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グループＡ 

高校生：杉森さん、砂子さん、石坂さん、小出さん、川崎さん 

議 会：髙橋議員、岩城議員、竹原議員、大浦議員 

 

Ｑ市議会を知っている？（特に地元の議員は知っている？） 

・分からない。地元か分からないが○○さんが配布物を配っているのは見た。 

・分からない。地元か分からないが△△さんだけは分かった。 

・分からない。 

・分からない。 

 

Ｑ市議会のイメージは？ 

・以前からいいイメージは持っていない。ＴＶなどで「○○問題」とか見るので。 

・イメージは湧かない。湧かないからこそ目に見えないところでがんばっていると思う。 

・不祥事の話を聞いたりするのでいいイメージはない。滑川市議会ではないと思うが、実

際はどうなんだろうとも思う。 

・ニュースとかで見るだけだが、あまりいいイメージはない。堅い空気で討論している感

じがする。 

・堅い空気で、難しいことを議論している。 

 

Ｑ市議会に望むものは？ 

・どんどん新しい意見を取り入れる状態であってほしい。 

・滑川は今のままでもいい所なので、それを長く維持できるようにしてほしい。 

・先ほど市議会にいいイメージを持っていないと言ったが、市議会に興味がなかったり、

知らないから悪いところだけ摘み取ってイメージしていると思う。新聞やＴＶを使って

もっとイラストなどを使って、「市議会はこんな話をしている。」「議題の内容はこれです。」

「こうすると皆さんにはこんな利益がある。」などと僕らに分かりやすく言っていただけ

れば、市議会に期待できると思うのでそのような活動をしてもらいたい。 

・仕事の内容や今の滑川市の問題点などを自分たちのような中高生や若い人にも今日のよ

うに伝えていってもらえたらと思う。 

 

Ｑ若い人に市議会へ興味を持ってもらうには？ 

・僕らからすると若者向けに議会が何かをやってくれてるように感じない。タラソピアの

話を聞いたことがあるが、若者にすると行ったこともないし、行く予定もないのでどう

でもいい。若者向けに何かをしてくれたら、「あぁこれ議会がやってくれたんだ。」と議

会の存在を知ってもらえると思う。 

・若い人の身近なものに、市議会が関わってサポートしていることを伝えたらいいと思う。 

・ピンポイントで若者に対して何かをする、そしてその結果が分かると市議会が若者に関

心があることが分かり、自然と興味が湧くと思う。 

・若者向けでなくてもいいが、市議会がやっていることをもっと発信してもらえると、私
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たちも「これも市議会で決めてやったことなんだ。」と理解できたら、もう少し興味が湧

くと思う。 

・私たちにとって利益になることを市議会がやっていると伝えてほしい。 

 

Ｑ滑川市の自慢できるところは？ 

・魚がおいしいって言うのはぱっとしない。 

・自分の経験で言えば事件があんまりない。 

・年を取ると今では感じられない自然だとか思うところがでてくるかもしれないが、今は

遊びたい、人生楽しみたい年頃なので、自慢と言われても出てこない。 

・ゲームセンター行こうとしても自転車で１時間くらいかかる。 

・私たちの世代ではないが、祖父母世代だと病院がちゃんとあって、交流プラザとか生活

するのに便利な場所がたくさんある。私たち世代が楽しい場所ではないが、祖父母世代、

親世代にはいいところだと思う。水道の水もそのまま飲める、東京の水は飲めないので

それはいいことだと思う。 

・東京に比べて人がやさしいと思う。 

 

Ｑ期待する滑川市の将来像は？ 

・滑川高校に薬業科があって力を入れているので、薬業で発展し有名になってほしい。 

・海が近い、自然が豊かなので、自然がずっと残っていてほしい。将来、市外に出て帰っ

てきたときに自然を見て、「あぁ帰ってきた。」と思えるように。住宅街ばっかりだとち

ょっと嫌なので、今より少しでも自然が増えて、いるだけで気持ちがリフレッシュでき

たらいい。 

・今あるもの、伝統的なものを続けてほしい。帰ってきたときにほっとするだろうし、続

けることがいいことだと思う。 

・高齢化社会になって若い人が少なくなると言われているが、若い人の割合を今のまま維

持してほしい。 

 

Ｑ中滑川駅前に何が欲しいですか？ 

・老人向けの物が建つと困る。 

・食事できる場所があると気軽に行ける。 

・館内でできる運動施設…トランポリンとか。総合体育センターはあるが、予約とかで使

えないことがある。もっと気軽に寄れる、みんなで遊べる、でも、実は健康寿命が延び

る、子どもの運動神経が良くなるなどいい影響がでるもの。どちらかといえば若者向け。 

・滑川高校生がよく使う駅なので、文房具や食べ物を買うことができる場所。 

・部活で遅くなったときに、飲食店があると助かる。 

・コンビニはそこで食べられないから、よっぽどじゃないと寄らない。飲食店だとみんな

で行って楽しく食べられる。コンビニよりは行くと思う。自分なら部活仲間と行く。 
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グループＢ 

