（7月23日）の事前研修会①に向け、2つの事前課題に取り組みました。

事前課題①
陸前高田市の子どもたちと
の交流の一環として子ども議
員一人ひとりのメッセージを
送るため、「陸前高田市の子ど
もたちへのメッセージ」を考
えてきました。

事前課題②
子ども議員による話し合いをもとに、いじめをなくし、
命の大切さを考え、みんなが仲良く笑顔で過ごすため
の宣言を発表する予定です。
そこで、「どういうことに心がけたり、取り組んだりす

ればよいか」についての意見を子ども議員一人ひとりが
考えてきました。

　各委員会がそれぞれのサブテーマについて考え
るために施設を見学しました。また、話し合いの司会
をする委員長、委員長のお手伝いをする副委員長を
決定し、その後、施設を見学して「印象に残ったこと」
や、その「感想」について話し合いをしました。

陸前高田市について
　名古屋市では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県の陸前高田市に対して、まち
づくりのお手伝いをするために職員を派遣したり、陸前高田市の特産品の販売に協力したりするなど、いろいろな支援を
行っています。
　また、陸前高田市の中学生を名古屋市に招待し、名古屋市と陸前高田市の中学生同士の交流を行っています。そして、
「なごや子ども市会」でも、ビデオレターの交換を行ったり、陸前高田市の小学生が「なごや子ども市会」に出席し名古屋市
の子ども議員といっしょに交流に関する宣言を議決するなどして、陸前高田市の小学生との交流を続けています。

２日目
（７月２９日（火））
事前研修会②

１日目 （７月２３日（水））
事前説明会・事前研修会①

３日目 （８月２日（土））
「なごや子ども市会」本会議 

―事前研修会②のスケジュール―
○意見発表の内容についての話し合い
○事前課題②の意見をもとに、子ども市会の宣言に入れたらよいと
思う意見を選ぶための話し合い　など
○子ども議長・副議長の選出

―事前研修会①のスケジュール―
○施設見学
○正副委員長の選出
○意見発表の内容の話し合い

―「なごや子ども市会」本会議のスケジュール―
○各委員会の意見発表
○「いじめゼロ  笑顔いっぱい宣言」の発表
○陸前高田市の子どもたちへのメッセージの送付

意見発表の内容についての話し合い

子ども市会の宣言についての話し合い

子ども議長・副議長の選出

1日目の事前研修会①での話し合いに続き、それぞれの委員会に分かれて、
施設を見学して「印象に残ったこと」やその「感想」について話し合いをして、
「なごや子ども市会」本会議で発表する意見としてまとめました。

各委員会が見学した施設

市政資料館では、重要
文化財である建物や歴
史的価値の高い公文書
などの保存・公開を行っ
ています。

事前課題②で子ども議員一人ひとりが考えてきた意見をもとに、各委員
会で子ども市会の宣言について話し合い、宣言を発表する代表者を委員会
ごとに１人決めました。
各委員会からは、「一人ひとりが相手のことを思いやる気持ちを持つ」、

「周りの人が気づいて、いじめをする人を注意する」といった意見が寄せら
れました。
これらの意見をもとに各委員会の代表者6人が話し合い、「いじめゼロ 
笑顔いっぱい宣言」としてまとめ上げました。

３日目の「なごや子ども市会」本会議の司会を行う子ども議長・副議長を選出するため、子ども議員が
全員本会議場に集まりました。立候補者がそれぞれ所信表明（立候補した理由や正副議長になった場合
の抱負などを話すこと）を行った後、投票を行い、子ども議長・副議長を決めました。

