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テ ー マ 
子どもにやさしいまちづくりについて  

～子どもにやさしい地域づくり～ 

日 時 令和元年１１月２０日（水）午後３時００分～午後５時００分 

場 所 富谷市役所 市民交流ホール 

座 長 富谷市長 若生 裕俊 

参 加 者 

一般参加     １６名（市内小学校８校の６年生より各２名） 

富谷市      １４名（市長、副市長、教育長、保健福祉部長、子育て支援課 

             ５名、市民協働課５名） 

傍聴者等     ４２名（一般４０名、報道機関２名） 

 

 

実施状況 

時間 内容 状況写真 

15：00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：10 

開会 

①市長あいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②自己紹介 
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15：20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16：45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17：00 

 

③意見交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④教育長感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤市長感想 

 

 

 

 

 

 

閉会 
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① 市長あいさつ 

 

 みなさんこんにちは。今日はとみやわくわく子ども会議にご参加いただきまして、ありがとうござ

います。 

今日、１１月２０日は「世界子どもの日」です。この「世界子どもの日」は、ちょうど３０年前の

１９８９年、世界中の代表する人たちが集まる国際連合、通称国連というところで制定されました。

それまでは色々な社会のルールを決めるときに大人の目線、大人の意見だけで決めてきたけれども、

やはり子どもたちは子どもたちの目線や考え方があるわけで、その子どもたちの考えや権利を認める

社会をつくっていきましょうということが提案され、採択されたのが、３０年前の１１月２０日でし

た。また、その日を記念して「世界子どもの日」が制定されました。以来、世界中で、子どもたちの

権利をしっかりと認める対策に取り組んできたところです。 

富谷におきましては、東北で一番子どもの割合が高い自治体ということもあって、ちょうど昨年の

１０月、日本ユニセフ協会から「子どもにやさしいまちづくり検証自治体」として、全国で５つの自

治体が委託を受けたのですが、その１つに富谷市が選ばれて、それを機会に昨年の１１月２０日、富

谷市として、子どもにやさしいまちづくりに取り組んでいきますという「子どもにやさしいまちづく

り宣言」をしたところです。 

以来、色々な形で取り組んでいるところですが、このとみやわくわく市民会議というのは、毎回テ

ーマごとに市民のみなさんの声を市政に反映するために取り組んできた会議ですが、今回はこの「世

界子どもの日」に合わせて市内８校の小学校を代表するみなさんに意見を言っていただく、そんな機

会にということで、今日、このとみやわくわく子ども会議を開催させていただきました。限られた時

間ではございますが、みなさん、それぞれの学校を代表して、緊張せずに、気楽に、遠慮しないで、

日頃思っていることや考えていることをお話していただければと思いますので、どうぞよろしくお願

いします。 
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② 自己紹介 ～富谷市の好きなところ～ 

 

・木が多いところです。季節によって窓から見る景色が変わるので、とても良いと思います。木が多

いと、二酸化炭素を減らして酸素を出してくれるので環境に良く、とても良いと思います。 

・自然が多く、商業施設も充実していてとても住みやすいところです。将来的には、２０２２年開館

予定の富谷市民図書館の完成が楽しみです。 

・豊かな自然があるところです。また、しんまち地区などの歴史ある建造物などが残されていて、歴

史などが古く、とても良いまちだと思います。 

・生活に便利なお店がたくさんあるところです。 

・地域の方が誰にでも明るく優しいところです。地域の方は、いつも明るく笑顔であいさつをしてく

れます。また、遠くから見守ってくださっています。 

・子どもがたくさんいてまち全体が明るく、にぎやかなところです。 

・マーチングバンドの活動が盛んなところです。マーチングバンドは、富谷市の自慢なので、これか

らもマーチングバンドの力で富谷市を盛り上げられたら良いです。 

・自然がいっぱいで、公園などがあるところです。野球の練習がしたいときに公園ですぐ野球ができ

て、とても嬉しいし楽しいです。富谷がスポーツのまちになって欲しいと思います。 

・ボランティアの方など、見守ってくださる方が地域にいてくださることです。見守ってくださる方々

のおかげで、安心して生活をすることができています。 

・学校の森があって、自然が豊かなところです。 

・人がたくさんいるところです。朝、地域のみなさんがあいさつをしてくれるので、とても元気よく

登校しています。 

・大きな犯罪がなく、商業施設が近くにあり、暮らしやすいところです。 

・マーチングが盛んなところです。小学生のうちからこんなにマーチングに関われて、マーチングを

楽しめているのは、本当に幸せなことだと思います。 

・とみや国際スイーツ博覧会のような、地元の人だけではなく、他の地域の人も来ていただけるよう

な行事があるところです。 

・自然が豊かなところです。 

・食文化で色々なことができるところです。市役所の屋上にあるはちみつや、ブルーベリーの栽培な

どで、スイーツフェアなど色々なことが行われていて良いと思います。 
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③ 意見交換 

テーマ１ 学校への行き帰りや生活しているときに、危ないと思ったところはありますか。 

１．うちがさき歯科医院前の横断歩道  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ６ 

２．学校前橋交差点  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ６ 

３．鷹乃杜団地内交差点  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ６ 

４．富ケ丘団地（住宅地）の夜の道路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ７ 

５．明石台二丁目の道路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ７ 

６．交通量の多い道路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ７ 

７．自転車と車の接触（自転車を使用する人が増えている）  ・・・・・・・・・・  Ｐ８ 

８．動物の死体が発見されていること  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ８ 

９．富谷第二中学校付近の十字路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ９ 

１０．歩道を走行する自転車  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１１ 

１１．日吉台小学校通学路の小さい交差点  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１１ 

１２．不審者情報が多い  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１１ 

１３．成田地区の横断歩道が少ないこと  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１２ 

１４．歩道がなく道幅の狭い道路  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１３ 

１５．成田三丁目第一公園付近（外が暗いとき）  ・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１３ 

１６．深夜のバイク音  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１３ 

１７．明石台公園付近の交差点  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１４ 

１８．動物の死体が発見されたこと  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１４ 

１９．熊や蛇などの野生動物  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１４ 

２０．中学校への進学（富ケ丘小学校は進学する中学校が分かれる）  ・・・・・・  Ｐ１５ 

２１．明石台小学校の新入生が少ないこと  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１５ 
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１．うちがさき歯科医院前の横断歩道 