高校生：萩原さん、辻角さん、森川さん、水野さん、前田さん 

議 会：原議長、中川議員、角川議員、脇坂議員 

 

Ｑ中滑川駅前に何が欲しいですか？ 

・若者が遊べる場所。カラオケ店だと広い世代で楽しめると思う。 

・市役所側を発展させたい。８号線沿線にいろんなお店ができており、そこに人が流れて

いる。中滑川駅前にショッピングセンターや買い物・食事ができる場所があればいい。 

・公園とかではなく、誰でも遊べる場所が欲しい。 

・スポーツとか、外で遊べるものが欲しい。具体的にはバスケのコート（3on3）。 

 

Ｑ滑川市に何があればいい？ 

・南部校下にコンビニが１つもない。１つくらい欲しい。 

・ショッピングセンター。土日に行きたい。遊び場が少ない。 

・友人が下校時に暗いので街灯がもっと欲しいと言っていた。 

 

Ｑ交流プラザや図書館で勉強する理由は？ 

・自宅にいると勉強以外のことを優先してしまう。みんな勉強している場だと集中できる。 

・図書館の休館日は交流プラザの勉強スペースが混むので、机を増やしてほしい。 

 

（高校生からの質問） 

Ｑ市議会では活動内容をどのように市民に説明しているのか？ 

（原議長） 

・エールに等身大パネルを立てて、議会での質問を貼っている。また、議会報告会を夜に

開催し、市民に説明している。それと、このような皆さんとの懇談会がある。この他に

ＣＡＴＶでの放送や議会だよりの発行がある。議会だよりは見たことがある？ 

※議会だよりは２名が見たことがあった。 

 

Ｑ地元の議員は知っていますか？ 

・□□さんは家が近いので知っている。 

・××さんが同じ地域なので知っている。 

・分からない。 

 

Ｑ市議会、議員のイメージは？ 

・堅い感じ。 

・ずっと真顔でいそう。 

・毎日、討論や会議をしていそう。 

・仲があまりよくなさそう。 

・お金持ち。 
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Ｑ滑川市の自慢できるところは？ 

・人柄がいい。 

・見学に行った時に水道水がおいしいと思った。 

・近所の人とコミュニケーションが取りやすい。 

・空気がきれい。 

・食べ物がおいしい。 

 

Ｑ滑川市に要望することは？ 

・今はなくなった市内のクレープ屋を利用していたので、クレープ屋があると嬉しい。 

・滑川高校の体育館がめちゃくちゃ暑い。空調が欲しい。 

・登下校時ののる my car（コミュニティバス）が少ないので増やしてほしい。土日の便も

含めて。 
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グループＣ 

高校生：長谷河さん、松井さん、大西さん、山本さん、佐藤さん 

議 会：開田副議長、尾崎議員、青山議員 

 

Ｑ市議会のイメージは？ 

・滑川をより良くするために話し合い、滑川市民としても誇り高いところ。 

・難しいことばかり話しているイメージがあり、自分にはあまり関係ないかなと他人事に

思っている。予算とかどんなふうに使うかとか難しく感じる。 

・自分たちの生活のためにいろいろと考え、決めてくれていると思うが、決め方やどんな

意見が出たのかはあまり分からない。もう少し中身を知りたい。 

・市全体をより良くしようとしていると思うが、具体的に何をしているか分かりにくい。

どんな意見があったのかなど。 

・小中学生の医療に力を入れているイメージ。鼻炎で医療費の援助を受けていたので自分

も親もそう思っている。 

 

Ｑ若い人に市議会へ興味を持ってもらうには？ 

・高校生と議員のつながりがない。内容がわからない人が多いので、出向いて講義などを

して接点を持てばいいと思う。 

・市議会の内容を説明するよりも、市にして欲しいことを若い人から聞いて、近づいてい

けばいいと思う。 

・高校に来てもらいたい。難しい言葉ではなく、分かりやすい言葉で説明してもらうと自

分でももっと興味が持てると思う。 

・このような機会があると市議会が何をしているのかよく分かる。 

・高校に来て、面白いテーマで討論をすると興味を持つと思う。たこ焼きと焼きそばのど

ちらが好きかなど、そんなテーマからでもいいと思う。 

・身近なこと、小さなニュースでも一緒に話し合うと興味を持つと思う。 

 