堀 翔貴 
子ども議長

加納 綾夏 
子ども副議長投票のようす

▲委員会の話し合いのようす

代表者による話し合いのようす

サブテーマ

第１委員会　見学施設：市政資料館
　　　　　　昔の名古屋に思いをはせるまちづくり

東山動植物園では、動
植物を展示するととも
に、希少な動植物を守
り、育てています。

サブテーマ

第４委員会 見学施設：東山動植物園
 自然に親しみ、生き物を大事にするまちづくり

名古屋城では、名古屋
城内の公開、重要文化
財などの所蔵資料の展示
とともに、本丸御殿の復元
工事を行っています。

サブテーマ

第５委員会　見学施設：名古屋城
　　　　 名古屋の文化を生かしたにぎわいのあるまちづくり

特別消防隊は、特殊な
災害や大規模災害など
に対応する特別な消防
隊です。

サブテーマ

第６委員会　見学施設：特別消防隊
 安全で安心してくらすことができるまちづくり

西部医療センターは、
小児・周産期医療、がん
医療などに力を入れて
いる病院です。

サブテーマ

第２委員会　見学施設：西部医療センター
 いのちを大切にし、思いやりのあるまちづくり

博物館では、この地方
の歴史や文化をはじめ、
国内外の文化財を紹介
しています。

サブテーマ

第３委員会　見学施設：名古屋市博物館
 名古屋の歴史をつなぐまちづくり

各委員会の意見発表 「いじめゼロ 笑顔いっぱい宣言」
の発表

陸前高田市の子どもたちへのメッセージの送付

2日目の各委員会での話
し合いでまとめた、それぞ
れのサブテーマに沿った
意見を発表しました。
発表された意見の内容
については、4面をご覧く
ださい。

2日目の各委員会の代表者による
話し合いでまとめ上げた宣言を代表者
６人が発表した後、全員の賛成により
採択されました。
発表された宣言の内容については、
1面をご覧ください。

陸前高田市の子どもたちへのメッセージについては、全員の賛成に
より送ることが決まりました。これは、事前課題①で子ども議員一人
ひとりが考えてきたメッセージを一つの冊子にまとめたものです。
また、メッセージとあわせて
陸前高田市の子どもたちに送
るビデオレターの撮影を行い
ました。

▲代表者による
　発表のようす

採択のようす

▲

なお、「なごや子ども市会」本会議については、名古屋市ウェブサイト（市会情報）にて録画中継をしています。ぜひ、ご視聴ください。

「なごや子ども市会」３日間のようすを見てみよう！

陸前高田市の子どもたちへのビデオレターを撮影するようすメッセージをまとめた冊子
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広報なごや 市会だより臨時号 平成26年10月（4）

広報なごや市会だよりは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。名古屋市ウェブサイト（市会情報） http://www.city.nagoya.jp/shikai/ 

「なごや子ども市会」本会議で発表された「各委員会の意見」「なごや子ども市会」本会議で発表された「各委員会の意見」
　子ども議員は、委員会（グループ）ごとに分かれて、施設見学や事前の話し合いをもとに、「なごや子ども市会」本会議で、
サブテーマごとに意見を発表しました。各委員会で発表された意見の一部をご紹介します。

第1委員会 昔の名古屋に思いをはせるまちづくり
サブテーマ

市政資料館を見学して、立派なステンドグラスや化石が入った天然の大理
石が使われていることや、古い資料が虫除けの薬を使ってしっかり保存され
ていることを知りました。名古屋市の貴重な資料をしっかり保存していくこと
は、これからの名古屋にはとても大切なことだと分かりました。
●施設や物を残したり、復元することは、昔の人々
と今の人々の思いをつなぐことだと感じた。

●昔の文化を残していけば、みんなが昔の文化を
現代のまちにうまく使って、大切にしてくれると
思う。

●名古屋の歴史や資料を見られるよう、名古屋の
ことをアピールすることが大事だと思う。

第3委員会 名古屋の歴史をつなぐまちづくり
サブテーマ

名古屋市博物館を見学して、展示物を大切にし、見学者を楽しませる工夫が
印象に残りました。また、ライトや展示物の向きを細かく調整するなど、展示や
管理にはたくさんの努力と工夫があることを知りました。また、三英傑は三人
とも出身地が違うのに、名古屋に関わりがあることに驚きました。
●私たちが名古屋の歴史を知り、次の世代の人
に私たちが知っている歴史を細かく教えられ
るようにすればいいと思う。

●歴史とよく触れあうことで、歴史はつなげると
思う。

●実物を展示するだけではなく、それがどのよう
にして創られたのかも、伝えたらいいと思う。

第2委員会 いのちを大切にし、思いやりのあるまちづくり
サブテーマ

西部医療センターを見学して、ひだまりの丘や最新の医療機器がやさしい
つくりになっているのを見ました。病院は、患者さんの気持ちを考えていて、
患者さんが安心して利用でき、お医者さんや看護師さんが笑顔で接している
ことが分かりました。
●まず命の尊さを学ぶ機会をつくることが大切だ
と思う。

