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１ 「小学生との区政を話し合う会」会議録 

〇 日 時  令和２年１０月２３日（金）午後４時から午後６時 

〇 場 所  北とぴあ １３階 飛鳥ホール 

〇 テーマ  「これからの北区について」 

〇 出席者  小学生 ２０校５４名 

区長、政策経営部長、教育振興部長、企画課長、 

広報課長、広報課職員 
 

１．開  会  

 

◎広報課長 

  それでは、定刻より少し早いですが、皆さんお集まりいただきましたので、始めさせ

ていただきたいと思います。 

  本日は、「小学生との区政を話し合う会」に参加いただきまして、ありがとうござい

ます。 

  本日、司会を務めます広報課長です。よろしくお願いいたします。 

  はじめに、お願いさせていただきたいことがあります。 

  まず、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策についてです。 

 先ほど、皆さんも会場に入る時に使用したかと思いますが、入り口と会場内にアルコ

ール消毒液が置いてあります。会場に出入りする時や、会議の途中などにアルコール消

毒を行うようにしてください。また、飛沫拡散防止のため、会議中もマスクの着用をお

願いします。 

  次に、会議状況の撮影と公開についてです。 

  皆さんには、事前に写真などの提供について同意書を提出いただいていますが、今日

皆さんが話し合っている様子や発表している様子を写真に撮らせていただきます。 

  この写真を、各新聞社に提供したり、区のホームページなどに掲載したいと考えてい

ますので、よろしくお願いします。 

  それでは、まず花川区長から挨拶をいただきます。花川区長、お願いします。 

 

 

２．区長挨拶  

 

◎花川区長 

  皆さん、こんにちは。 

  本日は、「小学生との区政を話し合う会」に参加してくれて、本当にありがとうござ

います。 

  皆さんは、普段はあまり区役所について意識したことはないかもしれませんが、皆さ

んが通っている学校をはじめとする教育施設や図書館、体育施設の運営、また道路や公

園の整備なども区役所の仕事です。 
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あわせて、区役所では、今ある施設の運営や整備だけではなく、「北区で育ってよか

った」、「北区に住んでよかった」と区民の皆様に実感していただけるような取り組み

を計画的に推進しております。 

  そのためには、区民の皆様の様々なご意見を聞いて、力を合わせてまちづくりを進め

ていくことが必要です。 

  皆さんは、小学生であると同時に北区に住む区民の一人です。 

  今日は、「これからの北区について」をテーマにお友達と話し合い、発表してもらい

ます。 

  短い時間ではありますが、北区がもっと良いまちになるための意見や提案をたくさん

出してほしいと思っています。 

今日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

３．出席者紹介  

 

◎広報課長 

  花川区長ありがとうございました。 

  続きまして、本日の出席者をご紹介いたします。 

  改めまして、花川区長でございます。 

◎花川区長 

  今日は、ありがとうございます。 

◎広報課長 

  政策経営部長でございます。 

◎政策経営部長 

  よろしくお願いします。 

◎広報課長 

  教育振興部長でございます。 

◎教育振興部長 

  皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。 

◎広報課長 

  企画課長でございます。 

◎企画課長 

  こんにちは。よろしくお願いします。 

◎広報課長 

  よろしくお願いいたします。 

  はじめに、受付で本日参加いただきました皆さんに記念品をお渡ししました。 

  本来であれば、区長から直接皆さんお一人ずつに記念品をお渡ししたいところですが、

新型コロナウイルス感染症拡大の防止の観点から、区長からの記念品贈呈は割愛させて

いただきますのでご了承ください。 
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４．説  明   

 

◎広報課長 

  次に、机の上の配布資料などについて、確認をさせていただきます。 

  まず、「次第」です。続いて、「グループワークの進め方」。次に、「北区ニュース

４月２０日号」。あと、「区勢要覧」。あと、Ａ４の白紙のコピー用紙を１枚用意して

おります。また、グループごとに、Ａ３の黄色い用紙を配布しておりますので、確認し

てください。 

  不足している資料などがございましたら、申し出てください。皆さん、大丈夫でしょ

うか。よろしいでしょうか。 

  また、タオル、ハンカチ、クリアファイルなど、北区のグッズも置いてありますので、

よろしければ自宅に持ち帰って使っていただければと思います。 

  それでは、これから会議の進め方とテーマについて、説明いたします。 

  本日のテーマは、「これからの北区について」です。この後は、皆さんからいろいろ

と意見を出してもらいたいと思いますが、話し合いに入る前に、今年度の北区の予算な

どについて、簡単に説明をさせていただきます。 

  それでは、机の上に置いてある「北区ニュース４月２０日号」、こちらの１面を、ま

ずご覧いただけますでしょうか。 

  こちらでは、今年度の区役所で行っている主な事業を紹介しています。皆さんに直接

関係ありそうなところでは、左下の「子育てするなら北区が一番」のところです。教育

支援環境の充実に、１億４，７９５万円と書いております。小学生の学力フォローアッ

プ教室の全校実施などの予算でございます。 

  それと、その下の新たに取り組む学校施設の長寿命化に、３７億７，３４７万円の予

算を確保いたしました。こちらは、皆さんが通っている小学校の建物の機能や性能を充

実させるための予算でございます。 

  その他については、後ほどお読みいただければと思います。 

  次に、１枚めくっていただきまして、裏面を見てください。 

  まず、皆さんの頭の中で大きな財布を思い描いてください。この大きなお財布が区の

お財布だとします。 

その上で、上に円グラフが二つあるかと思いますが、先に左側の円グラフを見てくだ

さい。こちらに歳入と書かれています。これは、区のお財布に入っているお金のことで

す。入ってくるお金の内訳は、皆さんのお父さん、お母さんから納めていただいた税金

や、東京都からの補助金などです。 

  次に右側の円グラフを見てください。こちらは、歳出と書かれていると思います。こ

れは、区のお財布から払ったお金のことです。 

  それでは、どんなことにお金を使ったのか確認していきたいと思います。 

  今年の４月時点の北区の予算、お財布から出せるお金の金額ですが、１，５５６億３，

０００万円です。 

  ちょっと、金額が大き過ぎてピンと来ないかと思いますので、ここで今開いていただ

いているページの右下をご覧いただければと思います。令和２年度北区当初予算にみる

１，０００円の使い方。こちらは、１，０００円として考えて、何にどれだけのお金を

使ったのかをイラストにしたものです。イラストの１段目の左端の、「高齢の方や障害
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のある方などのために」３２９円。その隣の、「保育園や児童館の運営などに」２２７

