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順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

 

  

「住みやすい高砂にするために」 
・子どもが安全に遊べる場所が少なく、お年寄りとその家族が相談できる
場所が少ないと思います。  
・子どもと、お年寄りが今よりも住みやすい高砂市になってほしい。  
・住みやすい高砂市にするには、子どもの遊び場を増やすことがいい。  
・子どもが思いきり遊べる高砂市にすれば、子どもも住みやすくなるので
はないかと思いました。 
・お年寄りも住みやすくするためには、老人ホームを増やしたり、一人ひ
とりが声かけをしたり、町にポスターを貼るなど、お年寄りを助ける運動
をしたらいいと思いました。 
・お年寄りやお年寄りを持った家族が、気軽に相談できる場所を増やすと
いいと思います。  
・家族訪問みたいに、家を訪問するのもいいのではないでしょうか。  
・詐欺にあわないようにもっと、放送やチラシで呼びかけたりするといい
と思います。  
・早く住みやすい町にして、毎日楽しく明るい生活を送りたいです。 

中学 ２年 細野 沙衣 

「全市民が暮らしやすい高砂市」 
・子どもから大人、高齢者の方まで全市民が暮らしやすい高砂市になれば
いいと思います。  
・学生の意見を取り入れて、改善すれば、10年後、高砂市の学校に通う学
生は高砂市に住んで良かったと思えるようになると思います。 
・元気な高齢者の中にはまだまだ働きたいと思う人もいると思います。  
・働きたい人は働いていくことが、高砂市にもメリットになります。  
・でも、無理して働くのだけはやめたらいいと思います。  
・足腰が不自由で遠くには買い物など、出歩けないという人もいるのでは
ないでしょうか。  
・そこで高齢者の人も利用しやすい店を増やしたり、インターネット通販も
使いやすく改良したり、どんな人でも簡単に使えるものをどんどん増やし
ていくと暮らしやすい。 
・今市民が暮らしやすい高砂市にしようと思ったら、やっぱり市民の声を
取り入れていくことが一番大切だと私は考えました。 

中学 ２年 内田 朱音 

「高砂リーディングプラン」 
・高砂市が 10年後、兵庫県の人、全国の人が行ってみたいと思う市にな
ってほしいです 
・他の市がやったことのない新しい事業を行うことが大切です。 
・高砂市をマネジメントするんです。  
・マネジメントは「最大」ではなく「最適」を目指さなければなりません。  
・それぞれの地域がそれぞれのやり方で、地域と言う 1つの組織を反映
させていくということがマネジメントする、と言うことだと思います。  
・私はトライやるウィークについて考えてみました。  
・与えられた場所で与えられた仕事をこなします。  
・これを自分たちで店を出し、自分たちで店を経営してみるんです。  
・利益、損失と言う本当のお金の大切さ、多くのことを学ぶと思います。  
・こういう新しいことに挑戦し、実践してみることで、高砂市がより輝くと
思います。 

中学 ２年 加藤 愛結 

「AIを活用した高砂市」 
・高砂市の 10年後は、AI知能を生かした町になることが理想です。 
・高砂市で有名な謡曲高砂を AI を利用することで世界に伝え、広めてい
くことができると思います。  
・観光地では、英語でその土地の歴史などを解説できるものを設置するこ
とによって、外国人の観光客にもわかりやすく、その場所で働く人たちの
人数を削減することも可能になると思います。  
・また、難しい駅の乗り換え等も AI を利用することによって、スムーズに
案内することができると思います。  
・AI を利用すると高齢者が住みやすい町にすることもできると思いま
す。 その 1つは、身動きが大変な人でも医師との遠隔操作によって家で
治療することができるということです。  
・これを可能にすると、車に乗れない高齢者や病院まで自分で行くことが
できない人は、大いに助かると思います。   
・AI を利用することで、色々なことを可能にし、短所を長所に変えること
もでき、高砂市を住み良い町にすることが可能になると思います。  

中学 ２年 川鍋 日菜 

「こんな町がいいな」 
・高砂市の 10年後は、高齢者が楽しく暮らせて、町全体が笑顔でいっぱ
いの町になっていると思います。  
・高齢者が町の子どもたちとふれあう、憩いの場を増やしていったらいい
と思います。  
・子供たちや大人とのふれあい、町の人たちとの距離感を近づけて行け
たらと思っています。  
・母は僕たち兄弟が小さい頃、できるだけ毎日サークルなどに行ってくれ
たそうです。 少し遠いところもあって車で行ったりもしました。  
・今ご近所で小さい子どもがいる人がいるけど、大変そうです。  
・幼稚園、保育園もいつでも園庭開放をしたら、幼稚園、保育園だと公園
より整っていて、門も閉まっているから脱走することがなくて、近くて良
い。  
・今の高砂市の悪いところを良いところに変えていくことにより、良い高
砂になり、他県の人たちが高砂に興味を持ち、住民になってくれる人が増
えると思います。 

中学 ２年 北畠 和馬 

「兵庫県住みやすさ１位高砂」 
・空き地などに、公園などを作ってほしいです。  
・高齢者も、元気な間は、働いて、もっと、活き活きと活躍して、高齢者や
子供などが過ごしやすいところにしていきたいなと思いました。  
・アメリカ等で取り入れられているタブレットの授業をしてほしいです。 
理由は教科書などを忘れることなくスムーズにできると思うからです。  
・いじめや差別のない明るい高砂にしてほしいです。  
・理由は、今は、いじめの多い社会で全国を見るといじめが原因で自殺を
してしまう子達が多く、高砂市でもいじめをされている人、知っている人
などがいると思うからです。  
・その、いじめっていうのは、いじめている人たちは面白半分でしてるか
もしれないけど、されている人たちは、心に傷がついたり、生きている心
地もしないと思うからです。  
・相談できるところなどを学校にも作って、みんながみんなを好きになっ
て、信用しあえる町にして行けたらいいと思います。  
・少しづつでいいから実現して行けたらいいと思います。 

中学 ２年 松田 大智   

「女性が楽に笑顔に過ごせる高砂市」 
・女性が楽々と今まで以上に快適に過ごせる町になってほしいです。 
・育休から仕事に復帰しづらい環境になっているところが多いんじゃない
かと思ったからです。  
・いつも子供がいる女性は毎日忙しいのに仕事の給与が少なく残業する
人が増えていると思ったからです。 
・楽しく残業もせずという環境になれば、ちょっとでも楽になるんじゃな
いかと思いました。  
・保育園学童等お迎えの時間が限られている場所が多く、なりたい仕事に
なりたくてもそのお迎えの時間に合わすなどでなれないと言う人が多い
と思ったからです。  
・いろいろな会社に保育園などを増やすと好きな仕事につけると思いま
す。   
・特に女性の方には、仕事と子育ての両立大変だと思いますけど、笑顔で
いてほしいです。 

中学 ２年 木塚 理湖 

「安心できる高砂市」 
・高砂市の 10年後は、今よりもっと老人が増えていると推測します。  
・人生 100年時代と言われ、長い期間をより充実したものにするために
は、介護や医療の充実が不可欠です。空き家や使われていない土地を活
用し、介護施設や休日担当の病院を探したいです。  
・最大マグニチュード 9クラスの南海トラフ地震が発生する確率が 70%
から 80%だと言われています。小学校や中学校が古く、耐震工事をして
いますが、大丈夫なのか心配です。 
・津波が来れば中学校は川に近くて、避難場所にするには危険だと思いま
した。避難場所となっている、建物の耐震化及び津波対策がもっと必要だ
と思いました。  
・市民全員が安心して避難できる、シェルターや、津波救命艇などの設置
も必要だと思います。  
・また、高砂市民一人ひとりが、防災意識を高められるように、防災訓練
や講演会等の強化を図りたいと思います。  
・様々な仕事が自動化され、人間の仕事ではなくなると思います。 

中学 ２年 藤中 裕也 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 

  
「こんな高砂市がいいな」 

・みんなが楽しく暮らせる高砂市というのが 1番の望みです。  
・最近はここで〇〇をやってはいけないなどの厳しいルールを作っていま
すが、それじゃあ子供はどこで遊べばいいのと言うことになります。 
・もう動けないと言うご高齢の方には、簡単な体操や、ゆっくりしている
方や高齢者にはお年寄り向けのイベントを行ったり、忙しい方はしんどい
から、ところ所に食堂を作って若い世代が食事を作ったりということをす
れば、年寄りも楽しく過ごせるのではないでしょうか。  
・それを外部に伝えると高砂市の人口はもっと増えて、にぎやかになるの
ではないでしょうか。 若い人の集まる施設を作ってほしいです。   
・環境が悪化しないようにリサイクルや分別の活動も行った方が良いと思
います。ここに生きている私たちが責任を持って行動しなければならな
い。  
・その活動を、この小さな市、高砂市から活動をスタートし、日本中に、そ
して世界に伝えていくと良いのではないかというのが私の意見です。 

中学 ２年 札内 里菜 

「高砂市の花咲く未来を実現させるために」 
・僕は、活気的な町といえば子供から高齢者まで元気で活発に暮らせる町
になってほしいです。 
・理由は、活気的な町だと障がい者や高齢者が少しでも元気になってくれ
ると思うし、長生き出来ると思ったからです。 
・しかし、近年都会に行く若者が増えており、この高砂市も都会へ行く人も
少なくないと思います。 
・例えば、高砂市にしか作れない何かを作り高砂市の魅力を伝えるとか、
若者が興味を示す建物を建てたりするなどすれば良いと思います。 
・今後増える高齢者も少しでも元気に、そして楽に暮らせたら良いなと思
います。ボランティアで高齢者が活躍する行事を作ったり、老人ホームな
どの建物を建てたりするなどをしたらよいと思います。 
・高齢者の他にも足や目の不自由な方等、障がい者にも元気で、そして楽
に暮らせる町が必要だと思います。 
・僕の夢見る高砂市は活気的で高齢者や障がい者など、どんな人がいて
も元気でそして楽に暮らせる町になっていくと思います。 

中学 ２年 山本 隆博 

「明るい高砂に向かって！」 
・高砂市の今の良いところは、住んでいる人がみんな明るくて、ふれあい
が多く、活気があふれているところだと思います。 
・欠けているところは、人口が少なく、総合運動公園などの公共施設にあ
るトイレが汚かったり、数が少なかったりすることだと思います。 
・これらを改善するためには、人口を増やすことです。 
・人口を増やすことについてのメリットは、商業が豊かになり、物流が増
え、高砂市が豊かになり、お金も多くなることだと思います。 
・人口を増やすには町の PR、町おこしが必要だと思います。トイレの環
境、数の問題についてはお金が必要になるけど、町おこし等を成功させる
ことができればお金も自然に増え、解決する事ができると思う。 
・いまどきの若者の目を意識し、注目を浴びることもできれば、高砂市へ
の関心が高まり、移住する人も増えると思う。 
・そのような活動をしていくことによって、高砂市の人々が増え、若者が
増え、高砂市の活性化へと繋がれば良いと思う。 

中学 ２年 清水 康平 

「１０年後の高砂市」 
・10年後の高砂市はお年寄りと子供が交流する町に変わります。 
・今は公民館でお年寄り向けの教室が開かれていますが、これが僕は放課
後の学校で開かれるように変わると思います。 
・放課後になるとお年寄りと子どもたちが学校に集まってきて交流する
のです。今はお年寄りと一緒に暮らしていない家族が増えていますが、僕
はお年寄りの豊富な知識を子供たちに受け継いでいくことが良い高砂市
につながっていくと思います。 
・僕は、10年後の高砂市はみんなが笑顔になって幸せに暮らせるように
なりたいです。 
・学校は新しく作る必要もないし、教室の空きは絶対増えると思うので、
僕は放課後の学校をお年寄りに開放し、心の交流の場にしていけばいい
と思います。 
・僕は、お年寄りとあまり交流がなかったので凄く楽しいと思います。 
・僕は未来の高砂市は良くなると思います。 

中学 ２年 三村 翔 

「未来の高砂！！」 
・10年後の高砂市は、高齢者が多くなっていると思います。高砂市にい
る子供たちが成人したら、高砂市を出ると思うからです。 
・学童は小学校までで中学生はありませんでしたが、これを中学校でも拡
大し、放課後の教室を、お年寄りに来てもらい希望する中学生は、そこで
勉強を教えてもらい、学校生活の相談にのってもらいます。 
・コンビニに行けば何でも揃うことができるのと一緒で、学校に行けば、
地域の大人や高齢者とふれあうことができて、高齢者や地域の人との交
流が盛んになり、子供にとって社会の勉強になると思います。 
・高砂市には他の町では無いような心暖かな交流が出来るような仕組み
を作ってほしいです。 
・僕が家族を持って高砂で子供を育てる時に自分たちだけではわからな
いことがたくさんあると思います。 
・そんな時家族以外でも気軽に相談できる人がいてくれたら安心です、そ
ういう高砂市になってほしいです。 

中学 ２年 南 恒誠  

「世界一幸福な町、高砂」 
・私の考える 10年後の高砂市は、世界で 1番幸せなところです。みんな
が暮らしやすくて犯罪のない平和で幸せな町になってほしいです。 
・現在でも高砂市は自然豊かで明るい場所ですが、中には生きるのが辛く
て苦しかったり、悲しいことがあったりして高砂市を出て行っちゃう人が
いるかもしれません。「高砂市っていいところだな」と思うようなところに
なっているといいと考えます。 
・ただ幸福なだけではなく、「世界一」とつけたのは、高砂市が世界一暮ら
しやすい、過ごしやすくなるといいなと思ったからです。 
・昔の高砂はもっと人口が多かったらしく、今では子供が少なくなってき
ているらしいです。10年後には、少子高齢化がもっと進んでいるかもし
れません。そうなっても、高砂市民全員が幸せに暮らせると良いと思いま
す。 
・高砂市は、生石神社の浮石があり、宮本武蔵の育った場所でもあり、お
いしい穴子が有名で、自然豊かな場所です。そんな高砂市が私はとても大
好きで、高砂市の未来を考えると、楽しみでワクワクします。 