 

 参加者  

うちがさき歯科医院の前の横断歩道が危ないと思いました。理由は、スピードを上げて走る車がい

たり、建物で車がきているか見えないので少し前のめりにならないといけないからです。 

 

 座長（市長） 

確かにあそこは、見えなくなる角度や見えにくい角度があり、気をつけないといけないので、みな

さんも気をつけながら、こちらでも何か対策を作るように考えたいと思います。 

 

２．学校前橋交差点 

 

 参加者  

富谷小学校の近くの学校前橋の交差点が危ないと思います。横断歩道を渡るとき、自動車が歩行者

に気付かずに右折や左折をする人が多く、危ないと思いました。 

 

 座長（市長） 

朝ですか。帰りですか。 

 

 参加者  

朝のほうが多いです。 

 

 座長（市長） 

朝は、通勤している人たちも焦って車を運転していることが多いので、私たちも気をつけるように

しますし、対策はとっていきたいと思います。みなさんも、道を渡るときや横断歩道を渡るときは、

しっかりと安全確認をしてください。 

 

３．鷹乃杜団地内交差点 

 

 参加者  

鷹乃杜団地は富ケ丘団地よりも高い場所にあり、急な坂が多いので、交差点などを自転車で走行し

ているときに、とても見えづらくて危ないことが多いです。鏡などをつけてもらえると、とてもあり

がたいです。 
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 座長（市長） 

確かに鷹乃杜は坂道が急で道が狭いです。具体的に、どこにカーブミラーがあると良いですか。 

 

 参加者  

ハチヤさんからもう少し進んだところの交差点です。学校側ではないほうです。 

 

 座長（市長） 

カーブミラーをもう１回確認して、気をつけたいと思います。具体的に、場所を教えてもらえれば、

すぐに現場を確認したいと思いますので、よろしくお願いします。こちらもカーブミラーを付けるよ

うに努力はしますが、十分に気をつけてください。 

 

４．富ケ丘団地（住宅地）の夜の道路 

 

 参加者  

危ないと思ったところは、外灯が少なくて、夜の道が少し暗いというところです。大通りのところ

は明るいのですが、住宅地のほうに一本入った道路が少し暗くて、夜歩いていると危ないと感じまし

た。 

 

 座長（市長） 

具体的には、富ケ丘団地の中ですね。大通りは車も外灯もあるのですが、横道に入るとやはり暗い

です。あっという間に日が短くなり、暗くなるのが早いです。なかなか小さい横道のところまで外灯

を付けるのは難しいかもしれないですが、いただいたご意見を参考にしたいと思います。まずは、自

分の身は自分で守るということで、気をつけながら歩いてください。 

 

５．明石台二丁目の道路 

６．交通量の多い道路 

 

 参加者  

１つ目は、道路の白線の外側の幅が狭くて、自転車が自動車に巻き込まれそうです。前にニュース

で見たのですが、大きなトラックが左折するときに自転車が巻き込まれてしまい、大きな重症を負っ

たということがあったので、危ないと思いました。 

２つ目は、交通量の多いところには、最低１つは信号を付けることです。近くの地域の道路はすご

く交通量が多いのですが、１つも信号機がないので、最低１つは信号機を付けたほうが良いと思いま

した。 
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 座長（市長） 

白線が危険だと思うところは、具体的にはどの辺ですか。 

 

 参加者  

明石台二丁目の大きな道路の白線が少し狭いと思います。 

 

 座長（市長） 

信号機は、色々なところからここにも付けてくださいというお話はいただくのですが、実は、市で

は直接付けられません。信号機は警察で付けることになっているので、具体的な場所を教えてもらえ

ればと思います。町内会のみなさんからも信号機がここに欲しい、危険なので信号機が必要ですとい

う意見や要望をいただくので、その都度現場を確認して、確かにここは信号機がないと危険だなとい

うところは、すぐに大和警察署を通して警察本部にお願いしています。なかなかすぐに付けてもらえ

ない場合が多いのですが、言わなければ始まらないのでしっかりと警察には要望していきたいと思い

ます。何箇所もというのはなかなか難しいと思いますので、特にどこに信号機をつけた方が良いと思

うか、あとで教えてもらえればと思います。 

 

７．自転車と車の接触（自転車を使用する人が増えている） 

 

 参加者  

最近、富谷は開発が進んできて、家が多くなってきました。T 字路や十字路が多くなってきている

ので、自転車を使っている人が増えてきたと思います。そのため、自転車と車が接触するのを防ぐた

めに、車を運転している人が気づくような目立つ標識をつけてはいかがでしょうか。 

 

 座長（市長） 

富谷の場合、自転車が走る道は現在設けていないので、車道を走る形になり、車と接触する危険性

が高いです。すぐに対策ができるかどうか分からないですが、今お話があったように、富谷は人が増

えて自転車で走る人たちも最近増えています。自転車と自動車の接触も危険性が高まっていると思う

ので、何か対策を考えたいと思います。 

 

８．動物の死体が発見されていること 

 

 参加者  

富谷市内で最近動物の死体が発見されていて、動物の命を奪っている人がいると思うととても怖い

です。お父さんやお母さんに、登下校はなるべく一人にならないようにと言われていますが、たまに
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一人帰りになってしまうことがあります。そのときは、なるべく走ったり早歩きをしたりして帰って

います。 

 

 座長（市長） 

動物の死体を見る機会が多いのですか。 

 

 参加者  

見たことはないですが、富谷市で動物の死体が発見されているという話を聞くことがあります。 

 

 座長（市長） 

動物というのは、鳥ですか。犬や猫やタヌキですか。 

 

 参加者  

 タヌキです。 

 