円。１番目の右端の、「小学校、中学校、幼稚園などの運営に」は、１０５円になって

います。 

  区の予算がどんなものに使われたのか、少しだけイメージがついたのではないかと思

います。 

  続いて、「北区区勢要覧」を見てください。こちらを見ていただくと、写真がたくさ

ん載っているかと思います。北区の紹介をしていますので、話し合いの時にはこちらも

参考にしていただければと思います。今日の会議中に見ることができなかったページに

ついては、家に帰ってから見ていただければと思います。 

  ここまでで、何か質問はありますか。よろしいでしょうか。 

  それでは、次にこれから皆さんに行っていただく、グループワークについて説明しま

す。お配りしました「グループワークの進め方」をご覧ください。 

  本日の進行方法ですが、まずはじめに、グループの中で司会を１名、書記を２名決め

てください。 

  次に、個人ワークを行います。これからの北区について、まず一人で考えていただい

て、白色のＡ４用紙に考えたことを書いてください。また、なぜそのように考えたのか、

理由についても書いてください。例えば、「将来北区を花と緑がいっぱいのまちにして

いきたい」、その理由は「花と緑が多いまちだときれいだし、環境にも優しいと思った

から」。「高齢者の方が安心して暮らせるまちにしていきたい」、その理由は、「自分

たちの身近な場所に遊び場をつくってほしいから」ということが書かれています。これ

も、参考にしていただければと思います。 

  それが終わりましたら、グループワークを行います。個人ワークの時に考えたことを

グループのみんなに伝えてください。司会の人はみんなの話を聞きながら話し合いを進

めてください。書記の人は、黄色のＡ３用紙にグループで挙がった意見を書いてくださ

い。 

  次に、「グループワークの進め方」の裏面をご覧ください。 

  発表についてですが、発表はグループ全員で行います。発表の順番が来たら、グルー

プ全員で前に出てきて発表してください。発表が終わったら、自分の席に戻ってくださ

い。発表の流れについては、記載のとおり、「１番、はじめのあいさつ」、「２番、自

己紹介」、「３番、発表」、「４番、終わりのあいさつ」についてです。発表前に、プ

リントの「発表の流れ」の１番から４番について、もう一度確認をしておいてください。 

  また、発表は、意見をまとめるというよりは、「自分達のグループではこんなふうな

意見が出ました」といったように、グループの中でどのような話をしたかについて、簡

潔に発表をしていただければと思います。 

  最後に、注意事項です。 

  １番目が、「ほかの人の発言を遮らないこと」。 

  ２番目が、「どんな意見も最後まできちんと話を聞くこと」。一人一人順番に発言を

してください。そして発言している人の話は、最後までちゃんと聞いてください。発表

の時は、「私たちの班ではこんな意見が出ました」と発表してもらうので、自分の意見

とは違うと感じても、「その意見は間違っている」というふうには言わないでください。 

  最後、「分からないことがあったら、すぐ質問すること」。話し合いの様子を職員が

見て回ります。分からないこと、気になることがあれば質問をしてください。 
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５．討  議   

 

◎ 広報課長 

  それでは、「これからの北区について」、グループワークに別れて話し合いに入りま

す。 

  まず、はじめに５分間、個人ワークを行っていただきます。その後に、グループワー

クを行っていただきますので、まず個人ワークを始めてください。 

「これからの北区について」、まずお一人で５分間考えていただければと思います。 

  １６時１５分ぐらいまでに、考えてください。よろしくお願いします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・  個人ワーク  ・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

  そろそろ５分たちましたので、一旦個人ワークをやめていただいて、まず、司会１名

と書記２名を班の中で決めてください。 

  その後で、まだ個人ワークを続けていただく方は続けていただいても大丈夫なので、

一旦やめていただいてもいいですか。 

  まずは、司会１名、書記２名を決めてください。お願いします。 

 

・・・・・・・・・・・・・・  グループワーク  ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

６．グループ別発表  

 

◎広報課長 

  それでは、グループごとに発表をしてもらいたいと思います。 

  順番に、１グループからで大丈夫かな。もし、できている班は、手を挙げていただけ

ればそこから発表していただくということでいきますが。「私たちが一番先に発表した

い」という班があれば、挙手してください。 

 いませんか。 

  では、「４グループ」から最初に発表してもらいましょう。 

  では、発表が始まりますので、静かに聞きましょう。 

◎小学生（４グループ） 

  これから、４班の発表を始めます。お願いします。 

  田端小学校の〇〇です。西浮間小学校の〇〇です。神谷小学校の〇〇です。王子第三

小学校の〇〇です。赤羽小学校の〇〇です。王子第一小学校の〇〇です。 

◎小学生（４グループ） 

私たちの班では、様々な意見が出て、一つ目が、老人ホームを増やしてほしいという

意見で、ピンクの別冊の資料を見たところ、老人ホームのある場所が３か所しかないと

いうところに注目しました。北区は、東京区内の中でも高齢者が多いイメージがあった

ので、北区２２駅の中、３か所しかないとなると、高齢者の皆さん全員が入るわけでは

ないと思うのですけれども、ちょっと少ないかなというふうに感じたので、老人ホーム

を増やしてほしいなと感じました。 
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◎小学生（４グループ） 

  二つ目の意見は、障害者福祉センターを増やしてほしいという意見です。 

 同じく、別冊の５ページの北区の施設について載っているページを見ると、障害者福

祉センターが１か所しかないため、北区の人口の割には少ないから増やしたほうがいい

と思いました。 

◎小学生（４グループ） 

  三つ目は、北区はお年寄りが多いから、歩道橋とかが階段になっていると高齢者は登

ったりしにくいので、坂道にしたりして、高齢者でも暮らしやすいまちにしたらいいと

思いました。 

◎小学生（４グループ） 

  私は、高齢者問題を解決して、あと子育てとか交通もしっかりと充実している区がい

いなと思いました。 

 理由は、やっぱり大人になっても誇らしい北区であるといいなと思って、この案にし

ました。 

◎小学生（４グループ） 

  私は、駅前などに落ちているポイ捨てのごみなどをなくしたいと思いました。 

  ごみが落ちていたりすると、気分も下がってしまうし、環境にも悪いと思ったからで

す。 

◎小学生（４グループ） 

 私は、北区で交流会などの施設をつくることがいいと思いました。 

  理由は、北区で交流会をしたら、大人や子どもの人でも仲良くなれたりして、大人も

子どもも、ひとりぼっちの人が少なくなると思ったからです。 

◎小学生（４グループ） 

  ちょっと、もう一つあるんですけれども、「子ども家庭支援センター」というのが少

ないように感じました。名前だけを聞いても情報をあまり知らなくて、名前からは想像

できなかったんですけれども、職員さんに詳細を聞いたら、赤ちゃんが生まれる前のお

母さんとか、生まれた後のお母さんとかが、子どもについての悩みとか、そういうのを

支援するセンターと聞きました。やっぱり北区の中に１か所だけというのも問題がある

と感じて、さらに、私も情報不足で知らなかったところがあったので、もうちょっと北

区の小学校で紹介するとかしたほうが、皆さんに知ってもらっていいのかなと感じまし

た。 

◎小学生（４グループ） 

  ４班から出た意見は以上になります。ありがとうございました。 

◎広報課長 

  ４班の皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、次に発表したいという班があれば、挙手をお願いします。 