中学 ２年 松本 夏帆 

「人と人とが支え合うことのできる明るい高砂市」 
・僕は、10年後には、みんなが安全で安心して暮らせる高砂市になって
ほしいなと思いました。 
・犯罪等がなくなるため、皆で取り組む町になってほしいです。  
・公園の遊具などを、考え方次第でいろいろ遊べたりするものや、年配の
方でも楽しんで体を動かせる遊具があってほしいと思います。 
・公園の近くなどには、ミラー等があると、子供と車との事故も少なくな
り、いいなと思います。  
・高齢者のドライバーによって起こる車の事故なども少なくなると良いと
思います。 運転免許証は何歳を超えるともう一度、審査を受けるシステ
ムになっているといいなと思います。高齢者のドライバーの事故は少なく
なっていると思います。   
・グローバル化が進み多くの海外の方に来てもらいたいです。  
・そうすることで、人、物材、情報がスムーズになり、明るい町になってい
てほしいです。人と人との関わりを深くするために、月に 1度や週に 1
度ほど、みんなが会うことのできる機会があると良いと思います。。 

中学 ２年 見賀 理人 

「安心して子育てできる町」 
・私が望む 10年後の高砂市は、安心して子育てができる高砂市です。  
・まず公園や広場などの整備です。 
・子どもたちがいっぱい走り回れるように、なるべく遊具と遊具に隙間を
開けるなど、子供視線にもう一度整備を確認したほうがいいと思う。   
・子どもがたくさんくる公園の横に小さなハウスを建てるといいと思う。  
・学校帰りの子どもが寄れるキッズパークを建設したらいいと思います。  
・ボランティアの方が来て、宿題を助けたりします。  
・たくさんの子供たちが来て過ごすので、自然と社会に出ていく上でのマ
ナーが身につきます。  
・子どもたちの自由時間を作ってあげることは大事だと思う。  
・年齢は関係なく、小さい子どもが通えるジムみたいな感じがいいと思
う。  
・今高齢化が進んでいる高砂市では、どのように子どもたちが住みやすい
町に変えるかが問題です。 

中学 ２年 酒田 歩純 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

  
「素敵な場所 素敵な高砂の未来」 

・高齢者の方々が笑顔で過ごせる高砂は作れると思います。市内の高齢
者の方達が何かに挑戦すると言った計画はどうでしょうか。 
・例えば、裁縫などが得意な方も多いと思うので、自分の趣味を生かせる
ような空間があれば毎日が楽しく笑顔が増えると思います。 
・共働きの家族が多い中で、家族みんなが幸せに暮らすために、シングル
マザーの方たちが生活しやすいまちがいいと思う。 
・予言されている南海トラフ地震。 地震ですぐに倒れてしまわないように
備えるなど、公共の場所から対策していくと安心だと思います  
・高砂を愛していない人は 10年先も素敵な場所にすることは無理だと
思います。 高砂市を大切にしていくことを目標にするといいと思いま
す。   
・いじめがあるのであれば、大人たちがしっかり見ていてあげて、何かあ
った時にすぐ助けられるような状態にしなければいけないと思います。  
・助け合いが続いていく高砂市になっていけばいいなと思います。 

中学 ２年西村 梓 

「田畑をもっと増やそう」 
・僕は 10年後には田畑などが増えていってほしいです。  
・野菜は冬になったりすると、値段が高くなるからです。  
・高砂市は工場や住宅街などが多く、田んぼや畑が少ないからです。 
・それを防ぐために廃墟になった工場や、住んでいない家などをつぶし、
田んぼや畑にすれば良いと思います。  
・公園なども、田んぼや畑にすればいいと思います。。  
・野菜は僕たちにとって大切な食べ物だからです。 
・働く女性が増えてきたからです。  
・働く女性が増えてきたことで新しいことを挑戦してみたり、農業は楽な
仕事ではないけれど、やってみようと思って農業に挑戦する人が多くな
ると思ったからです。  
・高齢化が進んできて田んぼや農業をやっている人は、だいたい高齢者の
方がしているので、若い人に代わっていかなきゃダメだと思います。   
・少しでも農業をしている人の気持ちや、野菜のありがたみを知って頂け
たらいいと思います。 

中学 ２年 岡部 航揮 

「市民が住みやすい町」 
・私の思う 10年後の高砂市は、「少子高齢化」になっていくと思います。  
・老人ホームの数が少なかったり、その高齢者を支えている人も少ないと
思います。  
・子供が遊べる場所が少ないと思います。 
・そのような施設が少ないので遊ぶ場所も限られてしまっています。  
・昔あった商店街がシャッター通りになっているので、その通りを上手に
使うと買い物客が増えたりすると思います。 
・部活では、部活の数が減ってきています。 
・高砂市の部活を活発にしていくためには、外部からの指導者を受け入れ
やすくして、学校の先生だけではなく、外部指導者と協力しながら活動の
数を増やしていくといいと思います。  
・部活を通して色々な経験をし、学べることも今よりもっと増やして行け
ばいいと思います。 

中学 ２年 岩男 咲希 

「高砂市の未来」 
・10年後この高砂市はどのようになっているでしょうか。  
・東京や大阪に比べると、住みにくいと思う人もいるかもしれません。  
・しかし、僕はこの町で生まれ、育ったからとても良い町だと思います。  
・10年後どんなふうになっているのかなと想像してみました。  
・どんな風になるか分かりませんが、きっと何かが変わっていると思いま
す。  
・高砂の商店街が全然活気がないので、もっと高砂市が活気づいたらいい
なと思います。  
・殺人事件などが多いが、高砂市にはそんなニュースが流れないので、と
てもいい町だと思います。 
・絶対に大人になってから、この高砂市で生まれ育ったことは良い思い出
になる。 
・何年後でもいいけど、何かこの高砂市が変わってほしいと思います。 

中学 ２年 中西 蓮大 

「みんなが快適に過ごせる高砂市」 
・高砂市は年々みんなが快適に過ごせるよう改善されてきたと思う。  
・障がい者、高齢者、女性などを対象に 10年後に改善できたらいいなと
思います。  
・高齢者の方に優しい高砂市になればと思います。  
・今の世の中、障がいを持つ人たちはすごく生きにくい世界だと思いま
す。理解をする人が多いと思いますが、理解しない人も多くいます。  
・障がいを持つ人たちに優しい社会ができればと思います。  
・最新技術も高砂市に行き届き、障がいを持つ人たちが快適に過ごせる
10年後になっていたらと思います。  
・最後に、10年後の高砂市のことを考えました。  
・私が思っているより 10年後の高砂市はもっと良くなっていると思いま
す。 
・高齢者の方、障がい者の人たちが快適に、気持ちよく過ごせるよう、ど
んどん良くなっていってほしいと思います。 

中学 ２年 岡本 彩花   

「高砂市の１０年後」 
・バリアフリーの設備がもっと増えていたらいいなと思いました。 
・バリアフリーの設備をもっと増やすことで何らかの障がいがある人で
も、とても暮らしやすくなると思います。 
・移住してくる人も増えて、地域の活性化にも貢献できると思います。  
・あまり不便にならない、都市化を図ったほうがいいと思いました。  
・都市化を実現することによって、地域の活性化も期待できると思いま
す。  
・高齢者や女性が高砂市の経済を引っ張っていくような高砂市がいいの
ではないでしょうか。  
・女性や高齢者の労働によって、高砂市の経済がさらに安定するとも思い
ます。  
・移住の勧誘によって、高砂市を豊かにする。  
・観光客を集めて、観光業を発展させていくことによって高砂市が有名に
なり、経済的にも凄く良い効果になると思いました 

中学 ２年 谷村 伊織 

「良い所があふれる高砂」 
・この高砂が良いところであふれる町になってほしいと思いました。  
・一人ひとりが毎日楽しく笑顔で過ごせて良い所のあふれる町になったら
いいと思いました。  
・そのような町にするためには、地域活動を増やしてみたり、ご近所さん
との会話、あいさつをするなどいろいろ工夫することができます。  
・トラブル等なくすためにも、一人ひとりが自分勝手な行動を取らずに、
相手の人のことも考えながら生活することです。  
・地域活動等も、ゴミ拾いや掃除にみんなが積極的に行動していくことも
大切です。  
・一人ひとりの意見をどんどん取り入れていく町を目指したいです。  
・道端などに花を植えるなどをすると、みんなの気持ちも変わってくると
思います。思いやりの気持ちを持っていない人たちがたくさんいると残
念だなと思ってしまいます。  
・地域行事を増やしてみるなど、小さいことからでいいので高砂の町が良
くなればいいなと思いました。 

中学 ２年 山内 麻由 

「この町の未来」 
・10年後の高砂市は、高齢者が増え若者が少なくなってしまっている町
になっていると思います。  
・暮らしやすい場所、働きやすい仕事があるといいと思います。  
・海水浴場を作って、近くで海に気軽に行けるようにしたり、山に行くイベ
ントなどを考えたりして、自然とふれあいながら楽しめる場所を作ったり
したらいいと思いました。自然災害の対策もばっちりで安心安全の高砂
市になると、すごく暮らしやすいだろうと思います。  
・今までは若者が住みやすい町を考えていたけど、高齢者が住みやすい
町にすることも少し大切だと思います。  
・高齢者が若い世代に教えてあげるイベントや高齢者たちに優しくするよ
うにすると、高齢者が住みやすい町ができると思いました。  
・僕は若者にも高齢者にも男性にも女性にも大人にも子供にも全員にと
って住みやすい町を作っていくことが大切だと思います。  
・高砂市を暮らしやすく安全な町にするために少しでも僕ができることが
あればしたいと思います。  

中学 ２年 永島 空也   



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 

  

「１０年後の僕達の町」 
・10年後の僕たちの町は、人口が減っていくような気がします。  
・だけど、生石神社の浮き石は残っていると思います。  
・高砂という町は、のどかでとても住みやすい町になると思うし、謡曲高
砂がある限り、この謡曲が広がっていき、全国各地で謡われていてもおか
しくはないと思います。  
・ブライダル都市と言われているのだから、結婚する人を増やし、子ども
を作り、少子高齢化を少しでも減ったらいいなと思います。  
・あの生石神社の神様があの高い山の上で、高砂市をしっかり見守ってく
れているから、僕たちも生石神社が壊れたりしないようにずっと守ってい
きたいです。  
・有名な高砂市になったらいいなと思います。  
・高砂市は今は人が居るけども、10年後、20年後となって、今みたいに
人が居るとは限らないし、逆に多くなっているかもしれないし、全然予想
が出来ません。  
・高砂市に生まれたのだから、もっと誇りを持って生きていきたい。 

中学 ２年 関岡 聖 

「人が住みやすい町」 
・僕が望む 10年後の高砂市は、人が住みやすい町です。 
・1つ目にみんなで使える共有スペースが必要だと思います。  
・2つ目は高砂市だけがある、特有なものがあると、市として人気が出る
し商業もできるので、必要だと思いました。 
・3つ目は地震が起きた時に、電柱が倒れてきたらとても危ないので、地
下に埋めたら良いと思います。  
・4つ目は自然豊かなところがあったらいいと思いました。 
・5つ目は電車は駅まで行かないといけないので、バス停をいっぱい作れ
ばいいと思います。  
・6つ目は、学校は地震に耐えれるのか知りたいです。  
・今まで大人や子供が住みやすい町なので、お年寄りの住みやすい町にす
るには、どうすればいいのでしょうか。   
・1つ目に、お散歩ロードみたいなのを作れば毎日おじいちゃん、おばあ
ちゃんも元気になれるので必要だと思いました。  
・2つ目に、必要なのが老人ホームがいると思いました。 

中学 ２年 橋本 陸   

「少子高齢化が進むなかで」 
・僕は住みやすいこの町が好きです。10年後には高齢者の方で高砂市も
うめ尽くされてしまうと思います。 そうなったら、税金、農産物や水産
物、介護、空き家など若い人たちに負担がすごくかかります。 
・AIを取り入れるとお金がかかるけど、今から少しずつ課題をクリアし
て、普及させて行けば 10年後には AI都市となり、最先端の町となると
思うので、僕たちの負担が少なく生活できると思います。 
・AIを使った商品を作り観光客がたくさん来てこの町のよさがその人達
に伝われば、住む人が増えて、その人たちがここで結婚して、子供を作っ
てその子供がまた子供を作って世代を後に継いでいけばこの町は栄えて
いくと思います。 ブライダル都市としても頑張って行けばそのことでも
人が集まるのでこの 2つを両立させてほしいです。 
・カメラが付いていて、映ったものから情報を得て、目の不自由な方など
に段差や壁などの障がい物を知らせたり、荷物を運んでくれる人形のロ
ボット（人造人間）のような物があれば、ストレスが少なく過ごせる町にな
ると思います。 

中学 ２年 川﨑 煌貴 

「１０年後の故郷」 
・私が思う高砂市の 10年後は、明るくて静かな市になってほしいと思い
ます。  
・高齢者だけじゃなく、子供もいっぱいいる高砂市。  
・高砂市はとても住みやすい地域だと思います。   
・プリクラやゲームセンターなどがそろっています。  
・スーパーやコンビニは主婦の方々にあったら便利です。  
・私は将来的に高砂市には、元気な人が多く、明るく、快適で過ごしやすい
市になってほしいと思います。 
・今の高校生が結婚して子どもが生まれた時、その子どもが住みやすい市
になっていると私はとても良いと思います。 
・きちんと市のマナーを守れば、とてもすみやすい市になると思います。 
・そのためには、まず地域をきれいにすることからです 

中学 ２年 齊藤 姫菜 

「未来の高砂市へ今を生きる私達より」 
・高齢者とのふれあいの場や、昔ながらの遊びを教えてくださることで、
人とのふれあいの場などが増やされている高砂市。   
・最近は、お年寄りの方々が学校に来て、教えてくださったりもします。  
・昔は洗濯機がなく手で洗う大変さや、ぶんぶんゴマなど私の知らない遊
びを教えてもらいすごく楽しかったことを覚えています。  
・こういった行事をもっと増やし、私たちの高砂市の良さをより身近なも
のにして、他の市の人にも知ってもらいたいと思いました。  
・お年寄りの方々とのコミニケーションは、緊張しました。  
・赤ちゃんとのふれあいや抱っこさせてもらうのは、癒しとなりました。  
・周りの助けがないと辛く何もできないことを知り、親には感謝しなけれ
ばいけないと思いました。  
・そして今子育てをしているお母さんたちの話は心に響きました。  
・なので、こういった赤ちゃん先生を取り組む姿が増え、子育てに不安や
悩みのあるお母さんたちが 1人でも減ることを望みます。 