 座長（市長） 

タヌキは、車にぶつかっている場合が多いです。つい先週も私の自宅のそばでタヌキが亡くなって

いたのですが、それはやはり交通事故です。タヌキは、車道に突然飛び出してしまうので、自動車も

ブレーキが間に合わなくて追突してしまうという例が多いです。その都度、連絡をもらったら対応す

るようにはしているのですが、故意に動物を殺そうと思って殺したりしている場合は異常性があるの

で、すぐに警察と対応するようにします。よくあるのは事故死だとは思うのですが、これからも気を

つけたいと思います。特に、動物虐待などがないように、そこは注意をしたいと思います。人も動物

も命は同じですので、大事にするような社会をつくるように頑張りたいと思います。 

 

９．富谷第二中学校付近の十字路 

 

 参加者  

富谷第二中学校の坂を下ったあとの十字の交差点には、朝の時間は地域の方が立ってくれているの

ですが、下校中は児童だけで、車側からも見にくい状態になっています。 

最近、黄色い歩行者専用の旗が置かれているのですが、それもあまり使う人がいなくて、もっと安

心して歩行できないかと思いました。 

 

 市長（座長） 

富谷第二中学校から下ったところの、ちょうど大清水からあけの平に入るところの交差点ですよ

ね。確かにあそこは、すごく交通量も多く道幅も狭いので、危険箇所ということでずっと対策はとっ

ているのですが、なかなかすぐに対応できなくてごめんなさい。現在あそこは、国土交通省でも危険
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な道路ということで、安全のために何か対策がないかと検討していただいています。時間がかかって

いて本当に申し訳ありません。なるべく早い段階で安全対策をとるように、現在準備を進めていると

ころです。毎朝安全指導のために、学校の先生や地域の交通安全協会の方、PTA の方などに立ってい

ただいているので、朝は安心して通学できるけれども、下校のときはみなさん仕事に行ってしまうの

で、誰もいないということですよね。 

やはり旗は使わないですか。 

 

 参加者  

 使っている人を見たことがないです。 

 

 座長（座長） 

旗は、使いにくいですか。 

 

 参加者  

 使いにくいとかではなく、車がきていないので、まあいいかと思っています。 

 

 参加者  

黄色い旗の隣に電柱や柱などがあったら、それにポスターなどを貼っておいて使っても良いような

印を立てておくことが良いのではないかと思います。 

 

 座長（市長） 

黄色い旗は使って良いという印はありますか。ただ、黄色い旗が刺さっているだけですか。 

 

 参加者  

木の箱のようなものに入っていますが、箱の下側には多分注意書きが書いてあると思います。 

 

 座長（市長） 

書いてあるけど、あまり見えないのですよね。お話があったように、もっと大きく使ってください

というポスターなどがあれば、もしかしたら使ってくれるかもしれないですね。 

せっかくあるので、使ってもらうように呼びかけをしていきたいと思いますし、帰りについても地

域の方々と相談して、良い方法を考えていきたいと思います。 
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１０．歩道を走行する自転車 

 

 参加者  

歩道を通る自転車が危ないと思います。なぜなら、歩道に人がいるときに自転車に乗りながら走る

と、ぶつかってしまう可能性が高くなるからです。人と自転車がぶつかってしまうと、人が大怪我を

してしまうことがあるので危ないと思いました。 

 

 座長（市長） 

本当は、歩道は自転車が走ってはいけないことになっています。歩道に自転車専用の線が引かれて

いて、線路が位置付けられていれば良いのですが、それ以外は、歩道は歩く人のための道なので、自

転車は走ってはいけません。どうしても自転車に乗っている人も車が怖いので、歩道の近くを走って

しまうのだと思います。全国的にも歩行者と自転車がぶつかって大怪我をしたり、ときには死亡事故

になったり、意識不明の重体になったりということがあるので、自動車だけでなく、自転車もすごく

怖いですよね。そこは、私たちも気をつけるようにしていきたいと思いますし、安全対策を考えたい

と思います。みなさんもこれから自転車に乗る機会が増えてくるかと思うのですが、一番大事なのは

自転車に乗る人たちがルールを守って、安全に自転車に乗ってもらえるようすることです。今、小学

校で交通安全協会の方に自転車の安全教室もしていただいたりしているので、自転車に乗る側も気を

つけてもらうように色々努力していきますし、そういう環境整備にも努めていきたいと思います。 

 

１１．日吉台小学校通学路の小さい交差点 

 

 参加者  

日吉台小学校の通学路で小さい交差点が危ないと思いました。最近１６時は暗いので、ライトをつ

けていない車や自転車、不審者にも気づきにくいので、外灯やカーブミラーがあると良いと思います。 

 

 座長（市長） 

大通りよりもやはり小さい道のほうが見えなかったりするので、心配ですよね。 

 

１２．不審者情報が多い 

 

 参加者  

危ないと思ったところは、不審者情報が多いところです。僕も不審者に話しかけられ、とても怖か

ったことがあります。 
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 座長（市長）  

不審者に声をかけられたのですか。怖かったですよね。そのときはすぐに、学校の先生やお父さん

お母さんに話しましたか。 

 

 参加者  

 お母さんに言って、学校に連絡してもらいました。 

 

 座長（市長） 

そのようなことが大事です。連絡してもらうと、すぐに学校から警察や市役所にも連絡がきます。

そして、すぐに安心安全メールで流したりすることが、一番安全につながります。みなさんこれから

そのような場合があるかもしれないので、そのときはすぐに学校やお父さんお母さんに話をして、す

ぐに警察に伝えてもらうようにしてください。もちろん、不審者に会わないことが一番なので、これ

から市としても不審者が現れないように努めてはいくのですが、どうしても完璧ではなくて、会って

しまう場合もあるかと思います。そのときはまず身の安全を確保して、すぐに通報してもらうように

お願いします。 

 

１３．成田地区の横断歩道が少ないこと 

 

 参加者  

危ないと思ったところは、横断歩道が少ないことです。成田地区は、朝や夕方に車が多く、登下校

中や休日に車道を歩く人が多いので危ないと思いました。 

 