  一番最初に挙がった９班。 

◎小学生（９グループ） 

  これから、９班の発表を始めます。 

  稲田小学校の〇〇です。袋小学校の〇〇です。滝野川もみじ小学校の〇〇です。滝野

川第三小学校の〇〇です。第四岩淵小学校の〇〇です。王子第一小学校の〇〇です。 
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◎小学生（９グループ） 

私が考えたことは、小さい子からお年寄りまでが安心して生活できる場所です。 

  理由は、トイレが汚かったり、体の不自由な方々にも適したトイレがなく、街灯が少

なかったりして、夜になると暗くて危険だからです。 

◎小学生（９グループ） 

  これからの北区は、移動も、より安心できるまちにしていきたいと思います。 

  これは、私自身の経験なんですけれども、自転車を乗っていた際に、自転車ゾーンと

いうものが、そこの道路はなくて、道路の端を通っていた際に、横から来た車と危うく

ぶつかってしまいそうになりました。 

  また、北区などでいろいろと魅力があるところ、「飛鳥山公園」や「荒川」などを回

る際には、自転車に乗る方もいると思うので、道路の設備をもう少ししっかりとして、

北区の魅力があるところを安心して周ってほしいと思ったからです。 

◎小学生（９グループ） 

  私は、北区に大きな公園をつくってほしいと思います。 

  理由は、私は友達とよく野球をするんですけど、近くに大きな公園がなくて、野球が

できなかったり、十分にできないからです。 

  これからの小さい子にはすくすくと育ってほしいので、大きい公園が必要だと思いま

す。 

◎小学生（９グループ） 

  言われてしまったのですけれども、ポイ捨てとかの問題で、歩いている時にたばこや

ガムなどが捨ててあるので、それをなくしたいと思います。 

  理由は、気分が悪くなるし、そこに住みたくなくなってしまうからです。 

◎小学生（９グループ） 

  私が考えた意見は、北区に住む小さい子どもから高齢者の人たちが安心して住めるよ

うなまちにしていきたいと思いました。 

  理由は、安心して住めるまちじゃないと、いい区にできないと思うからです。 

◎小学生（９グループ） 

 私は、ちょっと右目があまり見えなくて、距離感がつかめなかったりするんですけど、

それで駅とかの点字ブロックや手すりに、とても助かっています。でも、場所によって

異なると思うけど、公共の施設とかでも階段などに手すりや点字ブロックがないところ

があります。目が完全に見えない全盲の人とかも大変だろうなと思うので、もっと手す

りとか点字ブロックがあるところを増やしたらいいと思いました。 

◎小学生（９グループ） 

  これで、９班の発表を終わります。ありがとうございました。 

◎広報課長 

  ９班の皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、８班いきましょう。 

◎小学生（８グループ） 

  これから、８班の発表を始めます。よろしくお願いします。 

  東十条小学校の〇〇です。稲田小学校の〇〇です。王子第二小学校の〇〇です。滝野

川もみじ小学校の〇〇です。第四岩淵小学校の〇〇です。滝野川第二小学校の〇〇です。

よろしくお願いします。 
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◎小学生（８グループ） 

８班で出たはじめの意見は、もっと公園を増やしてほしいということです。近くの公

園とかで遊んでいると、ボールが使えないという公園がたくさんあって、もっとボール

を使える公園を増やしてほしいなと思いました。 

◎小学生（８グループ） 

  二つ目は、喫煙所の設備をどうにかしてほしいということです。 

  喫煙所で、壁とかがないところは、周りに煙がいってしまうので、完全に壁で密封す

るのではなくて、上とかを開けて、周りに煙が広がらないようにする壁をつくってほし

いなという意見が出ました。 

◎小学生（８グループ） 

  三つ目は、いじめをどうにかしてほしいということです。 

  理由は、いじめとかって本当に苦しいし、時には自殺に導くことがあるからです。 

  いじめをどうにかするために、ちゃんと先生の教育をしっかりしたり、子どもに道徳

の教育をしっかりしてほしいと思いました。 

◎小学生（８グループ） 

  この班では、他に、夕焼けチャイムの時間を１０月と２月は５時に鳴らしてほしいと

いう意見が出ました。 

  まだ暗くなっていないのに、４時半にチャイムが鳴ると、６時間の日はなかなか遊べ

ません。１０月と２月は、５時でもまだ日の入りはしていません。５時に鳴らしても、

暗くはなっていないので、５時に鳴らしてほしいと思いました。 

◎小学生（８グループ） 

 暗い道などに、街灯などの灯りを増やしてほしいと思います。 

  理由は、最近不審者などが増えて、暗い道などは人の通りも少ないので、何かあって

も、１人で出かけたりするのがちょっと不安だという人もいるから、街灯を増やしてほ

しいと思いました。 

◎小学生（８グループ） 

  私は、学校や公共施設などにグリーンカーテンをつくってほしいと思いました。 

  その理由は、地球温暖化で気温が上昇しているので、熱中症患者が年々増えてきてい

るからです。 

◎小学生（８グループ） 

  ８班で出た意見は以上です。これで８班の説明は終わります。 

◎広報課長 

  ８班の皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、次は１班行きましょう。 

◎小学生（１グループ） 

  これから１班の発表を始めます。 

  王子第三小学校の〇〇です。としま若葉小学校の〇〇です。王子第二小学校の〇〇で

す。滝野川第三小学校の〇〇です。袋小学校の〇〇です。王子小学校の〇〇です。 

◎小学生（１グループ） 

まず、一つ目の意見は、挨拶が多いまちにしていきたいなと思います。 

例えば、店員さんとお客さんが挨拶することによって、防犯にもなるし、顔も覚えて

仲良くなって、もっと売上がアップしたりとか、たくさんのメリットがあると思うので、
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挨拶が多いまちにしていったほうがいいかなと思いました。 