中学 ２年 藤原 咲良 

「未来の私たちの高砂」 
・高砂に住む人たちが明るく楽しく過ごせて、高砂市が 1番落ち着けるよ
うなそんな町になってほしいです。  
・ポイ捨てしないとか、ゴミの収集日を一人ひとり守って、きれいで過ごし
やすい町づくりをしていかなければならないと思います。  
・私が望む高砂市は、障がい者が活躍してたくさん輝ける高砂市です。  
・高砂市だけでなく、社会全体を見てもやっぱり障がい者と言うだけで差
別されて、困ったり悲しんだりしている障がい者の人たちはすごくたくさ
んいると思います。高砂市が障がい者も輝ける町を作っていかなければ
ならないと思います。  
・障がい者の人たちの良いところ、できることを見つけてその人たちに向
いた仕事をお勧めしたりすることができる場所を作ることです。  
・障がい者の人たちが 1人にならないように、子供や地域の人たちとふ
れあえる場所、そして障がい者の人が毎日を楽しく過ごせる場所を作る
ことです。  
・少しずつできることからどんどんやっていきたいと思います。 

中学 ２年 北野 楓果 

「高砂市の未来」 
・10年後の高砂市は、もっと中学生や高校生が行きたくなるようなお店
などが増えるといいと思います。お店でなくても映えスポットとしていろ
んなものを設置してみてほしいです。  
・中学生、高校生が気軽に立ち寄れる飲食店などもいいなと思います。  
・お店は、普通の自習スペースなどより、もっと休憩しやすいようにすれ
ば行きやすいと思いました。  
・今でも高砂はたくさん地域の行事やお祭りなどが行われていると思う
けれど、もっと小さいイベントなどで良いので、地域みんなの輪が広がっ
ていくんじゃないかと思いました 
・高砂市でも大規模な市民運動会等を開催してほしいです。  
・おじいちゃん、おばあちゃんまで楽しめるようなものがいいです。地域
で団結力、協調性も高まるし、楽しめることが増えていいと思います。  
・高校生と中学生の部活交流もどんどん増やしてほしいです。 
・私は 10年後、もっと若い人たちの活気であふれている高砂市になって
ほしいです。 

中学 ２年 柳井 蓮音 

「暮らしていて楽しい高砂市」 
・10年後の高砂市が、違う都市に出た元高砂市民の人たちがもう一度高
砂に戻ってきたいと思えるような町になってほしいと思います。 
・このままだとただでさえ少ない若者たちが、大きな都市、例えば東京や
大阪などにどんどん流れていってしまいます。 
・そういう町にするためには、高砂市に今暮らしている人たちが協力し合
わなければなりませんが、その過程も楽しいのではないかと思います。皆
で協力しあっても良い町にしていけば、あまり交流がなかった人たちとも
交流が深まると思います。 
・高砂市の名産品を市民に知ってもらい、広げるといいと思います。 
・例えば、高砂染めを体験できる場を増やしていけばいいと思います。私
は高砂染めの体験をしたことがあります。高砂市ゆかりの松の柄なども
あって、とても楽しいものでした。 
・より良い高砂市にしていくために、高砂市のたくさんの名産品を広めて
いくように、努力したいと思います。 

中学 ２年 吉本 瑚春 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

  

「未来の高砂」 
・私の想像する 10年後の高砂市は、子育てのしやすい高砂市です。  
・例えば、高砂市は工場の多い都市なので、植物を増やしたら、空気もき
れいになります。 
・緑は落ち着く色なので、少し気が立っているとき、心が落ち着くのでは
ないかと思います。  
・子育てがしやすいと子供が多く大変なところは少しでも楽になるんじゃ
ないかと思います。  
・このような高砂市にするにはまずポイ捨てからなくせばいいと思いま
す。  
・また、ポイ捨てだけでなくゴミの分別も必要かなと思います。  
・分別してリサイクルできそうなものはリサイクルに出して、少しでもゴミ
が減るようにしたら自然が少しでも多くなると思います。  
・私はこんな高砂市になったらいいなと思います 

中学 ２年 田中 愛葵 

「高砂市のにぎわい」 
・僕は、10年後の高砂市は賑やかになってほしいと思いました。 
・今は、祭りや夜店などみんなが集まって楽しんでいるのでいいと思いま
した。  
・夏の暑い時は、手持ちの扇風機や扇子など持ち運びしやすいものを 寒
い時は、お汁粉やお餅など、衣類だったらコートやマフラーなどが良いと
思います。  
・他にお菓子などを置いていれば、子供も買いに来るし、買う人達の会話
もあるのでより賑やかになると思います。  
・休日などに誰でもいつでも自由に参加できるイベントを作ればいいと思
います。  
・イベントは参加の応募をして、参加費を払ってするものをなくして、手ぶ
らで自由に参加できるイベントをすればいいと思います。  
・具体的にはスポーツのイベントがいいと思います。  
・白熱した勝負になるし、賑わいが出ると思います。   
・自分の案で高砂市が賑やかになるんじゃないかなと思いました。 

中学 ２年 東 倫太朗   

「良いところをいかし悪いところをなおせる高砂市」 
・謡曲「高砂」は昔、結婚式に使われていた、高砂が舞台の曲です。  
・しかし、この伝統ある曲は、高砂市内で有名では無いと思います。 
・だからこの曲を、「高砂と言えば？ 」と聞かれたら高砂市民全員は、「謡
曲「高砂」です。 」と答えれるくらい有名な曲にしてほしいと思います。  
・私が特に感じているのは、「空気が汚れている」ことです。  
・工場がいろんなものを排出するので、空気が少し汚れてしまっているよ
うな気がします。  
・いくつか制限をかける条例を作ってほしいと思います。  
・歩く道にはポイ捨てがあるし、工場の影響もあってか道路の横に流れて
いる溝の水は黒く濁ってしまったりしています。 
・予算をさらに生かしつつ悪いところを直せる高砂市になっていてほしい
と思いました 

中学 ２年 遠山 暖菜 

「高砂の活性化につながること」 
・僕は、高砂市が 10年間の計画で、道が狭く他の車が来ているかどうか
が、わかりにくい点は道路を広くしたりするか、車がきていることがわか
りやすくなるような、道路にしたらいいと思いました。  
・歩いていたら危険なところもあるので、歩道を作り、事故が少なくなる
ようにしたらいいと思いました。  
・道路を作る。地域の人はもっと過ごしやすくて住みやすい町になる。 
・スーパーマーケットや本屋などが 1つの場所に固まっている。 
・つぶれた店などを使って新しいお店を開いたりして地域の活性化を目
指せば、潰れたお店などの建物を減らすことができ、そして店を開いて地
域の人が過ごしやすく、住みやすくなって良いと思いました。  
もっと人口減少を食い止めることができたらいいと思いました。 
・図書館みたいな公共の施設が少ないので、そのような施設を、多くする
ことができたら、いろいろな人たちが自分と別の人とふれあえ、地域の人
との関係を持つことができて、地域の活性化につながるのではないかと
思いました。 

中学 ２年 陰山 脩 

「１０年後の高砂と私のくらし」 
・1つ目は「夜でも明るく、安全な道路に恵まれている町」です。 
・私は車とぶつかりそうになったことがあるのです。  
・そのような場所ではいつ事件、事故があってもおかしくないと思いま
す。  
・高砂市全体を見ると、いくつかそのような道があるかもしれません。  
・そのような道がなくなり、もっと安全な高砂市になってほしいと思いま
す。  
・2つ目は、「お年寄りが安心して暮らせる町」です。 
・私はお年寄り向けの集会など定期的に開くと良いと考えました。   
・私の家の近所には小さな子どもがいて、みんな公園で遊んでいます。  
・なので、公園に防犯カメラを取り付けるといいと思います。  
・そうすると子供たちは安心して遊べるし、不審者等も寄ってこないと思
います。 

中学 ２年 楡井 華菜 

「誰もが住みやすい町」 
・私は高齢者や障がい者が暮らしやすい町になってほしいと思います。 
・なぜなら、これからは高齢社会になっていくので、保護施設など保育園
的なものがあったらいいなと思います。  
・自分たちも将来 AIなどで仕事がなくなっていくので、保護施設などを
作って自分たちも働ける社会にしたらいいと思ったからです。 
・ 服などを買いに行く時に、遠いところまで行かないと買えないので高
砂の市場を使ってみんなが集まれる場所にしたらいいと思います。  
・自転車通学を全員したらいいと思います。  
・単元について 1回ずつテストをしたらいいと思います。  
・点数が取れないので、一回一回についてテストをしたらいいと思いま
す。  
・勉強机もきれいなものにしてほしいです。  
・部活は、土日 3時間など時間を決めてやってほしいです。  
・テスト勉強が進まなく、成績が上がらないからです。。 

中学 ２年 加藤 梨乃 

「色んな人の住みやすい町」 
・高砂市がいろんな世代、海外の人にも毎日が楽しくなる町、愛される町
になればいいなと思います。  
・少子高齢化により、高齢者住宅街が増えてきたのではないかと感じま
す。そこで私は 3世代で住むことをお勧めします。  
・縁結びの神社や寺が多いのも高砂市の良いところなので、神社や寺でイ
ベントを行い、観光客を増やすなどすれば、人が集まり、シャッター街にな
っていた商店街も店を開けて、活気あふれる町になると思います。 
・障がい者や高齢者にやさしい町になるといいなと思います。 
・高砂は高層ビルの立ち並ぶ町とか、都市化の進む町になってほしくない
と思います。 便利だけど、地球温暖化の原因となり、異常気象の原因と
なるので、あまり都会の町になってほしくないと思います。  
・高砂に住む人々も、近所に住む人たちと仲良くできて、もしも災害があ
っても助け合える絆を持った関係になってほしいです。  
・私は高砂らしい町並みと言えば、木造建築の家を想像します。  

中学 ２年 小林 結華 

「理想の高砂市」 
・障がい者、高齢者が安心して暮らすことができ、ともに協力し合って生
活していける環境を築いていける市になってほしいです。  
・また誰もが住みやすく、子育てしやすい、明るい市になってほしいです。  
・少しのボランティアが住みやすいまちの第一歩だと思います。  
・あいさつをしたりされたりすると、とても気持ちが良くなり、明るい町
や 1日を良いスタートで始められるからです。  
・これこそが高齢者が思う住みやすい町の一つだと思います。  
・子育てしやすい環境などを築いていくためには、人口も大切だと思いま
す。  
・高齢者と若い世代がともに協力してほしいです。  
・高砂市の良いところをもっとホームページなどで発表するべきだと思い
ます。  
・あいさつなどからできることを達成していきたいです。  
・自分たちでより良い高砂市をつくりたいです。 

中学 ２年 稲江 友哉 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 

  

「暮らしやすい高砂市」 
・大きいショッピングモールが 1つあっても良いかと思います。  
・飲食店や服が売っている店など、いろいろあるけど、店を回っていくの
がしんどいからです。   
・親子連れだったら、親は服や家具を見て買ったりして、子どもはトランポ
リンとか、そういうのがあると楽しいと思います。  
・山や川などの自然も残しつつ、ショッピングなど楽しめる場所があった
ら最高だと思います。  
・バッティングセンター、アスレチックとか、いろいろあってほしいです。  
・自分はよく高砂陸上競技場で練習するけど、オールウェザーにならない
かと思っています。  
・加古川競技場も行くけど、遠いし、時間がかかるから、近くにオールウェ
ザーの競技場ができてほしいです。  
・盛り上がって栄えていくのもいいけど、自然を残し、住みやすい所にな
ればなと思います 

中学 ２年 寺尾 陽人 

「未来の高砂」 
・10年後の高砂市は、いろいろな技術が盛んになって、人間がすること
が限りなく少なくなる。子どもが減少しておばあちゃん、おじいちゃんが
多くなっているように思います。  
・子育てのしやすい町になってほしいと思います。  
・理由は、今後は子どもが減少していくと予想されるので、それを阻止す
るために、環境の良いところで子どもを育てられるような町になってほ
しいです。  
・人間が自分自身で働く社会になってほしいと思います。  
・理由は、ロボット等に頼ってしまうと、社会に貢献しなくなり、外に出ず
家にいる人が多くなるからロボットなどには頼りたくないからです。  
・元気で生き生きとした環境になってほしいと思います。  
・理由は町が暗く、重たい感じだったら少し気分が悪いから、明るく元気
でパワフルな町になってほしいです。  
・子どもは減っていくけど、そんなことにも負けず、ロボットに頼らないパ
ワフルな高砂市になってほしいと思いました。 

中学 ２年 山野 心優   

「誰もが訪れたくなるような高砂市」 
・私は、10年後今よりも協力的な高砂市になれば良いと思います。  
・協力的とは、高齢者や障がい者のことを思いやり、町にゴミ 1つ落ちて
いない、他の町よりも団結性があることです。 
・今の高砂市は幼児が遊ぶ公園ですら、雑草が茂っています。  
・これを近所の人たちが思いやりを持ち、雑草などを撤去する、高齢者に
頼るのではなく、若い世代の人がもっと思いやりを持たなければならな
い。  
・高齢者や障がい者のことを思いやるとは、例えば電車の中で席を譲る、
見知らぬ高齢者の大きい荷物を運んであげることです。   
・それを自ら行動に移していますか。  
・違いを偏見、差別するのではなく、お互いの違いを尊重し、認め合うこと
が大切だと思います。   
・若い世代が中心になって町を支えていくことがいいと思います。  
・この文を読んで行動する人が 1人でも増えてくれれば幸いです。 