 座長（市長） 

横断歩道が少ないですか。横断歩道も、実は市が勝手につくることができません。それも、警察に

お願いして認めてもらい、付けてもらうことになります。いたるところに横断歩道ができると、今度

は車がスムーズに走れなくなるなど、色々な問題もあるので、警察は警察で必要最小限のところに信

号機や横断歩道を設置しているようです。逆に、横断歩道があまりにもあると、危険が伴う場合もあ

るようなので、そこは警察に適切なところに付けてもらえるようにします。ただ、ここはあったほう

が良いというところは、遠慮なく言ってください。この場所のここに横断歩道があると安全だと思う

というのを言ってもらうと、こちらで警察に相談ができます。今日もみなさんに、信号機や横断歩道

のご意見をいただいていますので、具体的にここにあったほうが良いというのを教えてもらい、要望

していきたいと思います。また、私たちは大人の目線で見ているので、みなさんと身長が違います。

みなさんの目線は若干低いので、例えば、街路樹が死角になって見えないなど、大人の目線から見る

と見えるのですが、子どもの目線から見ると見えないということもあります。そのようなことは遠慮

なく言ってもらえると助かりますので、具体的に場所を教えてもらえればと思います。 
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１４．歩道がなく道幅の狭い道路 

 

 参加者  

危ないと思ったところは、あまり大きい道ではないところで、横断歩道がない道です。車道の隣に

すぐ家の敷地があるところだと道も狭いので、車が来たときに下校している小学生ができるだけ端に

ぎゅうぎゅうになって寄らないとぶつかりそうになって、危ないと思います。 

 

 座長（市長） 

歩道がなくて、道幅が狭いところですね。道幅を広げるのはなかなか難しいので、そこは歩道を確

保して白線を引くなど何か考えるようにしたいと思います。特に危険だと思うところがあったら教え

てもらえればと思います。 

 

１５．成田三丁目第一公園付近（外が暗いとき） 

 

 参加者  

習い事の帰りなど、帰る時刻が遅くなったときに、外が暗く、足元や周りが見えにくいので、転ん

だりしたら危ないと思いました。 

 

 座長（市長） 

具体的にどの辺ですか。 

 

 参加者  

 成田三丁目第一公園の住宅地のほうです。 

 

 座長（市長） 

 現場を確認したいと思います。 

 

１６．深夜のバイク音 

 

 参加者  

たまに、夜遅い時間に暴走族がバイクの音を鳴らして走っているときがあるので、少し怖いです。 

 

 座長（市長） 

そのようなときは、警察に取り締まってもらいたいと思いますので、何かあったらすぐに教えてく

ださい。そうならないように気をつけたいと思います。 
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１７．明石台公園付近の交差点 

１８．動物の死体が発見されたこと 

１９．熊や蛇などの野生動物 

 

 参加者  

１つ目は、明石台公園近くの横断歩道の交差点ですが、あそこは年に数回、車の衝突事故や大規模

な交通事故が起きているので、自分たちがそれに巻き込まれたらと思うと心配です。 

２つ目は、先ほど動物の死体の話がありましたが、以前、鳩の変死体のようなものが富谷市に発見

されたというのがあったので、そのようなことをしている人がいるというのが危険だと思います。 

最後に、富谷市は自然などが発展しているところがとても良いところですが、熊や蛇などの野生動

物が普通に通ったりしているので、それが少し怖いです。熊や蛇は害獣の１つですが、だからといっ

て動物もいろいろ考えているわけで、命のあるものなので、保護などをしながら活動していってほし

いと思います。 

 

 座長（市長） 

明石台小学校の下の公園のところの交差点ですよね。あそこは変則の交差点で、確かに今まで事故

も多いです。現在、建設担当者と信号機の対策も含めて相談していますので、なるべく早い段階で年

内には対策を取れるように検討してもらっています。 

あと、鳩のこと、よく覚えていますね。あれはもう事件なので、そのようなときはすぐに事件とし

て捉えて警察にもすぐに対応していただきます。先ほど言った不審者と同じ扱いなので、万が一その

ように事件性がある場合は、すぐに警察と連携して対応してもらうようにしています。これからも気

をつけるようにしていきたいと思いますし、もし見かけたらすぐに教えてください。 

最後に、自然が豊かな分、熊や蛇など動物が出てきて、最近も熊の目撃情報が多く、心配されてい

る方がたくさんいますが、命あるものなのでということで、優しいお言葉をいただいてありがとうご

ざいます。熊などにつきましては、危険が伴うので、万が一目撃情報があったら警察に連絡して、市

役所でもすぐに現場を確認して対応するようにしています。ただ、熊は１日３０キロメートルほど歩

くそうです。ここからちょうど仙台駅を往復するくらいの距離を毎日移動しているので、例えば、明

石台の公園の裏で熊を見かけたと通報があると、急いで我々が向かっても、その間に仙台や隣の町や

市にいなくなってしまっているものですから、すぐに確認するのは難しいです。しかし、特に熊は同

じ場所を同じように通る習慣があるので、同じ場所で複数回目撃された場合は、そこに檻を設置して

捕獲するというようにしています。見かけたときにはすぐに通報してもらえると対策もとれるので、

これからそのような情報があったらすぐに教えていただきたいと思います。まずは、自分の身の安全

を確保していただきたいと思います。 
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２０．中学校への進学（富ケ丘小学校は進学する中学校が分かれる） 

 

 参加者  

富ケ丘小学校の富ケ丘地区に住んでいる人は、日吉台中学校に進学して、鷹乃杜地区と上桜木地区

に住んでいる人は富谷第二中学校に進学するのですが、富ケ丘小学校から日吉台中学校に進学する６

年生は今年少なくて、進学の不安などが多いです。 

 

 座長（市長） 

確かにそうですよね。小学校はみんな一緒に過ごしてきて、中学校はそれぞれに分かれるので、特

に同じ同級生が少ないとなおさら心配だという気持ちはすごく分かります。学区というのはすごく難

しくて、小学校が８校あって、中学校も同じように８校あれば、問題なく小学校からそのまま中学校

に上がり、今のような不安はなくて済むのですが、教育の現場というのはそのようにできていません。

小学校と中学校の学区が違ってしまっているというのは、本当に申し訳ないと思っています。 

 