  自分たち一人一人から始めれば、ちりも積もれば山となるということで、それぞれ影

響されて、よいまちになっていくと思います。 

◎小学生（１グループ） 

  二つ目の意見は、みんなが安心して暮らせるようなまちにしたいと思います。 

  高齢者と若い人たちの意見は違うけれども、その意見を合わせることで、みんなが安

全で安心して暮らせるようなまちができると思ったからです。 

◎小学生（１グループ） 

  私は、もっと子育てをしやすいまちにしてほしいと思いました。 

  理由は、最近、親から子どもへの虐待とかがあって、それはお母さんやお父さんのス

トレスとかが原因で、子どもに当たっちゃったりすると思うので、お父さんやお母さん

の心の支えになることをしたほうがいいと思ったからです。 

◎小学生（１グループ） 

  私は、新しい公園をつくってほしいです。 

  理由は、公園は近くにあるけど、あまり遊具がなくて、楽しめないところがあるから

です。 

  もう一つの理由が、これからの小さい子たちが楽しめる、笑顔になれる北区になるよ

うにしたいからです。 

◎小学生（１グループ） 

  言われちゃったんですけど、私は豊かな公園をつくってほしいという提案をします。 

  理由は、北区に大きい公園をつくれば、子どもたちの遊び場にもなるし、観光スポッ

トとして人気にもなるからです。北区にとっては収入を見込めるし、豊かな土地になる

からいいなと思いました。 

◎小学生（１グループ） 

  「ＳＤＧｓ」の「１８Ｒ」の徹底をした方がいいと思います。 

  理由は、それで知ってもらえると、環境に優しい北区になるし、若い人に知ってもら

えれば若い人が増えて、伝統がたくさんある北区の文化を若い人が受け継いでいってく

れればいいと思いました。 

  これで、１班の発表を終わります。 

◎広報課長 

  １班の皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、次は５班お願いします。 

◎小学生（５グループ） 

  これから、５班の発表をしたいと思います。よろしくお願いします。 

  田端小学校の〇〇です。荒川小学校の〇〇です。稲田小学校の〇〇です。赤羽小学校

の〇〇です。王子第一小学校の〇〇です。西浮間小学校の〇〇です。 

◎小学生（５グループ） 

まず、私の意見なのですけれども、私は治安がいいまちにしたいと思います。 

 理由は、治安がよくないと、登下校する際に安心して帰ったりできないので、治安を

よくして、治安のよいまちがいいと思います。 
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◎小学生（５グループ） 