中学 ２年 前田 凛香 

「10年後の高砂について」 
・私がなってほしい高砂の 10年後は、人の差別がなく誰もが笑顔で暮ら
せるようになってほしいです。 
・一人ひとりが皆平等に接していくことが大切だと思います。そうするこ
とで、誰もが心苦しくなくなるし、過ごしやすく暮らせると思います。  
・確かに都会は施設や環境などがとても整っていて便利です。  
・のんびりしていて穏やかなところは何年たっても変わってほしくないと
思いました。  
・高砂市の 10年後では、高齢者など関係なく平等に暮らせていければい
いと思いました。どんなところにも差別等はありますが、それを少しでも
減らしていければ、より快適に暮らせると思います。  
・中学生の私でも少しずつ何かやっていこうとこの作文をきっかけに思い
ました。  
・高砂市では地域の方々が協力し支え合っていると思いました。 地域の
方々のおかげで安心して私は生活できているのだと思いました。 

中学 ２年 鎌田 留瑠 

「１０年後の高砂市」 
・高砂市は住みやすいし、穏やかなので、住む人が増えてほしいです。 
・学生にとっても、静かなところだから、勉強しやすい条件が揃っていて、
最適だと思いました。人が増え、ビルなどが増えると、うるさくなるので、
工業は少し進んで、良いところだけを残していてほしいです。   
・高砂市の文化的なところは謡曲高砂のような昔から伝えられてきてい
る曲などがありますが、その人数が減ってきているらしいので、活動者の
増加もしてほしいです。  
・ボランティアなどに積極的に活動されている人たちもいて、恵まれてい
ると実感します。  
・笑顔あふれる姿になって、経済的に進んで行けたらいいと思います。 
・ 高砂市が見本になれるような、暮らしやすく、事故のない、1番平和で、
親しくできる市につなげていき、そして伝統的な文化も伝えていけるよ
うな所にして行けたらいいなと思います。 
・人々が、平等に生活できる、環境づくりをしたらこれからの高砂がより
良いものになると思います。 

中学 ２年 門田 櫂 

「高齢者と若い人が楽しく過ごせる市」 
・10年後の高砂市は、高齢者と若者が楽しく暮らせる町になっていてほ
しいです。 高齢者と若い世代の人たちが楽しくふれあえることを考えて
ほしいです。  
・おばあちゃんやおじいちゃんは、おしゃべりが好きなので一緒に会話を
したりして交流を深めたいです。  
・高齢者と若い世代の人が自然と笑顔になっていてほしいと思います。  
・自然環境が良く子供たちが安全に暮らせるようになってほしいです。  
・自然が美しく、道路などにゴミが落ちていない町です。  
・子供が安全に暮らせる町です 
・未来の高砂市は、不審者がいなくなり、子どもたちは楽しく公園で遊ん
でいるのがいいです。   
・ 健康で長生きして子どもが増えて、高砂市をみんなでこれから何十年
も何百年も守っていきたい。 
・高齢者も若いみんなも全力で高砂市を好きでいられる未来へ 

中学 ２年 新田 柚季 

「子どもと安全」 
・スーパーもあってほどよく田舎で、とても住みやすいと思っています
が、好きでは無いところがいくつかあります。  
・車の運転が荒っぽいところです。次に、自転車の運転も荒いことです。  
・高砂市の 10年後は「子育てしやすい高砂市」になっていてほしいと思
います。  
・少子高齢化が進んでいるのに、子どもがとても危険な環境にあるように
思えるからです。   
・どうすれば子育てしやすい高砂市になるのか、僕なりに考えてみまし
た。 
・1つ目は、交通安全教室を定期的に行って、交通事故を起こさないよう
に交通ルールを守ることの大切さを教えていけばいいと思います。 
・安全な道路を作ることが大切だと思います。 
・僕は、高砂市を交通事故の少ない暮らしやすい町にすることが、これか
らの高砂市が子育てしやすい町になるために必要なことと思います。 

中学 ２年 和田 凌 

「みんなが気持ちよく過ごせる高砂市」 
・私は 10年後、みんなが気持ち良く過ごせる高砂市になってほしい。 
・そのためには、ゴミのポイ捨てなどをなくさないといけないと思いま
す。  
・私が学校に行っているときでも、道にゴミが落ちているのを見ます。  
・ポイ捨てをなくすためには、公園などにゴミ箱を設置するのがいい。  
・若い人から高齢者まで、高砂について知れるイベントを行うこともいい
と思います。  
・今まで受け継がれてきた高砂にしかない伝統を、これからもみんなで受
け継いでいかないといけないと思いました。  
・高砂市の全員が楽しく過ごせるように、老人ホームなどの施設を多くす
るといいと思います。  
・子供から高齢者まで全ての市民が、夢を持ち、健康で明るく生きがいの
ある生活を送ることができるようなまちづくりが出来たらいいと思う。 
・高砂市の 10年後に向けて、少しずつ変えていけたらいいなと思いまし
た。 

中学 ２年 石井 彩葉 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

  
「未来の高砂市」 

・高砂市だけにある素晴らしいものを PRして活気のある市になってほし
いです。理由は高砂市の商店街等はシャッター通りになり、行っても 1人
2人しか見かけないからです。  
・2つ目は生活に適した町並みにしてほしいです。1人がみんなのため
に、みんなは 1人のために意識すれば改善すると思います。誰もが気持
ちよく暮らしやすい環境にしてほしいです。  
・3つ目は交通事故や火災などが少ない市にしてほしいです。  
・家の前は大きい道路で消防車やサイレンの音でたまに目が覚めること
があります。  
・安全の高砂と言われるくらいになってほしいです。  
・高砂市と市民が一体となって取り組み、常により良い市に近づけるよう
になってほしい。 
・僕たち若い力を使った「高砂市らしい高砂」ができるように僕もしっかり
勉学に励み、生まれ育った故郷の皆さんのお役に立てるように今をしっ
かり頑張りたいです。 

中学 ２年 山下 奏都 

「犯罪のない高砂市」 
・犯罪が多くなるのか、少なくなっているのかは誰もわからないですが、
誰もが少なくなってほしいと思っていると思います。  
・若い人が悪いとわかっていてもやってしまうことがあると思います。  
・ほんのちょっとしたことがいずれかは、大きな罪へと進化していってし
まいます。もし、自分がされたら、外を歩いたりするのが怖くなると思い
ます。  
・なので僕は犯罪をなくす努力を少しでもいいと思うので頑張ろうと思
います。  
・10年後にもし自分が高砂市にいて 1番犯罪が多いと言われる市だと
思われたくはない。  
・犯罪をなくす努力をして 10年後には今よりも平和で誰もが罪を犯さ
ない高砂市に少しでも近づいていけたらと自分の中で強く思います。  
・自分だけが幸せになったとしても他の人が幸せにならないと意味がな
いので、一つ一つ犯罪をなくしていこうと思いました。。 

中学 ２年 上村 瑠樹亜 

「生活しやすい高砂市」 
・私が 10年後、望むのは生活しやすい高砂市です。  
・生活しやすい高砂市を作るために、野良犬と野良猫は殺処分にしないで
新しい飼い主を探します。 
・高齢者だったら、最近、車による事故が多くなってきているので、家の近
くにスーパーマーケットやコンビニエンスストア等を建てる。 
・自然そのものを使ってイベントをする。 
・川や海、町、公園を掃除するボランティアをしたり、公園などの遊ぶ場所
を増やしたら、子供や大人、高齢者の方も不自由なく過ごせるし、こんな
ところに住んでみたい、次に住むなら絶対にここがいいと思われるよう
になると思う。 
・高砂市に住んでいる私たちも、もっと掃除に協力してみようかな、自分
たちにも何かできる事は無いのかと高砂市をもっとより良いものにしよ
うと考えてくれる人が出てくるかもしれない。 
・若い人の仕事のやる気の向上や、小さい子どもたちの面倒をみんなで
見たり、公園で気軽に運動できるところを増やしたりしてほしい。 

中学 ２年 桂 彩華 

「高齢者にやさしい高砂市」 
・10年後、高砂市が高齢者に優しい市になってほしいと思いました。  
・今から 10年後、高齢者が今よりもっと増えた時、生活しにくかったから
大変だからです。  
・高砂市をより良い市にするために、高齢者の生活が楽しく、便利になる
ように 3つ提案したいと思います。  
・1つ目は、階段の横にスロープをつける。 
・2つ目は、いろいろなことを体験したり、人と交流できるといった施設
を増やす。笑顔であふれると生活も楽しくなると思います。  
・3つ目は、災害時に足の悪い人の避難を手伝うと言う案です。  
・災害時に、老人ホームなどに入っていない人は、被害に遭ってしまうか
もしれません。  
・普段から若い人たちが協力し、いざというときも避難をお手伝いし、被
害者を減らす事に役立てると思います。  
・このように、僕は高齢者が楽しく生活を送れたらうれしいなと思います。 

中学 ２年 川端 源太 

「高砂市の１０年後に望むこと」 
・平和で安心して暮らせるきれいな市がいいです。 
・都市への交通時間も少しかかって、都市で働いている人は住みにくいか
もしれません。 
・祭りは神輿を担いで回って、活気あふれていて、声が近づいてくると元
気がもらえます。  
・ゴミをポイ捨てするようなマナーの悪い人もあまり見かけません。  
・コンビニのような便利な店が増えていくと思います。  
・住んでいる人たちが心地よく暮らせるためのまちづくりも発展していく
上でとても重要です。  
・子供が遊べるような施設がたくさんあるのは良いところだと思っていま
す。   
・みんなが楽しく安心して、災害時には手を取り合い、すれ違った人には
あいさつをする明るい町を作ってほしいです。 
・10年たっても何十年たっても文化を守り、日々、進歩していく誇れる故
郷高砂となっていただければと思います。 

中学 ２年 行徳 啓人 

「１０年後の高砂市」 
・僕は 10年後の高砂市は、少子高齢化をストップさせて、若い人たちに
活気があふれるような高砂市になってほしいです。  
・そのためには子育てしやすい環境を作らなければなりません。  
・調べてみると、高砂市の待機児童は 0人だそうです。  
・増設しなくても大丈夫かと思いましたが、足りなくなるよりかは十分に
ある方が良いのではないかと思いました。  
・安全安心の遊具が多くある公園が身近にあればいいと思います。  
・生まれてくる子どもたちを増やすのも大切ですが、若者達の人口流出を
防ぐことも大切です。  
・都会の方が便利と言う意見には、都市への交通網をより良くすればいい
と思います。  
・あと、高齢者も住みやすい高砂市であってほしいと思います。  
・そのためには、治安が良く、住み良い町でなくてはならないと思います。 

中学 ２年 吉田 伊吹 

「１０年後の高砂市」 
・10年後、私はポイ捨てが少なく、昔からの伝統が残っている高砂市にな
ってほしいです。  
・多くのペットボトル、アルミ缶などたくさんの種類のゴミが捨てられてい
ます。そんな町はいやです。  
・どんな些細なことでも積極的に取り組むと少しポイ捨てをする人が減
り、道を通る人が気持ちよく通れるような、そんな町になるかなと考えた
からです。 
・祭りでも子供の人数が少なく、規模が小さくなっていくなど、伝統が小
規模になっています。  
・この問題の背景は、やはり参加する子供の減少や町の変わり方について
問題があると思います。  
・私は昔からの伝統行事は大切なので残ってほしいと思いました。  
・私はポイ捨てはしないし、できるだけ伝統行事にも参加して、周囲の人
に呼びかけたいと思います。 

中学 ２年 中川 ゆうき 

「１０年後の高砂」 
・道路を広くしたほうがいいと思いました。 
・消防車やパトカーや救急車がすばやく通れる道を作ってほしいです。 
・ただでさえ人が少ないので、もっと人が増えるような町にしていってほ
しいです。 
・子ども達がけがをしない安全な公園も作ってほしいです。 
・僕が思うに 10年後の高砂市は変わらなくても良いと思いました。 
・おじいちゃん、おばあちゃん達がくらしやすい町もいいと思いました。 
・飲食店も増やしてほしいです。 
・飲食店がそんなに多くないので、店もいろいろ作ってほしいです。 
・理由は、高砂は、あまり名物がないと思うので、もう少しいろんな場所を
作ってほしいです。 
・みんなが笑顔で楽しい高砂になると思います。 

中学 ２年 小原 蓮 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

  

「私達の高砂市」 
・私は、少し昔の高砂市がいいと思っています。  
・都市化が進んでいる今、10年後は今より田舎が減り、都会が増えてい
ると思います。  
・今のままの高砂市もいいですが、もう少し昔の高砂市がいいと思いまし
た。  
・都会もいいですが、それ以上に田舎が好きです。  
・そして私は趣味で散歩をしています。  
・虫の音が聞こえ、美しい音で心を安らかにいつもさせてもらっていま
す。  
・夏がきたって感じでまたそれもいいと思いました。  
・今回の作文で 10年後の未来の高さを考えてみて、やっぱり私は高砂市
が好きだなと思いました。  
・そして大人になってもこの高砂市にいたいと思っています。  
・今よりもっと好かれるような、素敵な町になればいいなと私は願い続け
ます。 

中学 ２年 常本 彩香  

「お年寄りが暮らしやすい市に」 
・高砂市の 10年後は、暮らしやすい市になっていてほしいです。  
・高齢者が住んでいるため、安心して暮らせる市になった方がお年寄りの
人たちは困らずに生活できると思います。  
・声をかける人が増えたら、10年後の高砂市は私が暮らしやすい姿に変
わっていくと思います。  
・自分たちが少しずつでも動いていくと、助かる人が増え、暮らしやすくな
るのではないかと思います。  
・お年寄りが安心して暮らせるようにするためには、車の事故の防止、犯
罪者の減少をしていかないといけないと思います。  
・車での事故を防止するために、安全運転をすることや呼びかけを行うこ
とが必要だと思います。  
・飛び出し注意の看板を設置することも必要だと思います。  
・一人ひとりが心がけて、少しでも高砂市が変わっていくと 10年後に
は、お年寄りの人たちがゆっくり安心して暮らせる市に変わっていると思
います。 