 教育長  

小学校は８校あるのですが、１つの小学校から２つの小学校に分かれるのは富ケ丘小学校だけで

す。他の小学校７校の人たちは、全員揃って同じ中学校に行きます。どうして富ケ丘小学校だけが２

つの中学校に分かれるのかというと、中学校ができてきた歴史があるからです。つまり５校が一緒に

できたわけではないのです。もともと富谷には小学校１校、中学校１校しかなかったのです。それか

ら小学校がどんどん増えて、中学校もどんどん増えてきたときに、距離が近いなどの色々な事情があ

って、そのようになったのです。実は私も、富ケ丘小学校の校長先生だった時代があるので、みなさ

んのその悩みはとてもよく分かります。でも、すぐの解決は少し難しいので、私たちの宿題です。校

長先生やみなさんのお父さんお母さんと相談して、もし対策が立てられれば立てたいと思います。す

みません、解決策は少し難しいのですが、そのようなことがありますので、少し理解してください。 

 

２１．明石台小学校の新入生が少ないこと 

 

 参加者  

明石台小学校でも、６年生は多いのですが、今年入学してくる１年生が３９名くらいと少ないので、

少し心配です。 
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テーマ２ あなたが住んでいて、困っていることを教えてください。 

１．明石台の歩車分離式信号機について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１７ 

２．ヨークベニマル明石台店隣の空き地への建設計画について  ・・・・・・・・・  Ｐ１７ 

３．泉中央駅行きバスが少ないことについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１７ 

４．公園や道にゴミが捨てられていることについて  ・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１８ 

５．元気くん市場付近の路上駐車について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１８ 

６．成田小学校付近の外灯について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１８ 

７．ゴミステーションの網について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１８ 

８．猫による被害について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１９ 

９．市民プールについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ１９ 

１０．学校の太陽光パネルについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２０ 

１１．道の駅について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２０ 

１２．ナイター設備のあるグラウンドについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２０ 

１３．交通手段について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２１ 

１４．点字ブロック及び音響付き信号機について  ・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２１ 

１５．東向陽台三丁目（住宅地）の外灯について  ・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２２ 

１６．側溝について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２２ 

１７．富ケ丘小学校のトイレ扉について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２３ 

１８．屋内で遊べる場所について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２３ 

１９．外灯について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２３ 
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１．明石台の歩車分離式信号機について 

２．ヨークベニマル明石台店隣の空き地への建設計画について 

 

 参加者  

明石台五丁目と三丁目の境のイオンタウン仙台泉大沢に行く道路のところに信号機があります。あ

そこが普通の信号機ではなくて、車道がどちらも止まるようなもので、あれだと交通事故は起こらな

いという利点がありますが、急いでいる人の交通の便として、少し困る人もいるのではないかと思い

ます。 

あと、１つだけ質問があります。結構前は、ヨークベニマル明石台店のところは何もなかったので

すが、今はヨークベニマルが建っています。その隣の草むらには、何か建てる計画はありますか。 

 

 座長（市長） 

まず、明石台五丁目と三丁目の信号は歩車分離式信号機というものです。もともとは普通の信号機

でしたが、町内会からの要望で、両側の車が止まって歩行者が安全に渡れるように、歩行者の信号と

車の信号を分離して欲しいということで、警察に対策してもらったものです。ただ、歩車分離式信号

機になったことで、車がそこから出るのに、特に朝は時間がかかるようになって困るというお手紙や

ご意見もいただきました。しかし、あそこはみなさんが学校に通うのも含めて歩行者が安全に渡れる

ようにと要望を受けて切り替えてもらったので、当面は今の状態になるかとは思いますので、そこは

ご理解いただければと思います。 

ヨークベニマル明石台店の隣は、市の土地であればすぐにお話しできるのですが、一般の人が持っ

ている民有地なので、市でこのような計画がありますというのは言えません。今のところずっと空き

地のまま続いていますが、市の所有者の方からすると、多分あのまま空き地にしておくことはないと

思うので、何かしら土地利用は考えているかとは思います。今はまだ何が建つか分からないですが、

建物を建てるときに事前に市に相談があるので、変なものが建たないようにはしたいと思います。 

 

３．泉中央駅行きバスが少ないことについて 

 

 参加者  

泉中央駅に行くバスが少ないことです。いつも塾に行くときにバスを使って行っているのですが、

待っている時間が長くなってしまうので、バスの時間を増やして欲しいです。 

 

 座長（市長） 

確かに公共交通の問題は、すごく富谷市にとって課題です。昨年、公共交通のグランドデザインを

作って、現在基本計画づくりをしています。もちろん宮城交通さんにも協力をもらい、対応できるよ

うに頑張っているところです。 
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４．公園や道にゴミが捨てられていることについて 

 

 参加者  

たまに公園や道にゴミが捨てられていて、環境に悪いと思います。環境に悪いと、地球温暖化がま

た悪化してしまうので、そう思いました。 

 

 座長（市長） 

そのようなことをしないように呼びかけたり、何か看板を作ったりと少し考えたいと思います。 

 

５．元気くん市場付近の路上駐車について 

 

 参加者  

学校の隣にある元気くん市場がすごく野菜がおいしいので繁盛しています。しかし、とても車が多

くて普通の道にも列ができたりしているのですが、下校する時間でも車があり、子どもが通るときに

も結構止まっているので、危ないと思います。 

 

 座長（市長） 

元気くん市場は、新鮮な野菜が買えるということで、遠くからもたくさん来ていただいているので

すが、実はあそこも課題で、安全対策は色々と協議をしています。お店にも安全対策をとってもらう

ようにということで、警備員に立ってもらったりしています。これからさらに安全対策を進めていき

たいと思います。 

 

６．成田小学校付近の外灯について 

７．ゴミステーションの網について 

 

 参加者  

１つ目は、外灯を増やして欲しいです。学校の通りから一本入ったところが、外灯がなくてすごく

暗いです。友達と遊んで帰るときなど、通るときはいつも暗いので、少し危ないと思いました。 

２つ目は、ゴミステーションが網なのですが、網目からカラスが突いて、ゴミ袋が破れるくらいで

す。明石台を見ると、鉄のようなもので囲んであったので、成田だけそういうのは困ると思いました。 

 