  私は、誰でも安心して気分よく暮らせる社会にしたいと思いました。 

  理由は、最近、たばこの吸い殻や空き缶やビニール袋を捨てている人がいたりしたの

で、転んでしまう人がいたら危ないし、気分よく生活できないと思うし、動物が食べて

しまう可能性もあり得ると思ったからです。 

◎小学生（５グループ） 

  私の意見は、家族世帯や、若者が住みやすいまちにしたいと思いました。 

  理由は、ピンクの本の４ページの３を見ると、北区の人口の推移があります。いろい

ろな世代の人達が北区に住むことで、北区がもっと明るいまちになると思ったからです。 

◎小学生（５グループ） 

  私は、ごみが少ないまちにしていきたいと思いました。 

  ごみが多いと、高齢者が転んで大けがにつながるかもしれないことと、ごみが少ない

と、まちがよりきれいになって、高齢者が安全に歩けて、そして、より北区の環境がよ

くなると思うからです。 

◎小学生（５グループ） 

  私は、緑が豊かなまちにしていきたいと思います。 

  その理由は、地球の環境がよくなっていって、緑があることによって自然と触れあっ

て暮らせて住みやすくなると思ったからです。 

◎小学生（５グループ） 

  僕は、お年寄りの方でも安心して生活できるようなまちにしていきたいと思いました。 

  ピンクの本の付録みたいなやつに、お年寄り等の人数が多いとあり、お年寄りの人で

も安心して生活できるようにしたら、みんな安心して生活していけると思うからです。 

◎小学生（５グループ） 

  ５グループで出た意見は以上です。 

  これで、発表を終わります。 

◎広報課長 

  ５班の皆様、ありがとうございました。 

  それでは、６班。 

◎小学生（６グループ） 

  これから、６グループの発表を始めます。 

  西浮間小学校の〇〇です。なでしこ小学校の〇〇です。稲田小学校の〇〇です。田端

小学校の〇〇です。王子第一小学校の〇〇です。荒川小学校の〇〇です。 

◎小学生（６グループ） 

  まず、最初の意見は、ボール遊びができる公園を増やしてほしいということです。 

  理由は、ボール遊びができるところはあるにはあるけれども、まだ少ないと感じます。

それに、学校の先生が、「最近ボール遊びができるところがなくなってきているから、

体育にも影響が出ている。」と言っていて、ちゃんとみんながのびのび遊べるところが

あったらよいと思ったからです。 

◎小学生（６グループ） 

  私の意見は、安心して暮らせるようなまちづくりをしてほしいということです。 

 最近、ポイ捨てや不審者などの情報が多く、安心した暮らしができるような対策が必

要だと感じるからです。 
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◎小学生（６グループ） 

  私は、清潔できれいなまちにしていきたいです。 

  理由は、最近、公園や道路にポイ捨てをしている人がどんどん増えていっているので、

ポイ捨てをしないまちにしたいです。例えば、公園でお祭りをする時に、屋台で買って

そのまま食べて、ゴミ箱に捨てないでポイ捨てをするので、そういうのを全部なくして、

清潔できれいなまちにしていきたいです。 

◎小学生（６グループ） 

  私は、いろいろな人と交流できるまちにしたいと思います。 

  理由は、災害時などに協力できるのと、相談できる人がいればストレスとかも減ると

思ったからです。 

◎小学生（６グループ） 

  私は、障害者も健常者も一緒に遊べるまちにしたいです。 

  理由は、みんなで一緒に遊んだほうが楽しいし、今はそういう環境が整っていないよ

うに感じるからです。 

◎小学生（６グループ） 

  私は、将来、北区をいろいろな生き物が住むまちにしたいと思います。 

  生き物と触れ合うことは、子どもたちにとって大切な時間だし、生き物について興味

を持ったりしてほしいと思ったからです。 

◎小学生（６グループ） 

  これで、６グループの発表を終わります。 

◎広報課長 

  ６グループの皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、次は、７班行きましょう。 

◎小学生（７グループ） 

  これから、７班の発表を始めます。よろしくお願いします。 

東十条小学校の〇〇です。滝野川第二小学校の〇〇です。王子第二小学校の〇〇です。

なでしこ小学校の〇〇です。としま若葉小学校の〇〇です。滝野川もみじ小学校の〇〇

です。 

◎小学生（７グループ） 

私は、ごみ拾いを小学校のボランティアでしたほうがいいと思いました。 

  理由は、ポイ捨てが多いという意見があったので、小学校や中学校がボランティアで

やれば、近くの道や小学校の周りがきれいになると思ったからです。 

◎小学生（７グループ） 

  私の意見は、ポイ捨てなどのごみを減らしたいです。 

  前に、道にガムなどが落ちていたり、公園の裏に発泡スチロールなどのごみがたくさ

ん落ちていたりして、嫌だなと思ったからです。他にも、川にごみがたくさん流れてい

たからです。 

◎小学生（７グループ） 

  私は、公共機関のトイレをきれいにしてほしいと思います。 

  トイレはみんなが使うもので、そのトイレが汚れていると、その周辺も汚いというよ

うなステレオタイプが働いてしまうので、トイレをきれいにすることは、北区全体がき

れいになる一歩だと思います。 
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◎小学生（７グループ） 

  私も、ポイ捨てのないまちにしていきたいです。 

  理由は、公園に落ちているごみがなくなると、快適に過ごすことができるし、区の自

慢でもある自然の多いきれいなまちにできると思ったからです。 

◎小学生（７グループ） 

 私は、駐輪場ではないところに停めている自転車を撤去する道を、多くしたほうがい

いと思いました。 

  なぜなら、自転車が多いと、道の妨げになるし、点字ブロックなどが隠されたりして

目が悪い人が通れなくなるからです。 

◎小学生（７グループ） 

  私は、コロナで買い物へ行く人が減ってしまったので、買い物に力を入れてほしいと

思います。 

  理由は、テレビで、好きな飲食店が潰れてしまい悲しんでいる人が増えているとやっ

ていたからです。なので、そういう人が１人でもいなくなってくれるとうれしいと思い

ました。 

  また、飲食店や買い物ができる所がにぎわってくると、北区のまちの幸せにもなると

思うのでいいと思います。 

◎小学生（７グループ） 

  これで、７グループの発表を終わります。 

◎広報課長 

  ７グループの皆さん、ありがとうございました。 

  それでは、２班。 

◎小学生（２グループ） 

  これから２班の発表をします。よろしくお願いします。 

袋小学校の〇〇です。第四岩淵小学校の〇〇です。神谷小学校の〇〇です。滝野川第

五小学校の〇〇です。赤羽小学校の〇〇です。王子小学校の〇〇です。 

◎小学生（２グループ） 

私は、街灯を増やしてほしいと思いました。 

  理由は、私の家の前は夜になるとすごく暗くなるので、街灯がついているほうが危な

くないと思ったからです。 

  実際に、前に、家の前で事件があったから、少し心配だなと思ってこれにしました。 

◎小学生（２グループ） 

  私は、子どもを大切にするまちにしていきたいと思いました。 

  理由は、今の時代子どもが減ってきているし、最近知ったのですが、保育士になりた

いのに大学にいくお金がなくてなれなかった人がいるということを知りました。 

  環境次第で、生活や夢が変わってしまうことがあるので、子どもを大切にするまちに

していきたいと思いました。 

◎小学生（２グループ） 

  私は、保育園や幼稚園の定員を増やしてほしいと思います。 

  今、３歳の子が家にいますが、その保育園は３歳までしかいられません。来年は、ち

ゃんと保育園に入れるのか不安です。 
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今の保育園は遠いし、坂道を登った所にあるので、自転車に乗せている親は大変だと