中学 ２年 森下 優良   

「少子高齢化を止めよう」 
・僕は高齢化が進んでいるので、高齢者の方でも住みやすい市になってほ
しいと思います。もしかしたら自分の家が老人ホームになっているかもし
れません。高齢者の参加するラジオ体操をなくさないためにも若い人も
参加する必要があります。 
・高砂市もいずれ子供、若者がいなくなってしまいます。  
・そうならないためには、できるだけ僕たちが住んでいる高砂の良いとこ
ろを違う市町村や違う県の人に教えて、高砂市を栄えさせていく必要が
あると思います。  
・例えば、高砂でとても美味しい店やスポットなどをインスタや Twitter
を使い教える。他には子供たちが遊べるところを増やすと高砂市が今よ
りもっと栄えていくと思います。 高砂市でも今より人口が少なくなって
いる事でしょう。 
・僕たち高砂の人は 10年後 20年後も栄えている市でいてほしいと思
います。 そのためには色々と対策をしていき高砂市のマスコットぼっく
りんなどもなくならないようにしていってほしいと思います。 

中学 ２年 由良 拓椰 

「障がい者などが活躍する高砂市」 
・高砂市の良いところは、とてもきれいな場所があり、みんなが優しく、困
っている人がいると助けてあげるところを見かけます。  
・兵庫県の中の小さい都市で人口の高齢化が進んだりしています。  
・夏には、釣りをしに来ている人もいっぱいいます。  
・秋は栗なども取れたりします。  
・それぞれの季節にあったことを高砂市の人々はしています。  
・また高砂市には有名人なども来る場所で、外国人の人を見かけます。  
・外国人向けのアルバイトを作ってみたらいいと僕は思います。  
・外国人に日本の文化を知ってもらったりして、日本人と外国人の絆を深
めたりする必要があります。 
・そうしたら高砂の町もたくさんの人が集まる観光地になると思いまし
た。 
・季節に合ったものが食べられたり、手軽に買い物に行けたりするのでと
ても楽しいです。 

中学 ２年 脇村 陸 

「高砂の未来の施設」 
・幼い子供から高齢者など様々な人が活躍する施設があったらいいです。 
・子どもに勉強を教えたり、高齢者などの話し相手がいたりする多くの人
が癒される場所で、いろんな場所に改善点や要望などの意見がいえる相
談ポストがあります。  
・他に保健所とペットショップが合わさったものがあり、殺処分されるペッ
トたちをペットショップで毛並みを整えて、檻等の中に入れ、ペットを買い
たい人はそのペット達とふれあったりして、ペットにすることを選びます。   
・私が紹介したものは 10年後にあるかもしれませんし、ないかもしれま
せん。そのためには 1人だけではなく、地域の人々が働きかける必要が
あります。 
・人と人とが協力しあい、住む人や地域が輝けるようなまちづくりをすれ
ばいいと思います。 

中学 ２年 陰山 育恵 

「子どもから高齢者までが安心して過ごせる高砂」 
・高砂は、小さな子どもから若者、高齢者まで安心して楽しく暮らせる町
だと思います。自然豊かで、歴史があるお祭りがあり多くの人が楽しんで
暮らせると思うからです。  
・祭りや初詣に行った時に、ゴミ等が捨ててあるのが気になります。  
・ゴミ箱をたくさん置いて、みんなが協力してゴミをまとめてくれたらと
思います。  
・祭りだけでなく、高砂には、いろんなところがあります。  
・その中でも僕は特に、市ノ池公園がいいと思います。  
・昔からおばあちゃんと遊びに来たりしていました。  
・最近、鹿島川沿いの桜の切り倒しの話が出ているみたいです。  
・僕は 10年後もこういう自然の場所を守っていきたいと思っているので
切り倒されないようにと思います。  
・今の高砂にはきれいな自然を大切にしていけば、小さな子供から高齢者
までが安心して暮らせる町になると思います。 

中学 ２年 安田 リアム 

「１０年前と１０年後」 
・僕は転校してきたので、高砂の地形などが全然わかりませんでした。  
・家の前でサッカーをしようと思ったが、狭くてできませんでした。  
・3年生になってサッカークラブに入りました。  
・このチームは小３から小５ぐらいしかいなかったので、全然楽しくなかっ
た。今から勉強がんばっていい高校に入って IT の会社に就職したいで
す。  
・高砂市はスーパーの袋を有料化にしないでほしい。  
・姫路、加古川のスーパーマーケットでは袋が無料のところがあります。  
・10年経ったら僕も大人になり、高砂市を代表する人に投票するので、
ちゃんとしてくれる人に入れたいです。  
・学校でエアコンがつけられて、夏休みが減るので、少し悲しいです。  
・僕の望む 10年後の学校はインターネットで授業を受けられる学校がい
いです。 

中学 ２年 金沢 翔瑠 

「誰もが気持ちよく過ごせる高砂市」 
・私が望む高砂市の 10年後は、誰もが気持ちよく過ごせる高砂市です。 
・私はスポーツ少年団のイベントで海岸の掃除に行っています。  
・ポイ捨てをする人ばかりで、どんどん高砂の風景が悪くなる一方です。  
・各公園などの案内板付近にゴミ箱を設置してほしいと思います。  
・タバコの吸い殻をポイ捨てしないような取り組みがされるといいなと思
います。  
・老人ホームが増えればいいなと思いました。  
・小さい子が何も不自由なく、また、お母さんたちの負担軽減になるとい
いです。  
・誰もが安心して通学路を通って、学校へ行けるようになってほしいで
す。 
・自分たちが今の高砂を変えれるように頑張っていこうと思います 
 

中学 ２年 平井 颯来 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

  

「住みやすい町を目指すために」 
・みんなが住みやすいところになってほしいなと思います。  
・みんなが好き勝手にしてしまうと、困る人がたくさん出てきます。  
・どのようにすればみんなが困らずに、住みやすくなるのかいくつか例を
挙げていきたいと思います。 
・路上は完全禁煙にすればいいと思いました。  
・吸う人はどうも思ってないと思うけど、路上などで吸っていると、吸っ
てない人はとても不快な思いをしてしまうからです。  
・たばこは、主流煙よりも副流煙の方が危ないので、喫煙コーナーを作れ
ばいいと思いました。  
・都会などの信号でよく見たりする音響装置付信号機にすればいなと思
いました。隣の町の加古川市・姫路市に行けばいくらでもあるのにと思い
ました。  
・平たくなってしまったり、壊れてしまった点字ブロックを作り直せばいい
と思いました。  

中学 ２年 小河原 優大  

「１０年後の未来高砂市」 
・高砂市の良いところは、災害が少なく、安心で安全な町ということです。 
悪いところは、道路によくゴミが捨てられていて、ちょっと言葉も汚いな
と思いました。  
・嬉しかったこともあって、家族と帰るときに、はぐれてしまって家に帰れ
ない日がありました。その時に大人の人が、「大丈夫」と声をかけてくれ
て、家族探しを手伝ってくれました。高砂市の人は、悪い人もいれば優し
い人もいるんだなと思いました。  
・自分は、生まれた県は、高砂では無いけど、高砂と違うところは、みんな
が優しく知らない人にたくさん助けられたことがあります。 
・その中で嬉しかったことが、虫が欲しかった時にカブトムシをくれたり、
野菜をくれたりしてとてもうれしかったです。  
・高砂市も楽しいと思える町になってほしいと思います。  
・安全で、町のみんなが優しく楽しい人であり、助けてくれたり、言葉もき
れいな言葉で、道路もゴミがないきれいな道路になり誰でも高砂市がい
いと思える町にしてほしいと思います。 

中学 ２年 大塚 倫平   

「高砂がより良くなるために」 
 
・僕は、いつまでも変わらない高砂市であってほしいです。  
・高砂市民がみんな仲良く楽しく過ごせるようになってほしいです。  
・そして、高砂市にいつまでも人が住んだり、来たりしてほしいです。  
・高砂市はいつまでも伝統が続いて、歴史ある市であってほしいです。  
・木を切ったりするなどの自然破壊をしないようにしてほしいです。  
・そして地震などの災害も起こって欲しくないです。  
・地域の人たちで防げるように頑張ってほしいです。  
・このようにして、高砂市を今以上に良い市にしてほしいと思います。  
・高砂市民が元気に生活するためには、他にもあいさつ等があります。  
・これからも協力しあって高砂を良くしてほしいです。 
 

中学 ２年 大久保 舜介 

「１０年後の高砂」 
・１０年後は、年齢や性別関係なく、誰もが輝ける高砂市になっていたらい
いなと思います。10年後、僕は高砂市にいるかわからないけど、良い町
になっていたらいいなと思います。  
・高砂市も高齢者の割合が多くなり、子供の割合が少なくなってきている
と思うので、子供を育てやすい環境の町になってほしいと思います。  
・コンビニの 24時間営業を廃止し、日本の技術を取り入れたロボットを
代わりに働かせたらいいんじゃないかなと思います。 
・時給も上げる必要がなくて、人件費が浮き、メリットが多いからです。 
・高砂市の選挙には詳しくないけど、町を変えていくためにも選挙、投票
したほうがいいと思います。  
・投票しないのはもったいないと思うからです。  
・18歳以上になればできるので僕も参加してみたいと思いました。  
・ボランティア活動などもしないとダメなのかなと思います。  
・僕は何もできずに祈るしかできないけど、良い町になってほしいと思い
ます。 

中学 ２年 井上 光雄 

「住みやすい高砂市」 
・僕は高齢者が住みやすい市になってほしいと思います。そのためには、
食事をしたりラジオ体操をしたりすることが必要だと思います。  
・高砂市で農業をする高齢者が増えると、高齢者は健康になると考え、か
つ地元で収穫した農作物などを食べることができ、地産地消を可能にす
ることができると僕は思いました。 
・もっと若者を増やすためには、子どもを育てやすい市にすること、若者
に高砂市の良さを教えることが必要になります 
・そのために、高砂市でとても美味しい店や高砂市の絶景スポットなどを
インスタや Twitter を使い広める。このようなことをしていけば高砂市
に子どもや若者が増えると思います。  
・高齢者の意見もしっかりと聞き入れていくことも大切だと思います。  
・昔から工業の町として栄え、高砂市独特の文化伝統もできました。   
・昔ながらの文化を守りつつ、活気にあふれる姿になってほしいと思いま
す。 

中学 ２年 國井 春希  

「１０年後の高砂市」 
・僕は、高砂市の 10年後を自分の願望を交えて述べたいと思います。  
・高砂市の 10年後は、協力できる高砂市が僕にとっての考えです。  
・高齢化や都市化すると人口は、だんだん減少していくと思います。  
・都市で働いている人は住みにくくなるかもしれません。  
・夏にある盆祭りは、みんなが踊り盛り上がるのでいいと思います。  
・これからだんだんと、高齢化していき子どもが減少していくかもしれま
せん。  
・なので高砂市は子育てのしやすい環境作るのも大切だと思いました。  
・これからロボット等の技術が発展していくと思います。  
・人間の仕事をロボットが全て行うかもしれないけど、自分自身のことは
自分でやり、ロボットには頼らずに生きていく町になってほしいです。 

中学 ２年 土井 龍我 

「美しい高砂市」 
・10年後の、高砂市には、美しい高砂市になってほしいです。  
・「美しい」とは、もちろんゴミなどが落ちていないのもそうですが、高砂
市に住む、約 90,000人の心が美しくなり、事件や、悪いことが起こらな
いと言う意味もあります。 
・ポイ捨ては許せないことだけど、ごみを見つけても拾う人が少ないか
ら、よく落ちているのだと思います。  
・実際僕も、ゴミを見つけても、拾う事は少ないです。 
・そこを直さないと、美しい高砂市にならないので、これからは、拾おうと
思いました。  
・毎週週末に、高齢者の方や地域の人で集まって、ゴミを拾う活動をした
ら、今後美しい高砂市になると思います。   
・高砂市は、自然災害も少ないし、とても住みやすい市なので、ゴミや事件
が起こってしまったら、本当にだめだなと思いました。   
・これからは、僕たち若い世代が活動して高砂市にしたいです。 

中学 ２年 森園 康平 

「１０年後の未来」 
・どうやったらいじめや犯罪等がなくなるのかを一人ひとりが考えていっ
たらいいと思います。  
・看板を増やしたり、ポスターなどを増やしていけばいいと思います。  
・馬鹿にする人は、何も言い返されないからいくらでもいい続けるのだと
思います。  
・障がい者も一緒の人間なのに違う人みたいな使い方をしてかわいそう
だと思います。バカにしている人は、相手の気持ちを考えずに行ってるの
だと思います。  
・自分だけでなく、みんな一人ひとりがこのことを意識していってほしい
と思います。  
・ Instagramや Twitter 、Facebookなどでいじめをするのはダメ
だと思います。それを広めている人は、クズだと思います。  
・これはして良いことなのかなどを考えてから行動するべきです。  
・これらのことを一人ひとりが意識していけば、みんなが住みやすい高砂
市になっていくと思います。 

中学 ２年 山口 航輝 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 

  

「１０年後の高砂市」 
・今の高砂市は、比較的安全だと思うけど、10年後にはどうなっている
かわかりません。  
・大きな地震が来たりしたらバラバラになってしまいます。  
・そのために 10年後には新しい技術で家などを強化したり町などを改
善していってほしいと思います。  
・後は、高砂市には、特におもしろいところがないのでもっと増やしてほし
いです。  
・新しい店が出来たが、工具売り場で自分らが行っても楽しくないので子
供も楽しめる施設などができていたらいいなと思います。  
・例えば遊園地とかができたらいいなと思います。  
・遊園地などができると、人が多くやってくると思うので高砂市の活気も
よくなると思います。  
・そしたら人がいっぱい住むようになり、もしかしたら 10年後には、高砂
市も都会になってるかもしれませんね。  
・逆も考えて 10年後高砂市がなくなっているかもしれません。。  