 座長（市長） 

外灯の件は、具体的に暗い場所を教えてもらえればと思います。 

ゴミステーションは、成田の団地を造成して宅地をつくるときに、土地区画整理組合に設置しても
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らっています。市で直接やっているのではなく、基本的に開発したときに土地区画整理組合が設置し

ているので、明石台と成田のタイプは違っています。例えば、富ケ丘は富ケ丘でまた違うし、鷹乃杜

は鷹乃杜でまた違うということで、それぞれ地域ごとに違っています。最初はそのような形で設置さ

れて、その後に町内会で管理をしていただいています。今の網だと、どうしてもカラスが突いてしま

うということは、こちらからも町内会長さんにお話ししたいと思います。他にありましたら、お父さ

んやお母さんに町内会に言ってもらえると、町内会で色々な対策をとってくれるかと思います。その

ような事情がありますので、ご理解ください。 

 

 参加者  

市からこういう提案が出たから指示するということはできるのですか。 

 

 座長（市長） 

指示することはできませんが、今日このような要望が出たので検討してくださいというお願いはで

きるので、町内会長さんにお願いしたいと思います。ゴミステーションを改善しようとする場合は、

市でも一箇所につきいくらという補助金を出す制度があるので、その補助金を活用して改善してもら

えるようにお願いします。 

 

８．猫による被害について 

９．市民プールについて 

 

 参加者  

１つ目は、猫の件です。飼い猫も野良猫も家の庭に入って、庭を荒らしていくのに困っています。

対策はとっているのですが、何か猫による決まりが欲しいです。 

２つ目は、気軽に行ける市民プールが欲しいです。 

 

 座長（市長） 

野良猫だと保護できるのですが、飼い猫となると勝手に手をかけられません。そこは、地域のみな

さんで協力し合って考えてもらうように、市としても取り組んでいきたいと思います。 

市民プールについては、これまでもつくって欲しいという声はいただいております。ただ、現在図

書館のほうを優先して準備を進めています。市民プールは、民間のスポーツ関係のところに、できれ

ば市直営のみならず、民間の人につくってもらえるようにお願いはしています。もう少しお時間をく

ださい。 
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１０．学校の太陽光パネルについて 

 

 参加者  

学校に太陽光パネルを設置したら良いと思います。設置をすれば、発電したお金で学校の買うもの

を買ったり、富谷市の取組に活用できたり、もし災害が起きて避難所になったとしても、太陽光があ

れば電気が少しでも使えると思うので、あったらいいと思います。 

 

 教育長  

太陽光パネルを設置してある学校もあります。ただし、全部の学校にあるわけではないです。 

 

 座長（市長） 

 今、太陽光で売電もできるし、なによりも非常時に使えればということですね。検討します。 

 

１１．道の駅について 

 

 参加者  

困っていることは特にないですが、道の駅をつくったほうが、生活が便利になったり楽しくなった

りすると思いました。もし道の駅をつくるのであれば、大人も利用できるカフェや子どもも楽しめる

キッズスペース、スーパーや広場などをつくると良いと思いました。もし、地震が起きたら道の駅を

避難所として使えるスペースもつくったら、生活がより良くなると思いました。 

 

 座長（市長） 

現在、全国各地に道の駅ができています。もちろん道の駅は、その土地のものを販売する直売所と

いうこともあるし、今お話があったように、避難所という意味でもすごく大きな役割を担えるように

なっています。逆に、道の駅は防災のために設置されているところもだんだん増えているので、これ

から検討していきたいと思います。 

 

１２．ナイター設備のあるグラウンドについて 

 

 参加者  

公園がたくさんあって野球ができるのですが、思い切り打ったら柵を超えてしまい、注意されるこ

とが多いので、もっと大きいグラウンドをつくってくださったらなと思います。また、たまにチーム

で夜に練習があるのですが、場所が限られてしまうので、ナイター設備がついているグラウンドがい

いと思います。 
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 座長（市長） 

野球はどこで練習をしていますか。公園ですか。 

 

 参加者  

 学校ですが、大清水二丁目の公園で練習をしていると、柵を越えてしまいます。 

 

 座長（市長） 

学校は使えないのですか。 

 

 参加者  

 遠いです。 

 

 座長（市長） 

 分かりました。少し見てみたいと思います。通りかかったときに私も見てみます。 

 

１３．交通手段について 

 

 参加者  

今はまだ良いのですが、高校生になったときの交通手段が、電車が通っていないので、遠い高校に

行くのはとても大変ではないかと少し不安です。 

 

 座長（市長） 

中学校を卒業するまでは、近くに学校がありますが、高校に入ると、近くなったら良いけれども、

遠くに行ってしまうと心配になりますよね。公共交通の問題は富谷の大きな課題なので、先ほどもお

話ししましたが、現在公共交通の基本計画を策定しています。バス関係の再編も含めての検討などす

ぐやれること、あとは地下鉄などの軌道系なのか、新交通システムなのか、検討しています。 

 

１４．点字ブロック及び音響付き信号機について 

 

 参加者  

学校で勉強したのですが、障がい者の方にやさしい取組はできないかということで、点字ブロック

を多く配置するとか、音の鳴る信号機を付けてはいかがでしょうか。 
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 座長（市長） 

障がい者の方の身になって過ごしやすい環境をつくるというのはすごく大事なことだと思います。

点字ブロックや音響付き信号機も、特に障がい者の方が利用するような場所は、警察で要望して、何

箇所か増えてきてはいるのですが、１回ですぐには切り替えられません。市としても警察にお願いを

して、音響付き信号機が増えてきているので、さらにこれからも頑張りたいと思いますし、気づいた

ことがあったら遠慮なく教えてください。 

 

１５．東向陽台三丁目（住宅地）の外灯について 

 

 参加者  

外灯を増やして欲しいです。私が住んでいる東向陽台三丁目の住宅地なのですけれど、１つの通り

に１つくらいの外灯しかなくて、夜に歩くのが少し怖いと思います。 

 

 座長（市長） 

東向陽台三丁目は確かに暗いですよね。もう一度具体的な場所を教えてもらえれば助かるのです

が、外灯を付けるのにどうしても柱が必要なので、柱を立てられるか立てられないかで変わったりし

ます。現場を確認して検討したいと思います。 

 