Ｑ滑川市の自慢できるところ、要望するところは？ 

・県内でも犯罪件数が少なく平和な場所だと思う。 

・スポーツに力を入れているし、大きな公園もいくつもある。スポーツが身近に感じられ

る。自分は吹奏楽部だが、運動部は身近に施設があり利用できるが、文化系は活動場所

が学校くらい。楽器も足りなくなってきているので、文化系にも少し力を入れてもらい

たい。 

・自然がいい。毎年、家族で東福寺野に行ってバーベキューをしているが、たまに会う親

族と楽しく話ができ、集まることができるので、そんな場所があるのはいいと思う。 

・静かな町。過ごしやすいと思う。自分も吹奏楽部だが楽器が古くなっているので新しく

してもらいたい。 

・小中学生の医療の無料化が子ども思いだと思う。高校生まで無料化はできないのかと気

になる。 
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Ｑ中滑川駅前に何が欲しい？ 

・自宅が中滑川駅に近い。この駅は高校生の利用が多い。コンビニが駅と反対側にあり、

利用していると電車に乗るまでの移動に時間がかかる。前のように、駅の傍にスーパー

とか時間をつぶせる場所が欲しい。 

・高校の部活は遅くに終わるので、電車の待ち時間や電車の中で夕食を食べている。また、

いろんな部が同じくらいの時間に終わった場合、中滑川駅はすごく混む。電車を待って

いる間に休む場所やご飯が食べられるスペースが欲しい。ただし、先輩がいると後輩は

使いにくいので配慮があると嬉しい。 

・自分は中滑川駅を使わないが、コンビニやスーパーがあるといいと思う。 

・いつもは自転車で通っているが、冬季間は電車を使っている。中滑川駅は除雪がされて

いないことがあり、通りにくい時がある。前の人の足跡をたどって歩くことがある。 

・難しい質問だと思う。電車を待っている間の休む場所や食事ができる場所があるといい

と思う。 

 

Ｑ投票に行ってみたいですか、選挙について話題になることはありますか、投票率を上げ

るにはどうすれば良いと思いますか？ 

・家でおじさんがよく議会の様子を見ている。その時にいろいろと教えてもらうが、自分

たちには選挙はまだまだ先だと思っていて、実際に投票できる時になったら覚えていな

いと思う。17歳くらいの時にＰＲなどをして、選挙に向けて行動させる準備を促したら

投票率は上がると思う。 

・選挙や政治の話は選挙期間にテレビなどで報道されると「この人は良さそうだね。」とか

話にはなる。投票には行ってみたいとは思うが、実際には行かない人は多いと思う。人

それぞれ意見は持っており、周りの人が行けばどんどん行く人は増えると思うので、投

票の大切さなど伝えていくことが大事だと思う。 

・親が投票する時には広報誌などを読まずに、知っている人に投票している。自分も投票

に行ってみたいし、投票する時には政策や理念などを知って投票したいが、広報誌に難

しいことが書かれていると分かりにくい。分かりやすく書かれていると投票に行ってこ

の人に入れたいという気持ちも強くなると思う。 

・行きたいとは思っている。投票して初めて政治に参加する思うので、その権利を放棄す

るのはどうかと思う。だけど、そのために情報を自分から得るのはめんどくさいとも思

う。身近に感じられる政策があればいいと思う。 

・両親はあまり選挙に行っていない。行くのも数年に１回なので、あまり話になることは

ない。 
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グループＤ 

高校生：臼澤さん、木下さん、古谷さん、上田さん、牧野さん 

議 会：浦田議員、古沢議員、大門議員 

 

Ｑ市議会のイメージは？ 

・自分たちの問題を親身になって聞いてくれて、解決してくれる。 

・滑川のことを考えて、守ってくれる。 

・堅い。 

・偉そうで堅いイメージ。 

・滑川を良くするために話し合い、政策を考えている。 

 

Ｑ議会だよりや Net3で議会を見たことがある？ 

・ない。 

 

Ｑ若い人に市議会へ興味を持ってもらうには？ 

・政策などが自分たちにとってどうなのか、直接、関わること、生活に変化がでるような

ことなら興味は湧くと思う。 

・自分から聞きに行くまではなかなかできないが、学校に来て話をしてくれるのであれば

聞きに行きたいと思う。 

・議員は外にいるイメージはなく、市役所の中にいるイメージ。外で見る時は車から手を

振っている時くらい。あまり興味が…。 

 

Ｑ期待する滑川市の将来像は？ 

・空き家が多いので空き家を利用して若者とか地域の人がたくさん集える場所を作ってほ

しい。自分の家の前も空き家になっている。 

・その空き家を作家さんの工房にしたらいいと思う。作品は中滑川駅で売れば、滑川市と

しての有名なものも増えていくと思う。作家さんの収入が増えれば、市の収入も増えて

いくのではないか。 

・エールの近くに、富山県で初の立ち飲みのお店ができると聞いている。他の市でやって

いないことをやると、県内初とかで他市からもたくさんの人が来ると思う。 

・通学途中にお店がない。市外から電車で通学している人は、学校と駅の間にお店がある

と滑川の魅力に気が付くきっかけになると思う。 

 