中学 ２年 嘉本 脩斗  

「差別がない明るい高砂市」 
私は、高砂市の 10年後には人の差別がなくなる明るい町になってほし
いです。いじめをしている人は楽しいかもしれないけど、されている人は
辛い思いをすると思うし、嫌だと思います。  
・「差別」という言葉は消えることもないし、みんなの心からはなくなる事
はありません。  
・私もあと 10年後になってほんとに差別がなくなるかはとても不思議に
思うし、完璧になくなる事はないと思います。  
・今以上に差別がなくなり、10年後には少しでも明るい高砂市になって
いるように今からでも一人ひとりが「差別をなくそう」と言う気持ちにな
ってほしいです。 だからこそ、高砂市だけは今以上の市になってほしい
と思っています。  
・私も今は高砂市の住民として、今できることやチャレンジできることを
一生懸命にしていこうと思いました。   
・10年後にはみんな笑顔で明るく、たくさんの人が高砂市にいたいなっ
て思うように毎日心がけてこれから過ごしていきたいと思いました。 

中学 ２年 長尾 心花 

「環境にやさしい高砂市」 
・僕は、10年後の高砂市が、「環境に優しく」をモットーにする高砂市にな
ってほしいと思います。  
・きれいになるまちづくりの具体的な例として、まずは、ゴミのポイ捨てを
する人をさせないようにすると良いと思います。  
・ゴミだけではなく、二酸化炭素の排出も地球温暖化の原因の 1つになっ
ています。  
・今、日本各地で問題になっている異常気象なども地球温暖化が原因に
なっています。 
・高砂市だけでも立ち上がって「環境に優しく」と目標を立てることによっ
て 1人でも今の行動を見直してもらい、より一層きれいな高砂市に変わ
るんじゃないかと思います。  
・他の市町村からも高砂市が住みやすくて良いところだと思ってもらえる
ような高砂市になってほしいと思います。  
・僕も高砂市の一市民として、協力して高砂市の景観を損ねてしまわない
よう気をつけようと思います 

中学 ２年 岩下 竜哉 

「住みやすい環境・町」 
・子供も安全に暮らせるような町にならないといけないと思います。  
・高砂市は加古川市よりも治安が良いのではないかと思いました。  
・今、高砂市の部活の数が減少しているのではないかなと思いました。  
・例えば、高砂市のソフトボール部はニ校しかありません。  
・他の学校はできる環境が整っていないのではないかなと思いました。  
・もちろん、ソフトボール部以外にも人数が足りていなくなってしまった部
活や、もともとない部活等を少なくしたら良いのになと思いました。  
・そのため、部活の数を増やすことで帰宅部の数が減るのではないかなと
思いました。  
・歩行者自転車の方の青信号をもう少し長くした方が役にたつのになあ
と思います。  
・10年後はもっと環境よく小さい方から高齢者までもっと安全に暮らせ
ることを願っています。 

中学 ２年 辻村 夏海  

「誰でも暮らしやすい町「高砂市」」 
・高砂市はお年寄りの人や障がい者が安全で楽しく暮らせることができ
る町になっていてほしいです。 
・高齢者の方が毎日のように通える憩いの場を作ってほしいです。  
・町全体に笑顔があふれるような町になってほしいと思います。  
・もし 10年後に学校が廃校になっていたら、そこを公会堂のような場所
で活用してほしいです。  
・そうすると子供と大人がふれあいができる町全体の活性化にもつなが
るんではないでしょうか。  
・私は今まで 10年後 20年後の高砂市の事など考えていませんでした。
作文を書いているうちに 10年後の高砂市はこの町になっていてほしい
と言う、連想がいっぱい出てきました。 
・看護師になった時この高砂市と言う町の支えに少しでもなれたらいい
なと思います。  
・また、町の人みんなが元気で町全体に笑顔があふれるような高砂市に
なってほしいです。 

中学 ２年 竹内 花菜 

「華やかな高砂」 
・私は、10年後の高砂がどうなっているか少し考えてみました。  
・少子高齢化が進んでいるので、高齢者の方が増えてくるのです。  
・少子高齢化が進むため介護が必要になってくる人たちが増えます。  
・そのためには介護士の方がいないといけません。  
・学校とかでも、クーラーや扇風機が付いているので学習しやすくなって
います。  
・私が想像している 10年後の高砂は、みんなが協力できた高砂です。  
・最近学校に行く途中、道にタバコやパンなどの袋が落ちているのを見か
けます。  
・10年後の高砂を、明るく、華やかで美しくしていきましょう。  
・高砂市民が皆仲良くなるように高砂市民全員が協力してほしいと思い
ました。 

中学 ２年 熊谷 和香 

「一人ひとりが過ごしやすい町」 
・私が想像する１０年後の高砂市は、一人ひとりが快適に暮らせる市です。  
・理由は、下校しているとき、刃物で子供を刺したり、世間を騒がせている
人たちがいることを知って、そこから、一人ひとりが快適に安心して暮ら
せる町がいいなと思いました。  
・ポイ捨てをしない町です。 
・ペットボトルなどが川や池、山などに捨てられ、そこにいた蛍や魚、虫な
どがいなくなったり、その植物などが枯れていたりなどという、自然にも
大きな影響があります。   
・定年退職になる年は 65歳ですが、10年後には 70歳になるかもしれ
ない。 
・高齢者がするバイトといえば、高校生や大学生みたいに数が多くなく、高
齢者の人たちは年金だけで生活することをよぎなくされます。  
・だからもっと高齢者が活躍できることを、市がもっともっと提案してほ
しいと思います。 

中学 ２年 中川 美優 

「変わらない町」 
・僕は 10年後も大きな事故などがない地域であってほしいと思います。 
・いろんな人が協力しあい、多くの人が集まるような場所にしたいです。 
・少子高齢化も進んでいるので、これからも高齢者が増えていくと思いま
す。  
・なので、高齢者にも働いてもらうことを考えたほうがいいと思います。  
・祭りなど行事が栄えていたらいいなと思いました。  
・そのためにも色々な人が協力しないといけないと思います。  
・働きやすい町づくりです。  
・そのために高齢者が働きやすい町をつくるのも一つの点だと思います。  
・ロボットや AIを使って、効率よく仕事をすることです。 
・変わらない町でも全く変わらないのはよくないと思います。 
 

中学 ２年 小林 琉力瑛 
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「だれもが楽しく伝統を受け継いでいく高砂市」 
・10年後、誰もが楽しく伝統を受け継いでいく高砂市になってほしいで
す。  
・私自身も、けんかをしたり、泣いたり、高砂市の伝統を知らなかったりし
ます誰もが楽しく伝統を受け継いでいく高砂市になっていてほしいなと
思います。  
・高砂市の伝統は、「謡曲高砂」や生石神社にある、「石の宝殿」及び「竜山
石」です。  
・みんなが仲良く、楽しく暮らせたらいいなと思っています。 
・高砂市は悪いことでニュースに載るより、何か良いことをしてニュース
に載れる、そんな町になってほしいなと思います。  
・笑顔の絶えない町を高砂市の人たちと目指していきたいです。  
・10年後の高砂市は、どんな風になっているのか、とてもワクワクしてい
ます。  
・私は 10年後、高砂市にいないかもですが、高砂市が今よりもっと良い
町になっていることを願います。  

中学 ２年 神吉 璃愛  

「住みやすい高砂へ」 
・高砂市が 10年後、差別がなく一人ひとりが気持ちよく過ごせる町にな
ってほしいと思います。  
・ポイ捨てしている人を見かけることがあります。ゴミはきちんと各自で
持ち帰りみんなが気をつけることが大事だと思います。  
・差別をされて嬉しい人なんていないと思います。高砂市はもちろん、高
砂市に住んでいる人以外の人も差別も少しずつなくせていけばいいなと
思います。  
・何かする前に相手の気持ちを考えて行動したら、差別をなくす第一歩に
なると考えます。  
・やっぱり笑顔でいることが大切だと思います。  
・そして 10年後にはもっと技術が発達してもっともっと住みやすくなっ
ていると思います。  
・今すぐには無理かもしれないけど、10年後私たちが大人になってから
住みやすい町に実現できたらいいなと思います。   
・誰でもみんなに笑顔になれることを心がけたいです。 

中学 ２年 梶原 ひなた   

「暮らしやすい高砂に」 
・今の高砂は、とても元気であると思います。  
・隣のおばちゃんが「いってらっしゃい」と笑顔で言ってくれます。  
・こんな日がずっと続いてくればいいと私は思っています。  
・10年後の高砂をもっと楽しくてもっと幸せにするにはまず、貧乏から
脱出しなければならないと思います。  
・でもそれを考えると税金が増え、たくさんの人が困ってしまうと思いま
す。  
・高砂市に何か有名な観光地を設けたらいいと思います。お土産などたく
さん買っていくと思うので観光地はとても良いと思います。  
・次に、もっとコンビニを増やしてほしいです。  
・もっと良い高砂市にするには、みんながもっとコミュニケーションをとれ
ばいいと思います。  
・みんなが、仲良くなれば犯罪も少なくなると思います。 

中学 ２年 尾沼 瑞稀 

「自慢できる高砂」 
・私は 10年後、便利で様々な人が活躍できる高砂市になっていてほしい
です。 しかし、便利なだけではいけないと思います。  
・高砂市らしい町並みを残すことによって高砂に帰ってきたりしたときに
安心感なども生まれると思います。  
・高砂らしい町を残すには、地域の人が建物などを大切にしないといけな
いと思います。  
・高齢者がお互い交流したり、子供と交流したりする場所や施設も必要だ
と思います。子供と高齢者が交流するのは、高齢者にとっては生きがいに
なったりすると思います。  
・子供にとっては、昔の遊びがわかったり高齢者ならではの知識を知る機
会にもなると思います。  
・様々な年代が交流することによってお互いが活力をもらい、地域も生き
生きとします。   
・高砂に帰ってきた人などは高砂で良かったなどと思ってもらえるような
町になってほしいと思いました。 

中学 ２年 榎本 希帆 

「みんなが仲の良い高砂市」 
・私の高砂市の理想は、「みんなが仲良い高砂市」になってもらうことで
す。  
・もっとまわりと親しく話せる関係になりたいです。  
・そうなるための方法を私は 4つ考えてみました。  
・1つ目は、やっぱりみんなとの交流をもっと増やすと言うことです 
・2つ目は、あいさつを心がけると言うことです 。 
・3つ目は助け合いです。 
・4つ目は、心の壁を作らないと言うことです。  
・もし、遊びの会とかがあったりしたら、積極的に参加したいです。  
・それで、小さい子からお年寄りの人まで仲良くして、毎日が楽しくなる
ようになりたいです。  
・だから私は、みんなで協力してもらいたいです。 

中学 ２年 枝常 叶愛  

「誇りになるような町・高砂へ」 
・私が思い描く 10年後の高砂市は、今よりもっと高砂ならではのものを
生かし、そしてどの世代でも住みやすい町です。  
・他の市のように有名になるようなお土産を売り出してほしいです。  
・そしてどの世代でも住みやすい町と言うのでは、幼い子供からお年寄り
までが安全に楽しく暮らせる所と言うことです。  
・幼い子供だけでなく、小学生や中学生があまり遠くへ行かなくても楽し
める施設を作ってほしいです。 
・近くに買い物するところがあると、親世代の人たちも暮らしやすくなる
と思います。  
・他の市からも来てくれる人が増えるだろうと思います。  
・お年寄り世代には、もっと園児との交流を増やしたりして笑顔で過ごし
てほしいです。  
・山もあれば、海川もあり、活躍する部活もあり、とても素敵な市なのでた
くさんの人に知ってもらって自慢できるような市になってほしいと思い
ます。 

中学 ２年 上原 ひなた 

「笑顔広がる高砂市」 
・年も関係なく差別のない笑顔広がる高砂市になってほしいです。 
・高齢者や障がい者だけでなく、性別でも差別をなくしてほしいです。  
・高砂市の伝統的なものをそのままつないでほしいです。  
・高砂市の環境をそのまま守ってほしいです。  
・ごみステーションなどネットをつけても、カラスが荒らしたりしていたの
で、もっと対策して 10年後には荒らされないようにしていけるようにな
ってほしいです。  
・高砂市には、宮本武蔵と言う人がいたのでその有名な人を守ってほしい
と思います。  
・高砂市の美味しい食べ物を広めていってもいいと思います。  
・高齢者が増えるので、老人ホームを改善してもいいと思います。  
・人が暮らしやすくするならばどこでもエアコンをつけるなどを考えると
暮らしやすくなると思います。  
・日本はアニメが有名なのでアニメを使ったことをしても外国人からも有
名になったりすると思うのでいいと思います。 

中学 ２年 吉村 拓海 

「防災意識の高い高砂市」 
・防災意識が今以上に一人ひとり高く、市全体としても様々な対策が実施
されている高砂市です。  
・でも、まだ全ての人たちに防災意識がきっちりと備わっているとは思え
ません。  
・高齢者の方は、避難することも難しいと思います。 高砂市としても高齢
者の方の対応をもっともっと考えてみるといいと思います。  
・災害時に思いを伝えられないということが起こると大変なので、予め災
害が起きたら、こうしてほしいと伝えておくのも一つだと思います。 
・市内の学校に定期的に消防士の人などが、災害が起きた時の行動など
を教えにいくという授業を実施してみるといいと思います。  
・その習ったことを親に話したりすれば、親も災害について詳しくなれる
のではないでしょうか。  
・自然に起こることなので防ぐことはできませんが、高砂市で輝いている
ひとつの笑顔が少しでも消えず、10年後はもっともっと明るい高砂市に
なればいいなと思います。 

中学 ２年 岡田 咲良 
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・差別のない、みんなが優しく住みやすい高砂市になってほしいです。 
・すべての行動に責任を持ち自分がされたりしたらどう思うかをしっかり
考え、行動に移していくことが必要だと思います。 
・人権とは、「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持っている
権利」のことです。 だから、障がい者の方たちが差別を受ける理由は何
ひとつありません。  
・人間はすべてのことを、1人で行い、成し遂げることが不可能に近いと
思います。 
・自分だけが悩みを抱えていると、体にも心にもストレスや負担がかかっ
てしまい、体を壊してしまったりしてしまうこともあります。 
・ポイ捨ては、周りの環境を汚していることになります。 
・ 地域の人々がボランティアで掃除をしてくれているかもしれません。 
・ それぞれの人々の個性を生かし、その個性を尊重していく事が高砂市
の未来は明るく切り開く第一歩になると思います。 