１６．側溝について 

 

 参加者  

側溝に蓋を付けて欲しいです。側溝に小さい子どもが落ちたりして危ないのと、冬になると雪が積

もり、側溝なのか道なのか分からなくて、歩いているときに不安です。 

 

 座長（市長） 

側溝の問題は大きな課題で、特に富ケ丘と鷹乃杜と太子堂ととちの木の４地区は計画的に側溝に蓋

をする工事をずっと続けています。毎年、蓋を付けるのに全部で１億円の予算をとっているのですが、

１億円でも、４箇所に分けると一箇所に２５００万円くらいになってしまいます。今、工事をしっか

りと進めてはいるのですが、すぐに全部１回でやれなくて、申し訳ないと思っています。もう少し時

間はかかるのですが、富ケ丘の場合は、富ケ丘南部町内会と富ケ丘北部町内会でバランスを取り、町

内会長さんと相談しながら、今年はこのエリアというようにご意見をいただいて、順番にやっていま

すので、もう少し時間をください。ただ、みなさんも気をつけてくださいね。 
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１７．富ケ丘小学校のトイレ扉について 

 

 参加者  

学校のことなのですが、今、学校の体育館のトイレの扉が一箇所壊れていて、その前も僕たちが使

っていた３階のトイレのドアも壊れてしまったので、少し離れた場所に行かないといけないし、トイ

レも混雑してしまいます。代表委員会でもそのような話が出ることもあるので、扉だけでも修理して

欲しいと思うことがあります。 

 

 座長（市長） 

トイレの扉などはすぐに直さないといけないと思うので、なるべく早く対応するようにします。す

ぐに確認します。 

 

１８．屋内で遊べる場所について 

 

 参加者  

最近友達と遊ぶことがあるのですが、屋内で遊ぶときに、家などしかありません。屋内で遊べる場

所が欲しいです。 

 

 座長（市長） 

そのようなお手紙やご意見もいただいています。今のところは公民館などを使ってもらうようにお

願いしています。山形にあるべにっこひろばのような施設があるといいと思いますよね。なかなかす

ぐにはつくれないので、頑張ります。今のところは身近の公民館などを利用してもらえればと思いま

す。 

 

１９．外灯について 

 

 参加者  

外灯が少ないことです。私には中学生の姉がいるのですが、部活などが終わった帰りに歩いている

ときに、暗くて周りがよく見えないと言っています。 

 

 座長（市長） 

  外灯の件は、場所を確認し、こちらで現場確認をして対応したいと思いますので、教えてくださ

い。 
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その他意見 

１．野良猫について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２５ 

２．コストコ付近の車の通行について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２５ 

３．ユネスコスクールの活動について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２５ 

４．花火などができる場所について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２５ 

５．図書館について  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２５ 

６．成田七丁目第一公園の東屋の落書きについて  ・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２６ 

７．富ケ丘小学校前の駄菓子屋付近の駐輪について  ・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２６ 

８．ヨークベニマル明石台店付近の道路について  ・・・・・・・・・・・・・・・  Ｐ２７ 
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１．野良猫について 

２．コストコ付近の車の通行について 

３．ユネスコスクールの活動について 

４．花火などができる場所について 

５．図書館について 

 

 参加者  

１つ目は、学校の友達が野良猫を拾って、飼える人がいないか探していたことがありましたが、市

内にはたくさんそのような事例があるのではないかと思いました。 

２つ目は、コストコの近くの住民の方などは、車が次々と来ているので大変だなと思いました。 

３つ目は、最近富谷市の学校がユネスコスクールに登録されたのですが、そのユネスコスクールの

活動をもう少し広げることができたらと思います。 

４つ目は、コンビニやスーパーで売っている花火などをやる場所がないことです。明石台地区には

近くに児童館（放課後児童クラブ）はあるのですが、公民館はないので、公共施設をつくることはで

きないかと思いました。 

最後に、図書館についてですが、富谷市には本来図書館がなかったのですが、なぜ図書館をつくろ

うと思ったのかということと、他の自治体や町内会からのアンケートなどもあるのですが、なぜそれ

を決めたのかを教えて欲しいです。 

 

 座長（市長） 

猫についてですが、富谷の明石に宮城県動物愛護センターがあります。そこに連れていくと、里親

募集というものがあるので、それを利用してもらえると良いと思います。 

コストコには広く色々なところからお客さんが来ます。オープンする前にコストコのお客さんが日

吉台の住宅を走ると迷惑だし危険なので、そうならないように対策を徹底してとりました。なので、

住宅の方には入らず、国道から入って国道から出るように誘導はしています。完璧ではないかもしれ

ませんが、そのために対策はとっています。なお、今後も気をつけて、迷惑にならないようにしっか

り確認しながら、注意していきたいと思います。 

ユネスコスクールの件については、ありがとうございます。ちょうど昨年、全ての幼稚園、小学校、

中学校が認められたので、現在、世界のユネスコスクールのネットワークに加わっています。この間

も国際防災会議が仙台で開催されたときに、各小学校の取組も発表していただきました。これからま

すますユネスコスクールの活動も積極的に富谷で学校ごとに取り組んでいきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

花火の件は、せっかく買ってもやる場所がないのですね。その辺をもう一度確認したいと思います。

地域的には明石台地区の公民館も東向陽台公民館になるので、何かの機会には公民館を活用していた
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だければと思います。明石台地区に公民館がないので、これから検討していきたいと思います。 

最後に、図書館については、これまでも図書館が必要だ、つくって欲しいという声はありました。

なぜつくらなかったかというと、もちろん図書館をつくるということはすごくお金がかかるのと、つ

くってからの維持管理費もかかるというのもあるのですが、富谷の場合、県立図書館が近くにあると

いうことがあって、なかなかそこまで余裕がなかったと思います。あとは、富谷の場合、子どもの数

が増えてきたので、図書館よりも先に、学校をどんどんつくっていかなければならなかったというの

もあって、図書館をつくる余裕がなかったというのもあったと思います。なので、各公民館の図書室

を使ってくださいということでお願いをしていました。私が町長に当選したときから、これほどに求

める人が多く、必要なものは必要だということで、色々と調査・検討をしてきました。富谷の場合は、

既存の各公民館の図書室を利用している人たちが多いので、センター館をつくって各公民館の図書室

を分館という形で、全てを富谷市民図書館という位置付けで基本計画を策定したところです。建設に

向けて、この間もクラウドファンディングを実施して、多くのみなさんにご支援をいただいたのです

が、これからさらに準備を進めていくところです。つくる背景にあったのはやはり市になって、図書

館がないのはどうかと思ったからです。もちろん市になってからつくろうと思ったわけではなくて、

町のときから必要だとは思っていたのですが、今やっとつくる方向で準備を進めているということで

す。 

 