Ｑ中滑川駅前に何が欲しいですか？ 

・学校や駅の周りに食べ物屋が少ないので、あれば部活帰りにも寄られる。 

・ＳＮＳが主流になっているので、ＳＮＳに映えるものがあると行きたくなる。例えば、

高い建物の窓に食べ物を置いて、そこから海が見られたら、食べ物+海でＳＮＳ映えする

写真が撮ることができる。それだけで、女子は盛り上がる。 

・シアトル系コーヒーショップが来たら嬉しい。 
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・あるカフェによく行くが、テスト期間中にご飯食べた後に勉強させてくれる。何かプラ

ス勉強できたらいい。例えば、カフェプラス勉強。最近は、長居させてくれないお店が

多い。 

・カラオケがなくなったのは大きい。一番近くても魚津になった。 

・クレープ屋は月に１回来るので特に…。 

・メロンパンアイスは個人的にメロンパンにアイスを入れることが許せないので食べられ

ない。さくさくのパンがアイスのせいでブヨブヨになるのが許せない。 

 

Ｑこの懇談会で言いたいことは？  

・南部小学校の近くに街灯が少ないので増やしてほしい。 

・田中町に住んでいるが、おばあちゃんが同じく街灯が少ないって言っていたので増やし

てあげてほしい。 

・コミュニティバスが登下校時間帯に少ないので使い勝手が悪い。市内に住んでいるので

普段は自転車だが、冬や雨の日に使いたいと思ってもバスを待っている時間が長すぎて

使えない。 

・中央公園のイルミネーションの色を増やしてほしい。 

・妹が東部小学校に行っているが駐車場が狭い。小学生と車がぶつかりそうになっている

のをよく見る。南部小学校に駐車場ができたので東部小学校にも作ってほしい。 

（古沢議員） 

「今年、学童保育をやっている山側の田んぼを買う予算がついている。今年は舗装までは

できないかもしれないが、駐車場はできる。」 

 

Ｑ将来、滑川に住みたいか？  

・都会に出たい。近くにお店が少なく、遠出しないと服も買えない。 

・滑川にいたい。子どもが欲しい願望が強く、母親と話をすると滑川は子育てがしやすい

町だとよく言っている。子育てを考えると滑川にいたい。 

・もうちょっといろんなお店が増えたら滑川にいたい。 

・東京とか楽しいけど、水とかおいしくない。魚も美味しいし、平和に過ごせるので滑川

にいたい。 

・滑川からは出ようと思っている。進学・就職は県外に行って一人暮らしなどいろんなこ

とを経験したい。老後は滑川にいたい。 
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【感想】 

・18歳からの選挙権について、18歳から選挙と言われてもまだ先のことと思っている。17

歳くらいの時からＰＲしていけば投票率が上がるのではないか。 

（原議長） 

「選挙については、私らもＰＲするが皆さん方も少し興味を持っていただきたいと思う。

議会が終われば議会だよりというものを各家庭に配布している。このグループには２人読

んでいる人がいた。少しでも目を通してもらえたらと思う。」 

 

・子どもサミットに２～３回参加したが、サミットでの話し合いでは滑川市を良くしよう

とすごくいい意見・案が出ている。参加した時は市長も市議会議員もよく分からなかった

ので、その後どうなったのか分からなかった。自分たち子ども世代が話したことの結果が

こちらに伝わっていないのが現実だと思う。サミット自体も新聞や Net3など狭い範囲でし

か子ども達のがんばりが伝えられていないことが残念だと思う。ＴＶや議会だよりなどに

「子どもたちはこんな話をしていました。」「こんな未来を話し合っていました。」ともっと

もっと取り上げてもらえると、僕たちも「サミットで話し合ってよかった。」と思えるし、

親も「うちの子どもこんな話しをしていたんだ。」と自慢にもなるし、滑川市がより活気づ

くと思う。子どもサミットの意見・案をどうしたのか、僕も知りたいのでニュースや新聞

でもっと大きく取り上げてほしいのが僕の思いです。 

（岩城議員） 

「議員の中でも子どもサミットの話題はあがっている。子ども達が希望していることの結

果がどうなったのかは私らが伝えていかなければならないと思う。今、大変いい話を聞い

たので、このことは市長や教育長に伝えます。私らも責任を持ってこれから皆さんの意見、

その後の事を考えて取り組んでいきます。」 