中学 ２年 浦井 玲奈 

「誰でも気軽にくらせるような生活」 
・僕の 10年後の理想の高砂市は、障がい者や異性、年齢関係なく誰でも
気軽に生活できるような町になってほしいです。差別をなくして、楽しい
学校生活とか楽しく生活できるようにしてほしいです。  
・不登校をなくして、いじめもちょっとずつなくせばいいと思います。  
・けどいじめはすぐになくせるものじゃないから、本当にちょっとずつで
いいから、なくせたらいいと思います。  
・親子で参加できるイベントを作ってほしいです。  
・後は、最近、少子高齢化してるので、もっと子供を増やしてほしいです。  
・高砂市の産業とかも衰えて、高砂市がなくなるかもしれないから、そう
いうことにならないように、頑張ってほしいです。  
・新しい施設とかも作って、遊べるようなものを作ってほしいです。  
・笑顔は人が 1番、幸せになる事だから、笑顔が絶えない町になったらな
と思います。 

中学 ２年 河島 悠翔 

「１０年後の高砂市」 
・人口が増えているのではないかと思います。 でも僕の親世代の 40代
の人たちが高齢者になると、減るかもしれないとも思いました。  
・高砂市は祭りが盛んだと思うので、活気のある町になると思います。  
・悪い方向に進んでしまうとうるさくがやがやした姿になってしまうと思
います。  
・このまま伝統を続けていけばいいなと思います。  
・でも栄えるには、人口とお金と労力が入ると思うのでかなり時間がいる
と思ったのでそこが壁だと思います。  
・栄えた町じゃないと思うけど加古川市が栄えているので高砂市も少しず
つ影響されていけばいいなと思いました。  
・そして事故のない安全な町になるといいなと思います。  
・僕たちは 10年後になると大人になって今問題になっている高齢化が
どんどん進み、僕たちが税金を納めるのも大変だと思う 。 
・ボランティアとかも、高齢者ばかりなので 10年後の僕たちの世代もボ
ランティアとかできるといいなと思います。。 

中学 ２年 佐野 優弥  

「高砂市の未来」 
・子供たちやお年寄りの人が住みやすい、安心な町になってほしいです。 
毎日みんなの顔が笑っている笑顔あふれる町にしていきたいと思いま
す。  
・そのためには、安全で安心、みんなが笑って暮らせるようにするには、怪
我をなくしたい。  
・そのためには、古くて今にも壊れそうな建物からです。  
・理由は、ニュースでも取り上げられていますが、空き家が増えています。 
このままだと泥棒などの住み家とかになってしまうからです。  
・もっと楽しめる広場や公園などを作ったらいいと思います。  
・空き家などをつぶして土地にして、そこで広場や公園などを作ったらい
いと思います。  
・そうしたら人が集まり友達ができたりママ友ができたりしてしゃべった
り、笑ったりしたらみんなが笑顔であふれる町になると思います。  
・10年後の高砂市は、安全で安心、みんなが笑顔であふれる町になると
とてもうれしいです。 

中学 ２年 網引 涼将 

「自然に人が集まるまち」 
・10年後の高砂は、自然に人が集まる町になってほしいなと思います。 
・自然に人が集まる町と言うのは、活気があって、地域の人たちが公園な
どに集まって交流をするような町だと私は思います。 
・地域の交流があり、仲が良ければ、困っているときにお互い助け合うと
思いました。  
・祭りやイベントでは地域の人だけでなく、他の市から来た人など全員が
楽しんでいるイメージがあります。   
・実際に花火大会や神社での夜店などではお客さんも屋台で働いてる人
もみんな笑顔で楽しんでいます。   
・自然に人が集まる町にするには、どうしたらいいのか考えなければいけ
ません。  
・地域の人達だけで計画してイベントなどを開催すると活気があり、楽し
いものになると思います。  
・地域の人の協力が必要不可欠だと思います。地域で行事ができ、活気あ
るものになったら、自然に人が集まるのではないかと思います。 

中学 ２年 福元 亜実 

「高砂の良い所・悪い所」 
・石の宝殿という、日本三奇があることで有名になってほしいです。  
・そして、そこにみんなが集まり、きれいな町として住みたいです。   
・高砂市は、とても豊かで、子育てがしやすいと思います。 
・国道 2号線を渡るときに時間がかかってしまいます。 
・それで遅れたりしてしまっている人を見かけます。  
・最近は、踏切で自殺がありました。  
・野菜は、新鮮なものが多いと思います。 
・よいことは、宣伝していき、みんなが来てくれる高砂に、悪い所はもっと
良くしていき、みんなが楽しく、笑顔あふれる高砂にしていき、10年後、
20年後までいいことしかない、高砂市になったらいいなと思います。 

中学 ２年 藤田 颯太 

「高砂市の１０年後と南海トラフ」 
・今から 10年後は少し都会みたいになっているかもしれない。  
・少子化高齢化が進んでいるかもしれない。  
・10年後、緑豊かなところか、そうでなくなっているかもしれない。  
・緑豊かなのは高砂市のいいところだったが、それが将来なくなってしま
っているかもしれない。  
・今は高齢化が進んでいるが、長生きするのもいいと思う。 
・毎朝話したり、笑ったりしていると活気があふれていると思う。  
・子ども達が大きくなり、この町に元気があふれていて、笑顔や笑い声が
絶えずに町中に響いている。 
・来ると言われている南海トラフも 10年後にはもう起きているかもしれ
ない。  
・何があっても手を取り合い、互いに助けあって行くのがこの町、高砂市
の良い所だ。 

中学 ２年 トランハオンミン 

「平和でおだやかな高砂市」 
・平和でおだやかな高砂市を目指したいです。 
・そのため、警察官を必ず設置し、医師を置き感染を広めず、しっかりとし
た仕事をやらなければならないと思います。   
・100%死亡してしまうと言う病気をなくし、窃盗や万引きもなくしたい
です。  
・だからそうならないように、人間関係を良くする。  
・殺人事件や災害はなく、病気もなくなるおだやかな町を実現したいで
す。  
・死亡率が少なく、出生率が向上すると、医者代もかかるし、過密化が進ん
で、逆に人口が増加してしまいます。  
・過疎が進んでしまうと、人口が減少してしまいます。  
・増えすぎてもだめだし、減りすぎてもダメです。  
・人口は普通程度のほうがよくて、人口がいっぱいにならないようにして
ほしいです。 

中学 ２年 鍋島 草大  



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

 

  

「変わらないまちなみ＋差別 0」 
・高砂市の街並みはあまり変わらずに、性別、年齢、障がいなどにかかわ
らず、高砂市民全員が同じように過ごせる場所になってほしいです。  
・誰でも自分が生まれ育った場所が、自分が知らない街並みになっている
と悲しいと思います。だから私は、10年後もこれからも高砂市にはこの
ままの町並みであってほしいです。  
・性別は男と女どちらかですが、男だから強くなくてはいけない、女だか
ら落ち着きがないといけないなど決めつけるのは良くないです 
・子どもや高齢者だからという年齢による差別がなくなってほしいけど、
すぐなるのは難しいので、10年後にはなくなっていてほしいです。 
・障がいは、生まれつきの人もいれば、生きている途中何かが起きて障が
い者になってしまった人思います。 
・障がいのある人のことを障がい者と言いますが、障がいがあるだけで、
心は皆と同じです。障がいのある人も、普段笑顔で過ごしている人が増え
て、いろんな差別がなくなってほしいと私は思います。  

中学 ２年 松田 愛莉   

「少子高齢化を防ぐ」 
・若者が多く、高齢者は少しだけという高砂市を作りたいです。  
・高砂市から出て行ってしまう人がいると思います  
・若者がいってしまって東京で家族を増やすといったケースがたくさんあ
ると思いました。  
・そういうことがたくさんあって東京の人数が増えたと思いました。  
・若者は東京でハマっている流行物にすぐに目が行っていると思いまし
た。  
・若者が目を向けるような流行物を作ってはどうかと思いました。  
・ちょっとしたアイデアがあればいけるんではないかと思いました。  
・有名人に観光大使をつとめてもらって呼びかけてもらうと言うことで
す。  
・テレビで村おこしと言う特集を見たことがあったのでその番組に応募す
るといった案があります。 
・10年では足りないようなことばかりですが実現してほしいと思いまし
た。 

中学 ２年 加藤 桂珠 

「１０年後の高砂について」 
・僕は 10年後の理想の高砂市について 5つ考えました。  
・1つ目は、障がいを持った方や高齢の人が安心して生きることです。  
・2つ目は、体の不自由な方だけではなく、一般の人にも向けたサービス
が強化されていてほしいです。  
・3つ目は高速道路等の移動にかかるお金を減らして、誰でも移動できる
ようにすることです。 
・4つ目は高砂市内での行事を増やし、市全体を盛り上げることです。 
・5つ目は、学校などの子供などが使う施設を整えることです。 
・最近クーラーがついて過ごしやすくなっているので、他の学校も実施し
て勉強がしやすくなってほしいです。 
・10年後には、住みやすい環境が作られていて、少子高齢化が抑えられ
たらいいと思います。引っ越してきた人などが生活に必要最低限のもの
を安価で入手できるようになっていればいいと思います。 
・どれもすぐには実施するのは難しいですが、自分も早く職について、働
いて、高砂市をよりよくしたいです。 

中学 ２年 鎌田 直樹 

「人と人との関わり」 
・東京みたいにおしゃれで都会に変わってほしいと言う、まぁ現実的に無
理なことが頭に浮かぶ。子供が住みやすく、子育てがしやすい市は活性化
して、暮らしやすい市になると思っている。 
・10年後、高砂市には今よりもっといい市に、住みやすい市になってほし
い。 
・陰湿ないじめで、命を自ら絶つ子がいなくなってほしい。  
・介護する人が少なく、順番待ちになっている施設がほとんどで、それが
なくなれば子供も高齢者の人も暮らしやすい良い町になると思う。  
・変えていくにしても、地域の人たち全員でいろいろな問題に向き合うこ
とが大切だと思う。  
・住みやすい市に、まわりに自慢できるような市になれると思います。  
・今日この作文に書いたのは、いっぱいある問題のほんの一部でしかない
けど、地域の人、この高砂市に住んでいる人全員で、よりよくこの町を変
えて行けたらと思います。私もそのひとりであることを考えて、行動しよ
うと思います 

中学 ２年 三谷 姫菜 

「全員が活躍できる高砂市」 
・私は、少子高齢化が少ない高砂になってほしい。市立保育園の質を上
げ、子供の質を良くすれば、治安も良くなるのではないかと思う。 
・高齢者の住み良い場所とは、買い物弱者と呼ばれる人をなくし、移動販
売を増やすことや地域のつながりを強めるために高齢者の人が参加しや
すいイベントを作ることが大事なのではないのか。 
・私は 1人の女性として、女性の社会進出がある高砂になってほしいと思
う。  
・女性の社会進出を大きく動かすのは今の 40代、50代の方々なのでは
ないのだろうか。  
・次に高砂には障がい者が住みやすく、働きやすいと思える町になってほ
しいと思う。  
・人とは年を追うごとに優しい心は消えていっているのではないのだろう
か。 幼いときの優しく誰に対しても同じ心を持ち続けるために高砂市は
工夫をしなければならない。  

中学 ２年 白木 望結  

「みんなが住みやすい町」 
・みんなが住みたいと思う町に、私はなってほしいと思います。   
・私はスマホを持っているけど、Wi-Fi がつながっているところでしか調
べたり、友達と連絡等ができません。  
・でも高砂市内どこにでもフリー Wi-Fi があれば、外に出ていてもスマ
ホが使えるので高砂市全体に、フリー Wi-Fi があればいいなと思いまし
た。  
・地震もあまりなく、津波、台風、あまりひどいのはこないので、これが高
砂市の良いとこだと思いました。  
・それが 5年後、10年後、20年後と長い間続けばいいなと思います。  
・各小学校区に毎日、子供食堂があればいいなと思います。  
・子供食堂につけたして、少しの間なら子供を預かるとかなどあればいい
なと思いました。  
・大丈夫なようなそんな町に 10年後も続いていることを願います。  
・少しでも、今よりも良い高砂市になっていてほしいです。  
・みんなが住みたいと思う高砂市になってほしいと思っています。 

中学 ２年 本山 菜那 

「誰もが住みやすく明るい高砂市」 
・私は、誰もが住みやすく明るい高砂市になっていってほしいなと思いま
す。  
・私は悪いことをしている人がいたら、注意しようと思います。 
・1人ひとりがしてはいけないことを意識してほしいと思いました。  
・高齢者が住みやすい高砂市になってほしいと思います。  
・日本はこれから 10年後何が起きるかわからない。  
・車だって人が運転しなくても良いようになっているかもしれない。  
・お年寄りの方たちが住みやすい未来になっていってほしいと思いまし
た。  
・障がいがある人にも高砂市は住みやすいところだと思ってほしいと思
います。 
・自分 1人だと思わずに、どんどんたくさんの人の手を借りたらいいと思
います。  
・これから高砂市は、誰もが住みやすく一人ひとりが心から笑顔になれる
明るい未来になっていってほしいと思います。。 

中学 ２年 西村 風香 

「１０年後の高砂市」 
・高砂市は事故も少なく、安全ですごく良い環境だなと思います。 
・高齢者の方でも元気な人はいるけど、働けなかったりしています。  
・なので、10年後の高砂市は、どんな人も楽しく生活でき、高齢者の方が
元気に生活したり、仕事ができたりする環境ができてほしいです。 
・障がいの方に対して何かをしないといけないと思います。  
・荷物を持ってあげたり、お話ししたりする事ぐらいしかありません。  
・高砂市が障がい者に対しての支援をしたり、環境を作っていくことが大
事だと思います。  
・すぐにはそのためだけにお金を出すことはできません。  
・だから少しずつでもいいから支援をしていってほしいです。  
・支援をするため、障がい者の方への偏見をなくさないといけないと思い
ます。  
・僕も少しずつ、何でもいいからお手伝いが出来たらいいかなと思いま
す。 