言っているからです。 

◎小学生（２グループ） 

  私は、公園や道にポイ捨てをしないまちにしたいです。 

  理由は、ポイ捨てをしてしまうと、きれいなまちが汚いまちになるし、人に迷惑がか

かるからです。特に公園が汚いと思いました。 

  公園は遊ぶところで、お菓子やジュースを食べたり飲んだりして、そのまま地面に捨

てる人がいるから、そのまま捨てるのではなく、ごみ箱に捨てるようにしたほうがいい

と思いました。 

◎小学生（２グループ） 

  私は、北区の観光地に外国人用のパンフレットをつくったほうがいいと思いました。 

  理由は、北区には滝野川公園や飛鳥山公園など、とても歴史的ですばらしいものがた

くさんあるのに、来る人が少ないからです。これからも、海外から観光で北区を訪れる

人もいます。なので、パンフレットをつくったほうがその人達のためになると思いまし

た。 

  パンフレットの内容は、日本語を直訳しただけではなくて、その通訳をしてくださる

ライターや編集者の力を使って、ちゃんとパンフレットをつくったほうがいいんじゃな

いかなと思いました。 

◎小学生（２グループ） 

 これで、２班の発表を終わります。ありがとうございました。 

◎広報課長 

  ２班の皆さん、ありがとうございます。 

  それでは、最後に３班、お願いします。 

◎小学生（３グループ） 

  これから、３グループの発表を始めます。 

王子小学校の〇〇です。神谷小学校の〇〇です。浮間小学校の〇〇です。滝野川第五

小学校の〇〇です。赤羽小学校の〇〇です。王子第三小学校の〇〇です。 

◎小学生（３グループ） 

私は、北区は高齢者をすごく大切にしていていいと思いますが、若い人を呼び込むた

めにも、ＳＮＳなどでもっと伝統的な「王子の狐」や「飛鳥山公園」などを発信して、

若い人を呼んだほうがいいと思います。 

◎小学生（３グループ） 

  私は、地域で防犯のポスターをつくったらいいと思います。 

  理由は、遊んでいる時に笛や防犯ブザーをほとんどの人が持っていないので、何かも

し事件が起きた時に安心してブザーを鳴らせるように、地域の人とかに声をかけてポス

ターをつくったほうがいいと思いました。 

◎小学生（３グループ） 

  私は、津波タワーをつくったほうがいいと思いました。 

  理由は、和歌山の祖母の家の隣に津波タワーがあるのですが、東日本大震災の前につ

くられたもので３階建てぐらいしかないので、それを超えた津波タワーをつくったほう

がいいと思いました。 
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◎小学生（３グループ） 

  私は、家の近くに貝塚があるのですが、あまり広く知られていないので、もっと広く

知ってもらえれば、他の区の人からも、北区っていいなと思ってもらったり、北区に住

んでみたいなと思う人も増えると思うので、そういう歴史あるものを広く知ってもらえ

るといいなと思います。 

◎小学生（３グループ） 

  私は、韓国から来た人なんですけど、日本語が難しくて、少し苦労したんですけど、

外国人向けの塾や学校をつくったら、外国人が「ここは住んでもいいな」、「ここに住

んだら安心だな」と思える北区をつくっていきたいと思います。 

◎小学生（３グループ） 

  私は、住んでいる北区の歴史を知ることが大事だと思いました。 

  理由は、自分の住んでいるまちを誇らしく思うには、歴史を知ったりすることが大事

だと思ったからです。 

 それで、北区は高齢者のまちで高齢者の方が多いので、その人たちを学校に招待して

授業をやってもらったりして、それで北区の歴史を広めてもらうといいなと思いました。 

◎小学生（３グループ） 

  ３グループで出た意見は以上です。これで、３グループの発表を終わります。 

◎広報課長 

  ３グループの皆さん、発表をありがとうございました。 

  皆さん、様々なすばらしい発表をしていただきましてありがとうございました。 

 

 

７．感  想   

 

◎広報課長 

  それでは、皆さんの発表を聞いた区の出席者から、一言感想をいただきたいと思いま

す。 

◎企画課長 

  皆さん、発表ありがとうございます。 

  私は、北区役所で企画課長という仕事をしています。やっている仕事は、何かという

と、今、みんなが考えてくれたように、２０年後とか３０年後の北区をどうしたらよく

できるだろうというのを、毎日考える仕事です。ですので、皆さんからいただいた意見

については、持って帰って、職場のみんなと話をしたいと思います。 

一つ一つ、各班で発表いただいた内容に、少しコメントさせていただきたいと思いま

す。 

はじめに、４班さんですが、駅の数に対して、施設の数が少ないのではないか、例え

ば、老人ホームとか、障害者福祉センターとか、あと子ども家庭支援センター。また、

施設で何をしているのか、もうちょっと紹介したらいいのではないかというご意見をい

ただきました。確かに名前を聞いても何をやっているのかよく分からないと思うので、

どうしたらやっている仕事をみんなに知ってもらえるのかというのをよく考えたいと思

います。 
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その次の９班さんからは、トイレのお話とか街灯が少なくて危険というご意見をいた

だきましたが、他の班からも同じようなご意見をいただきましたので、注意していきた

いと思います。また、自転車の乗りやすいまち。というのも、大切な意見だと思います

ので、そうしたところにも気を付けたいと思います。 

  ８班さんからは、具体的な話で夕焼けチャイム。４時半から５時はまだ日が落ちてな

いのに、チャイムが鳴るよねというご意見をいただきました。結構いろいろな方からこ

うした意見はいただくのですけれども、今日も皆さんからご意見をいただいたので、北

区役所でもいろいろと考えていきたいと思います。 

  その次に、１班さんですけれども、子育てのしやすいまちにするために、お父さん、

お母さんの心の支えをすることで虐待がなくなるのではないかというご意見をいただき

ました。とても大切な意見だと思います。これまでも、北区は頑張っているつもりです

けれども、もっと力を入れて頑張らないといけないかなと思いました。また、ＳＤＧｓ

とか１８Ｒの話も出てきました。この辺も、北区は始めたばかりですので、今後一生懸

命考えていかなくてはいけないなと思いました。 

  その次、５班さんですけれども、治安のよいまちにしてほしい、学校や塾の帰りに、

安心して帰れないというお話をいただきました。治安はものすごく大事だと思っていて、

みんなが安心して住めるからこそ、北区に住んでみようかなと思う一番初めのところだ

と思います。この話については、北区役所だけではなくて、警察の人達とかと連携して

つくっていくものかなと思っていますが、そうした取り組みにも、今後力を入れていく

必要があるなと思いました。 

  その次、６班さんでは、他の班でも出ていたんですけれども、ボール遊びができる公

園を増やしてほしいということで、学校の先生からもご意見をいただいていて、確かに、

北区は結構大きい公園もあるのですけれども、公園をつくってくださいというご意見が、

今年だけではなくて、毎年こういった「区政を話し合う会」の中でいただいています。

今後も、北区は頑張っていたいと思います。また、いろいろな人と交流できるまちにし

てほしい、交流できることによって災害時の協力であったりとか、何か困った時に相談

ができる、これもすごく大切なことだと思っていて、今、北区でも、いろいろなまちに

職員がお邪魔して、交流できるように話し合いの場をつくっていったりしていますけれ

ども、こうした取り組みも、小学校ですとか中学校のみんなにもいろいろと相談させて

もらいながら進められるといいなと思いました。 

  その次、７班さんですけれども、公衆トイレの話が出ました。他でも出ていましたけ

れども、公衆トイレをきれいにしてほしい。公衆トイレをきれいにしていくことが、北

区全体もきれいになる。これは、本当に北区でも、こうした考えをもとに、今、一つず

つなんだけれども、公衆トイレをきれいにしています。田端に住んでいる人いますか。

田端の駅前とか、飛鳥山公園のトイレも改修をしています。今後も、力を入れてやって

いきたいと思います。また、このコロナの状況において、買い物に力を入れてほしいと

いうご意見をいただきました。普段買い物をしているお店が潰れると悲しいし、普段利

用している商店街などがにぎわっていくことによって、みんなの気持ちも盛り上がって

くるのかなと思っています。北区は、ここにも力を入れて頑張っていきたいと思います。 

  ２班さんでは、保育園や幼稚園の定員を増やしてほしい。「今３歳で、その後どうし

よう、遠くて大変。」というお声をいただきました。正直言って、小学生のみんなから

こういった意見をもらうとは、私自身は思っていなかったです。お父さん、お母さんか
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ら保育園に関するお話は結構いただき、北区は今も頑張っているところですけれども、