６．成田七丁目第一公園の東屋の落書きについて 

 

 参加者  

成田七丁目第一公園に東屋があるのですが、そこに何年も前から嫌な落書きがあって、座るたびに

嫌な気持ちになると思います。一度学校に言って、対策をとるという話だったのですが、全然変わら

なかったです。 

 

 座長（市長） 

すみません。すぐに確認して消すようにします。そのようなものは気づかないことが多いので、気

づいたときはこれからもすぐに学校の先生やお父さんお母さんから市に言っていただければと思い

ます。すぐに確認して対処します。 

 

７．富ケ丘小学校前の駄菓子屋付近の駐輪について 

 

 参加者  

先ほど、元気くん市場の話が出たのですが、富ケ丘小学校前に駄菓子屋さんがあって、結構人気な

ので、自転車が多く止まっていて車で危ないという話を聞いたことがあります。駄菓子屋さんに言っ

て対策などをとってもらいたいと思いました。 
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 座長（市長） 

確認して、対策に協力してもらえるようにしたいと思います。 

 

８．ヨークベニマル明石台店付近の道路について 

 

 参加者  

ヨークベニマル明石台店の奥のほうにバス停がある通りと、東向陽台小学校などがある通りに縦断

されて通路のようなものがあって、移動のしやすさはあるのですが、それがなぜか２つあります。ヨ

ークベニマル明石台店の東向陽台側の道路のほうと明石台側の道路のほうに、なぜ２つあるのか質問

です。 

 

 座長（市長） 

明石台側だと、中央分離帯があるので、片側からしか入れないので、その分回って東向陽台の裏側

からも入れるように、お店で入口を設置したのだと思います。 

 

 参加者  

その場合なら、通路が既に２つあって、もう１つあるので、その通路のところを割って階段をなど

つくるという対策ではなく、なぜ通路をつくったのか教えてください。 

 

 座長（市長） 

今、現場が分からないので、あと現場を確認してみたいと思いますけれども、危険ですか。 

 

 参加者  

危険とかはないのですが、間違えて通ってしまい、銀行のほうに行こうとした人が他のところに行

ってしまったというのを何回か見たことがありました。 

 

 座長（市長） 

 確かに、間違えて入らないように、分かるようにしたほうがいいですよね。 
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④ 教育長感想 

 

私から３つお話しします。 

１つ目は、８校みんなの交流になったなと思います。学校が違えば、地域が違えば、みなさんが感

じることや気づくことも違うのだなということで、みんなの先輩の中学生は、実は４年前からやって

います。５校の中学校の生徒会のみなさんが集まって、「生徒会サミット」というものをやっていま

す。これは、学校からいじめをなくそうとか、今年は生徒会の意見をもっと活発にし、活発な生徒会

にしようと、そのようなものを５校の生徒会の中学生のみなさんが集まって話しています。小学生も、

やはりこのように８校の交流をもつということは、とても大事なのだなと思いました。今日は１回目

ですので、これは今後に引き継いでいきたいなと思いました。 

２つ目は、市長さんから直接色々な疑問についてお話を聞けましたね。これができるのは、議会の

議場で、議員のみなさんしかできないのです。市長さんから質問して、側溝の蓋はどうなっているの

ですかなど、それを今日は直接市長さんからたくさんのお話を聞きました。なかには、かなり厳しい

お話もあったのですが、それはすごくみなさんにとってもこれからに活かしていけるのではないかな

と思います。 

３つ目は、これからなのですが、子どもにやさしいということは、私は、子どもたちの意見をしっ

かり聞くということだと思います。子どもたちの意見をしっかり聞いて、そしてそれを活かす。全部

が全部できませんけれども、できるものはしっかり実現していく。それが子どもにやさしいまちだな

と改めて思っています。ぜひ、学校のユネスコスクールの取組であるとか、みなさんから出された地

域の安全、防災であるとか、そのようなことに対してしっかりみなさんの意見を活かして実現する方

向で取り組んでいきたいと思います。私もたくさん勉強しましたし、宿題ももらいました。しっかり

と頑張っていきたいと思います。今日は色々とありがとうございました。 
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⑤ 市長感想 

 

みなさんから色々な意見を聞くことが目的ではなくて、聞いたことをしっかりと市政に反映してし

っかりと開示していくことが一番大事なので、今日いただいたご意見は、もちろん私もしっかりと受

け止めました。教育委員会に関しては、教育長さん含め校長先生方にも来ていただいておりますし、

市の関係の各担当の人たちもしっかり聞いているので、いただいたご意見はしっかりと対応していき

たいと思います。なお、今日はこのような席でご意見をいただきましたが、いつでも遠慮なく、なん

でも相談してください。何でも意見を出してください。お手紙でもお電話でも良いし、お父さんお母

さん通して直接でも良いし、学校の先生を通してでも良いので、気づいたことを言ってもらうことで

気づくことがたくさんあります。大人たちは大人の目線でしか見られなくなっている部分があり、一

生懸命みなさんと同じような目線で見ようとはするのですが、気づかないことがたくさんあるので、

みなさんに気づいたことを積極的に言ってもらうことが、結果的に富谷の子どもたちのために、そし

て富谷の市民みなさんの安心安全と幸せにつながることだと思います。今日を機会に、これからも遠

慮なく、直接私にでも言っていただければと思います。改めて、今日はみなさん貴重な時間お付き合

いいただいたことに心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。 

 

富谷市公式キャラクター 

ブルベリッ娘＆ブルピヨ 