●人それぞれが、自分の命を大切にしたり、相手の
命を大切にする気持ちがとても重要だと思う。

●自分から率先して、お年寄りや体の不自由な人に
席を譲るなどの思いやりのある行動をとること
だと思う。

第4委員会 自然に親しみ、生き物を大事にするまちづくり
サブテーマ

東山動植物園を見学して、アジアゾウの故郷に近い環境を作ることでゾウが
暮らしやすいような工夫がされていることを知ったり、動植物が自然の姿で過
ごしているようすを見学したりしました。動植物が自然の姿でいられるように
するために働く人々の、東山再生プランを推進する努力に感動しました。
●市民が、生き物や自然を知ることが大事だと
思う。

●家庭において、動植物を飼った時には、最後まで
責任をもって育てることも重要だと感じた。

●学校のクラスなどで、自然や生き物を大事にす
る意見を出し合うことによって、意識や関心が自
然と深まると思う。

第6委員会 安全で安心してくらすことができるまちづくり
サブテーマ

特別消防隊を見学して、ビルからビルへ移ったり、壁を登ったりする厳しい訓
練や、特別な消防車や救助の機材を見ました。特別消防隊は一般の消防隊とは
違うことや、人を救助するためのすごい車両・機材がたくさんあることが分か
り、こういうものを使って一人でも多くの人を救助してほしいと思いました。
●特別消防隊員だけでなく、私たち一人ひとり
の勇敢な行動も必要だと思う。

●自分たちでできることはしていき、みんなで安
全なまちにしていくといいと思う。

●火災を起こさないようにしたり、災害の時に人
を助けるお手伝いをしたり、できることをやっ
ていきたい。

第5委員会 名古屋の文化を生かしたにぎわいのあるまちづくり
サブテーマ

名古屋城を見学して、400年以上前の天井などの重要文化財が残っているの
を見ました。
それらが戦争によって失われることがないように、後世にさまざまな名古屋

城の財産を残していきたいと思いました。
●名古屋の文化の魅力をたくさんの人に知って
もらえるように情報発信していくことで、にぎ
やかなまちになると思う。

●名古屋城は空襲を受けたが、一時疎開によっ
て、貴重な品々は今も名古屋城に保管されて
いる。このように、後世に良いものを残したい
という思いが大切だと思う。

名古屋市会 検索検索

実際の名古屋市会の本会議・委員会の
ようすを見てみよう！

陸前高田市の子どもたちへのメッセージなどを届ける
ため、うかい議長が陸前高田市を訪問しました。

●ホームページで議会中継を見よう　
名古屋市ウェブサイト（市会情報）http://www.city.nagoya.jp/shikai/
では、本会議・委員会の生中継および録画中継をしています。録画中継で
は、過去1年分の本会議・委員会を視聴することができます。

●議会にきて会議のようすを見たり聞いたり
　してみよう（これを「傍聴」といいます）

本会議を傍聴したい方は、本会議の当日、市役所本庁舎1階の一般傍聴
用階段を上って、3階の傍聴席入口（車いすの方はエレベーターを利用
し、本庁舎3階の車いす用傍聴席入口）で、傍聴券を受け取ってください。
委員会を傍聴したい方は、委員会の当日、東庁舎2階の市会事務局議事課
で、傍聴許可証を受け取ってください。 右：うかい春美 名古屋市会議長

左：伊藤明彦 陸前高田市議会議長

「なごや子ども市会」本会議で、陸前高田市の子どもたちへのメッセ
ージを送ることが決まったことを受け、うかい春美名古屋市会議長が、
メッセージの冊子とビデオレターを届けるため、9月1日から2日にかけ
て陸前高田市を訪問しました。
うかい議長は、市内の小学校全8校にメッセージとビデオレターを用
意し、このうち4校を訪問し、児童に直接渡しました。
そして伊藤明彦市議会議長や戸羽太市長などと面会し、陸前高田

市の子どもたちからのメッセージへの返事についてお願いしました。
また、意見交換を行い、これからも子どもたちの交流を続けていきた
いとの認識で一致しました。

陸前高田市の現在のようす
～気仙大橋周辺に設置された「希望のかけ橋」～
※高台に宅地を作るために山を削ることで大量の土が
発生します。その土を地盤のかさ上げ工事に使うた
めに運ぶベルトコンベヤー専用のつり橋です。
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