今後も引き続き頑張りたいと思います。また、観光地に外国人用のパンフレットを置い

たほうがいい。それも、ただ直訳するのではなくて、具体的に通訳さんとかライターさ

んとか、編集者さんに協力してもらうといいものができるのではないか。という意見も

いただきました。そうした力を持っているノウハウのある人達にいろいろと協力をして

もらうことによって、北区はどんどんよくなると思うので、こうした意見を参考にさせ

ていただきたいと思います。 

  最後に、３班さんですけれども、若い人を呼び込むため、ＳＮＳとかで伝統芸能とか

をもっと発信していったほうがいいのではないか。という意見でした。この班は、結構

歴史の話とかもいろいろと出ていました。北区には、みんなが言ってくれたように、「狐

の行列」や志茂の「オビシャ」等、いろいろな伝統行事、いいものがたくさんあります。

そうしたものを、今日横にいる広報課長のところでいろいろと発信をしています。今も

フェイスブックとかツイッターとか、最近はラインも始めたりして、そういうところで

ＰＲを始めているので、今後もそういったところに力を入れていきたいと思います。 

  全体的にポイ捨ての話が多いのかと思ったのですけれども、本当に幅広くご意見いた

だいて、僕自身すごく勉強になりました。ありがとうございました。 

◎広報課長 

  政策経営部長、お願いします。 

◎政策経営部長 

  今日は、皆さん、「小学生との区政を話し合う会」に参加していただき、また、発表

していただいてありがとうございました。 

  ここから、皆さんがいろいろと話し合いをしていた様子を見ていましたけれども、こ

ういうグループでお話をするってことに、みんな慣れているのかな。役割をぱっと決め

て、ルールを守って話し合いをして、発表の場でもすごくみんな落ち着いてしっかりと

発表できていてすごく感心しました。 

  やはり、自分たちの子どもの時、随分前は、こういったグループで授業を受けること

はほとんどなかったし、人前で発表するというと、ものすごく緊張してしまっていまし

た。みんなも多少は緊張したのかなと思うけれども、すごくうまく話を伝えてくれたな

と思います。 

  今、企画課長から班ごとの話があったので、自分は、少し多く出てきたところをコメ

ントさせていただければと思います。 

  区長は、小学生の皆さんからいただく意見を、いつもすごく楽しみにしています。 

  これが終わると、やはりこうしたほうがいいのではないかとか、前にも、トイレが汚

いという意見があった時に、少しでも北区のトイレをきれいにしていきたいとか、公園

の話も区長はすごくよく覚えています。 

  今年はコロナで、区長もまちに出ていく機会が減っていて、こうやって皆さんからの

ご意見を聞けることをすごく楽しみにしているんですね。そんなこともあって、皆さん

からもらった意見というのは、区政に少しずつでも反映できればなと思っています。 

  まず、安心・安全に関する話がすごく多かったなと思っています。必ず、街灯が少な

い、道が暗いと言われるんですが、それって本当に怖いことですよね。ぜひ、区として

も、どこが本当に暗いのかなというのをきちんと見定めて、ちゃんと対策をしないとい

けないなと思っています。 
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  それから、トイレに関しては、まだまだ汚いところもあったりして、公園のトイレは

入れないよとか、駅前のトイレは使いたくないという子もいると思うので、少しずつで

も解消していければなと思っています。 

  それから、ごみとたばこですが、やはり、たばこに関しては、北区に住んでいる若い

方から大人の方まで、いろいろな意見が北区に来ています。 

  そうした中で、駅前を見ていただくと分かると思うんだけど、どこの区でもやってい

るパーテーションをつくって、少しでもたばこを吸う人と吸わない人の権利を守るとい

うのかな、吸うところもあるんだけど吸わない人も煙を吸い込むことがないような、そ

ういうこともしてきています。 

  ただ、まだまだ対策が不十分かなと思うので、こういうことをやって、きれいなまち

をつくっていきたいと思います。 

  それから、やはり、公園に関しては、いつも様々な意見をいただいています。 

  北区で公園をつくる時は、区が勝手に公園をつくるのではなくて、必ずワークショッ

プというものをやって、どんな公園にしたいですかというのを、北区に住んでいる方に

聞いているんですね。でも、やはり、若い皆さんは参加しなくて、どちらかというと大

人の方が多いから、そういった方達の意見の公園になってしまっているかもしれません。

ぜひ、こんな公園がいいとか、そういう意見があったら、我々もきちんと皆さんの意見

を聞いていきたいので、これからも発信していってほしいなと思います。 

  それから、お年寄りが多いというお話とか、子どもさんのお話が出ました。自分が聞

いていて、やはり高齢者の方から小さな子までが本当に住みやすいまちにしていきたい

と思います。 

  そのためには、交流という言葉が出ていたけど、お年寄りから子どもまでが交流でき

るまちをつくる、お年寄りが学校で授業をするという意見がありました。今では学校に

よってはやっているかもしれないけど、きっとお年寄りの方にも楽しい時間になると思

うし、小学生の皆さんも貴重な話が聞けると思うので、そういうのも本当にやれたらい

いなと思っています。 

  あと、障害者のお話が出ました。点字ブロックとか手すりとかが、当たり前にある北

区になっていかなくてはいけないと思っています。「バリアフリー」という言葉を聞い

たことがあると思いますけれども、そういったことが自然に、当たり前になるように、

少しずつでも準備をしていけたらなと思います。 

  あと、いくつかいただいた意見で面白いなと思ったのが、歩道橋の話です。歩道橋は、

昔はすごく必要だったから、今でもまちの中にあれだけあると思うんです。ただ、今は、

歩道橋を使わないから撤去してほしいという話が結構あるんです。歩道橋のように、昔

は必要だったものが、時とともに必要がなくってくるというものもあって、自分達が仕

事をしていると、そういった話をきちんと受け止めて、仕事をしていかなければいけな

いなと思います。 

  あと、中里貝塚の話が出ていました。あれだけの貝塚は、日本だけでなく世界に誇れ

るものなのですけれども、本当に知られていない。そういった意味では、ご意見をいた

だいたように、広く伝えていける工夫が大事だなと思っています。 

  あと、外国人向けのパンフレットとか、外国人向けの塾とかをつくるという話があり

ました。そういう意見は、我々はなかなか気がつかない視点ですね。もちろん外国人の

ことも考えて日々仕事をしているんですけど、気づかない部分があるので、そういう意
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見を多く伝えていただけたらうれしいなと思っています。 

今日は、本当にすてきなキーワードをいくつかもらったと思っています。例えば、「大

人になっても誇らしい北区」、「挨拶の多いまち」、「笑顔になれる北区」、「子ども

を大切にするまち」など、そういう言葉が皆さんの感覚の中に自然にあって、それはす

ごく自分もうれしく思っています。 

 感想は以上ですが、皆さん、勉強とか運動とかですごく忙しいと思っています。数か

月したら中学生になっていくと思うんですけど、小学生や中学生が北区のことを考える

ということは、なかなか少ないと思います。でも、ぜひ、時々でいいので、これからも

北区のことを考えてもらって、こんな北区であってほしいとか、こうしたらよくなるの

ではないかというのがあったら、どんどん意見を挙げてもらえたらうれしいかなと思っ

ています。 

  本当に、今日はありがとうございました。以上です。 

◎広報課長 

  教育振興部長、お願いします。 

◎教育振興部長 

  私は、北区で教育振興部長をしています。 

  教育振興部長というのは、教育委員会というところで、小学校や中学校等の整備をし

たり、皆さんの学校運営について考えたり、それから、今日もお話が出ていたような安

全・安心ということも含めて地域の人たちと一緒にやっています。それから、子ども未

来部というところが別にあるのですけれども、そこでは今日もお話に出ていた保育園の

待機児童の解消とか、そういうことに取り組んでいる部署です。 

  先ほど、企画課長、政策経営部長からも話がありました。細かいことは、今、話が出

たので、私からはあまり細かいことを言うつもりはありません。 

  ただ、政策経営部長も言っていましたけれども、私は、去年からこの教育振興部長を

やっています。学校で皆さんの学習を見る機会も多々あります。今日もそうですけれど

も、皆さんが授業中に短時間で本だったりタブレットの中から情報を収集して、そこか

ら自分の考えをまとめて、グループで討議して、皆さんの前で発表するというところま

で、すごく訓練されていて慣れているなというのは感じています。 

  今日も、限られた時間の中で、自分の意見を一人一人まとめて発表していた姿がすば

らしかったなと思っています。 

  発表もすごかったですけど、もっとすごいのは、皆さんが人の発表をしっかり聞けて

いるなと思いました。 

  だんだん、もう飽きてきちゃって、人の話なんかいいやとか、自分の発表が終わった

らどうでもいいやと思っている人も多い中で、今日の人達はそう言う人が１人もいなく

て、人の話をきちんと聞いているというような姿勢というのは、すごく大切だなと思い

ました。それが、今日の発表の中にも表れているなと思ったのがいくつかあります。 

  やはり、子どもたちが住みやすいまち、それから高齢者や障害者が住みやすいまち、

お年寄りとかが元気で、それから安全・安心のまちというような観点での意見がすごく

多かったなと思っています。 

  自分達がこうしてほしいという意見もありましたけれども、自分達だけではなく人の

ことも思いやり、よく考えてくれている、また、まち全体のことや北区のことを考えて

くれているなというところがすごくありがたいし、感心しました。そういう皆さんが北
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区で育ってくれているというのは、教育委員会として、すごくうれしく思っています。 

  先ほど政策経営部長も言っていましたけれども、これから皆さんは、中学校に上がっ

ていくわけですけど、これからまた、いろいろなところで学んだり、壁にもぶつかった

りすると思いますけれども、今日のような経験を通して、さらに成長していってほしい

なと思っています。 

 今日の話の中では、ごみ拾いの話の中で、自分達小学生がボランティアでやったらど

うかとか、それから北区の歴史の話で、高齢者に学校で授業をしてもらったらどうかと

いうような話が出ました。それから、いじめをなくすという話の中で、先生をもっと教

育してほしいというような話もありました。いじめについては、私ども教育委員会とし

ても、すごくあってはいけない、なくしていきたいなと思っていることです。 

今日ここに来る前に、会議がありました。何の会議かというと、「いじめ問題対策連

絡協議会」という会議でした。これは、私ども区の職員と、それから幼稚園などの先生、

地域の方々、それから警察の人が来て、いじめをどうやってなくしていったらいいのか

というような話し合いをする会議でした。その中で、今問題になっているのは、インタ

ーネットを通じたいじめです。皆さんも、ＳＮＳ等を使っているかもしれません。スマ

ホのラインでやり取りをする中で、人の悪口を言ったりとか、そういうことをしてはい

けませんよというようなことも含めて考えています。また、ゲームをやり過ぎてしまっ

て寝る時間がなくなってしまう、昼夜逆転して学校に来れないというようなことが起き

ないようにするためには、どうしたらいいかなということを考える会議でした。 

  皆さんの中にはそういう人はいないと思いますけど、いじめを起こさない社会につい

ては、これからよく考えていかなくてはならないですし、私たちも皆さんと一緒にそう

いうことをなくす社会と学校をつくっていきたいなと思っています。 

  今日は、本当に様々な意見をいただきまして、これから北区としても取り組んでいき

たいなということがいっぱいありました。 

  皆さんと一緒に、これからいい北区をつくっていきたいと思います。 

  どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

◎広報課長 

  区側の出席者から感想をいただきました。 

  今、教育振興部長からもお話があったと思いますが、感想についても本当にしっかり

聞いていただいたなという印象を持っています。 

  今日、発表してくれた「みんなが北区に期待すること」は、やはりできるだけ叶えて

いきたいなと。また、皆さんとともにつくっていきたいなと感じました。 

  ありがとうございました。 
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８．閉  会  

 

◎広報課長 

  それでは、最後に、花川区長から閉会のご挨拶をさせていただきます。区長お願いし

ます。 

◎花川区長 

  本日は、大変すばらしい発表を本当にありがとうございました。 

  皆さんから、北区をよくしたいと、多くの意見や提案をこうして直接聞くことができ

て大変うれしく思っています。 

  すべてをすぐに実現させるのは難しいかもしれませんが、今日は課長、部長が来てい

ますので、今後、計画をつくる中で参考にしたいと思います。 

 本当にありがとうございました。 

  ここのところ大分秋めいてきています。秋と言えば、「スポーツの秋」、「読書の秋」、

「芸術の秋」など、様々な楽しみ方があります。いまだ新型コロナウイルス感染症の収

束には至っておらず、普段の秋とは異なりますが、皆さんも、しっかりと感染予防をし

ながら、元気にいろいろなことにチャレンジをしていただきたいと思います。 

  これで、「小学生との区政を話し合う会」を終了とさせていただきます。 

  本当に、皆さんありがとうございました。 

◎広報課長 

  花川区長、ありがとうございました。 

  それでは、ただいまをもちまして、「令和２年度小学生との区政を話し合う会」を終

了いたします。皆さん、お疲れ様でした。 
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２ 「小学生との区政を話し合う会」写真 

令和２年度「小学生との区政を話し合う会」の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループワークの様子（１） グループワークの様子（２） 

グループワークの様子（３） グループワークの様子（４） 

発表の様子（１） 発表の様子（２） 

発表の様子（３） 発表の様子（４） 
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＜１グループ＞ ＜２グループ＞ 

＜４グループ＞ ＜３グループ＞ 

＜５グループ＞ ＜６グループ＞ 

＜７グループ＞ ＜８グループ＞ 

＜９グループ＞ 
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