中学 ２年 吉田 伊吹 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

  
「手遅れになる前に・・・」 

・現在の高砂市は決して、子育てのしやすい町だと僕は思いません。飲食
店やスーパーマーケット等も多くはありません。  
・そこで、今話題の動画サイトなどで高砂市を PRすればいいのです。  
・堅苦しいような動画を作るのではなく、「これからは高砂市の時代だぜ」
「このビックウェーブに乗るしかねー」こんな感じのノリで行けば、若者の
心をつかめると思います。  
・商店街、今ではシャッター街と化してしまっています。  
・今の市長さん達が子供の頃はとても栄えていたそうです。  
・このような問題は高砂市だけではなく、国が抱えている問題です。  
・この高砂市はその問題を絵に描いたような町になろうとしているので
す。 
・この町の優しさを受けて育った僕ですが、将来結婚し、子供ができたと
しても、今のままの高砂市には絶対に戻ってこないでしょう。 
・故郷である高砂を一刻も早く何とかしなければなりません。 

中学 ２年 植松 秋月 

「子どもが暮らしやすい高砂市」 
・もっと高砂市に住みたいと人々が思い、引っ越ししてきたくなるように、
今以上に魅力的で素敵な高砂市になるように提案します。  
・小さい頃から本に親しめるようになってほしいです。  
・小中学校の交流が今より活発になっていることです。 
・幅広い年齢で顔見知りができるため、犯罪やいじめも減るのではないか
と思います。  
・小学校から英語の授業が始まっていますが、まだ英語とは馴染めない環
境です。  
・テストだけのために勉強するとなると、あまり楽しくありません。  
・もっと国際交流のイベントを増やして、自然と身近に交流ができればと
良いと思います。 そこから世界のいろいろな問題に関心を持つ糸口にな
ればと思います。  
・10年後には僕は 23歳なので、高校や大学を卒業してすでに働いてい
る年齢です。 その時に高砂市にずっと住み続けたいと思えるようになっ
てほしいです。  

中学 ２年 鷺森 悠   

「私たちのふるさと高砂市」 
・10年後高砂市がどうなっているのか、私は、作文を書くことになるまで
考えたこともありませんでした。  
・最近高齢化が進んでいるため、お年寄りの方にも優しい町にしたいなと
思いました。  
・例えば、長い階段をスロープでも登り降りができるようにしたり、介護
施設の数を増やし安心できるようにしたいと思いました。  
・事故等がたくさんあると心配しながらいつも生活することになります。 
そんな町は住みやすいとはいいがたいと思います。  
・高砂市はブライダル都市としてアピールしているため、そのことをもっ
と有名にしていくためには、結婚式の時に十二単などの和装で写真を撮
ったり、高砂市で式を行った方には補助金を出す。  
・このような機会に自分の生まれた高砂市の遠いようで近い 10年後の
未来について考えられて良かったと思います。 住み心地の良い高砂市が
大好きなのでこれからの発展に期待したいと思いました 

中学 ２年 本田 結愛 

「楽しい普段の学校がある高砂市」 
・僕は、10年後の高砂市は明るい気持ちで過ごし、不登校者を減らすこ
とや、どの学校でも、いじめをなくしてほしいと思います。  
・前向きで明るい気持ちでいれば、不登校者も減るし、自分の未来に向か
っていける人が増えると思うからです。 
・次に、なぜどの学校もいじめがなくなるようにしてほしいかと言うと、
いじめは、大人が思っているよりもかなり多いと思うのが 1番です。  
・もしかしたら無意識のうちに、いじめてしまっているかもしれないけど、
そのせいで不登校になってしまっている人もいるし、最悪の場合、自殺し
ている人もいるので、軽い気持ちでしているいじめが、そのいじめられた
人たちの人生を棒にふるわせることになるからです。 
・なぜ不登校を減らしてほしいかというと、不登校と言う事は、人とのコミ
ニュケーションの練習ができなかったり、勉強をしていない人は、内申点
がなく高校に行けないかもしれない。 
・学校に来て、しっかり勉強をした方がいいと思います。 

中学 ２年 濵野 隆弘 

「あたたかみのある高砂市」 
・僕がなってほしい 10年後の高砂市、今のままの温かい高砂市です。  
・都会には沢山の良いところがありますが、高砂市には、高砂市にしかな
い良いところがあると思うからです。  
・10年後、この高砂市に帰ってきたとき、僕は、変わり果てた高砂市よ
り、温かい心を持った人がいる、今のこのままの高砂市が良いです。  
・今、身近に店があり、勉強できる学校があり、自分たちの家があり、これ
以上に求めるものがないと思ったからです。 
・ただ、2つだけ 10年後の高砂市にあってほしいものがあります。  
・1つ目は、高砂市の総合運動公園をもっときれいにしてほしいと言うこ
とです。  
・いろいろなスポーツの大会で総合運動公園を利用するからです。  
・2つ目の 10年後の高砂市にあってほしいものは、イベントです。  
・今高砂市に住んでいて、高砂市にしかないイベントがないからです。  
・大きなイベントが 1つあるだけで、市民も盛り上がるし、高砂市も有名
になると思ったからです。 

中学 ２年 西村 佑太 

「明るい未来に進む高砂市」 
・人口は、10年後はもっと減っていると考えています。  
・働く人が減ってしまうと、今の私たち中学生は 24歳なので負担も大き
いのではないかと思います。  
・働くことに対してもっと考えて勤務時間の管理など、負担がかかる分働
くことに対してもう少し改めて考え直した方が良いと思いました。  
・続いて、最も私が変わってほしいなと思っているのは、道路のゴミなど
の衛生についてです。登下校で毎日歩く道もすごく汚くて、嫌だなと思う
ことがよくあるので本当にどうにかしてほしいです。  
・毎日毎日ゴミが散らばった道を歩きたくないので、10年後の高砂は、
道路にもたくさんの種類別のゴミ箱を置いたりして、人々がもっとポイ捨
てとかに抵抗する意識を持ってほしいです。  
・ゴミの増加を抑える呼びかけなど自分たちでできる事は、できるだけし
ていこうと思いました。  
・高砂も、別の場所に負けないくらい、とても良い明るいところになって
ほしいです。 

中学 ２年 市位 陽奈子 

「人と人が笑顔で結びつく高砂市」 
・人と人が笑顔で結びつくと言う言葉をテーマに笑顔あふれる町になっ
てほしいと心から思った。 
・こんな世界になってほしいと言う願いをずっと心の中で唱えてきた。  
・自分たちの生活を楽にするように世界を作ってきた。  
・世間では犯罪ゼロになってほしいと思った。  
・それが今すぐはできないが、5年後、はたまた 10年後なら、できるの
では、と思うのだ。  
・知人がなくなり、未だ立ち直れない人もいるだろうが、立ち直り笑顔を
取り戻した人もいる。  
・一般生活においてできないなんて言葉は存在しない。  
・日本が震災によって抱いた悲しみを何十万人で分け合えたなら、世界に
だってできるはずだ。  
・今ある失敗を学んで、大人はそれを償うと言う義務がある。 
・この日本だけでも常識を知らない人間なんてものはいない。 

中学 ２年 中塚 響 

「みんなの住みやすい町高砂」 
・誰もが住みやすいと思える市になると、みんなが笑顔で毎日楽しく過ご
せると思います。  
・誰もが住みにくい市だと思う市になってしまうと、嫌な思いをしてしま
う人も出てきてしまうかもしれません 。 
・そうなると、みんなから笑顔が消えてしまいます。  
・少しずつだと思うけど、いつかは住みやすいと思ってくれると思いま
す。  
・他にも、子育てしやすい市にもなってほしいと思います。  
・でも、高齢者も住みやすい市でないといけないと思います。  
・お年寄りが安心して、そして快適に住んでいけるのではないかと思いま
す。   
・これを実現するためには、今からたくさんのことを変えていかなければ
いけないと思います。  
・変えていくことによって住みやすいと思っている人は増えます。 

中学 ２年 分玉 乃愛 



 

 

順不同 敬称略 2019年度提出当時の学年 
 

 

 

  

「Ｔａｋａｓａｇｏ’ｓ ｆｕｔｕｒｅ」 
・10年後の高砂市は都市化が進み防犯設備が整備され高齢者や子供に
優しくなった高砂市です。  
・日本中では高齢化が進んでおり、おじいちゃんおばあちゃんの人口が多
くなっています。 まずは高齢者の方々も活躍できるような環境にするこ
とです。しかし、高齢者の方々にいろんな仕事をしてもらうのには問題が
発生してきます。  
・ロボットと協力して、ロボットのできない部分を高齢者の方々にやって
もらえば高齢者の方々も活躍することができます。  
・ロボットを用いて高齢者の方々の暮らしをより良くすることです。  
・現在、高砂市は「じょうとうば」の話からブライダルシティと言うキャッチ
コピーで高砂市のホームページにもブライダルシティと記載されていま
す。  
・僕はキャッチコピーが好きで縁結びの都市として高砂市に来る人もいる
のではないかなと思いました。  
・高砂市はこれからも頑張ってもらいたいです。 

中学 ２年 後藤 洋希 

「自然を増やし住みやすい高砂市に」 
・最近は、田んぼなどが建物に変わっていて、とても悲しいです。  
・10年後は、増やす事は難しいと思うから、減らす事はしてほしくないと
思います。 
・みんなが気軽にくつろげるようなところを増やしてほしいと言う点で
す。  
・公園は心が落ち着く場所で犯罪などが減ると思うからです。  
・子供から大人、高齢者も気軽に行けて楽しめるからです。  
・それも自然があるからこそ集まってきているんだと思います。  
・全然自然に興味がなかった人でも少しでも伝わっていればいいです。  
・そんなに変わらないと思いますが、自分としては叶うとうれしいです。  
・高砂市も高砂市らしくなって、とても住みやすい町になるんじゃないか
と思います。  
・もし、自然がなくなってしまうと思うので、絶対になくなってほしくない
なと思います。  

中学 ２年 矢野 楓   

「みんながつくる高砂市」 
・ゴミの分別ができる高砂市です。 
・なぜなら、きちんとゴミの分別ができる町は、きれいというイメージが
あるからです。  
・10年以内に姫路市のような分別制度を作ってほしいです。  
・ゴミの分別でも一人ひとりが、協力しないと解決しないと思います。  
・タバコの吸い殻やペットボトルなどがたくさん落ちています。  
・そんな高砂市を見て、良いイメージを持ってくれる人はいないでしょう。  
・私たちも、高砂市民として清掃活動に積極的に参加しないといけないな
と思いました。  
・犯罪がない高砂市です。 
・皆が助け合いの心を持てば、犯罪は少なくなると思います。  
・一人ひとりが協力し合い、一人ひとりが美しい高砂市を作っていくのだ
ろうと思います。 

中学 ２年 亀野 真侑 

「にぎやかでやさしい高砂市」 
・家の近くのハローズの前の道は昔とても狭かったです。  
・その時は歩行者も、自転車も、自動車も一緒で危なかったです。  
・しかし何年か前に道が新しくなり、広くなりました。   
・高砂市には広くない道がたくさんあります。  
・すべての道が広くなると、事故は少しは減ると思います。  
・事故が減ると安全で住みやすい町になると思います。  
・点字ブロックも壊れていたりしているところもあるのでそのような細か
いところも直していってほしいです。 
・ロータリーを広くして、乗り降りしやすく店やカフェなどがある活気ある
駅前になってほしいです。  
・どんどんアピールしていきながら、新しい名所や名物をいろいろ考えて
作っていったらいいと思います。  
・一時的に来る人たちだけでなく、住みやすい人たちだけでなく、高砂市
に引っ越してくる人が増えて人口がもっと増えていてほしいです。 

中学 ２年 榎並 温斗 

「Ｔａｋａｓａｇｏ after 10years」 
・高砂市民全員が、安全に幸せで快適に暮らせる高砂市です。 
・1つ目は、事故ができるだけなくなる高砂市です。   
・せめて、整備されていない道を整備したらいいと思います。  
・2つ目は、市内の小中学校を改築工事して小中学生が快適に授業を受
けることができ、学校生活が楽しくなるようにしてほしいです。 
・例として、僕が通っている中学校は最近エアコンがついて涼しくなりま
した。  
・しかし、体育館や一部の教室にエアコンがついていなくて不便で、夏はと
ても暑いです。   
・運動場などの地面をもう少し良くしてほしいです。  
・テニスコートはオムニコートとクレーコートの両方を作り、練習しやすく
し、クレーコートに水たまりができても、オムニコートでできるようにして
あげてください。   
・10年後の高砂市が高砂市民としてとても楽しみです。 

中学 ２年 杉本 朗真 

「一人ひとりが頑張れる高砂市」 
・一人ひとりが頑張れる高砂市がいいと思います。  
・頑張れると言うのは、一人ひとりが活気に満ちあふれて、何事にも、全
力で集中して取り組めるような高砂市が理想の町だと思います。  
・少子化と言うのは、若い世代の人たちがどんどん減っていき、高齢者が
増えることです。   
・これが悪化すると、活気に満ちあふれた高砂市になることができませ
ん。  
・だからといってほっとくわけにはいかないです。  
・やっぱり高砂市を賑やかにしないといけないですから、少しずつでもそ
の目標に近づけたらいいなと思います。  
・1番大切な事は、地域の人たちが協力してその姿を盛り上げていく市だ
と僕は思います。  
・盛り上げて行けたら、その市の祭りが盛り上がると思います。  
・10年後は、もっとみんながよりよい暮らしが出来るように、課題を解決
し頑張ろうと思います。 

中学 ２年 岡 奏汰 

「未来の高砂市のために」 
・高砂市には一人暮らしの人よりもファミリー層が多く住んでいます。  
・10年後は、もっと多くの家族が住んでいてほしいと思います。  
・住みやすい町ランキングで上位にあった兵庫県明石市では、子供 2人
以上を産むと 2人目以降の子供には保育料がかからないそうです。  
・大阪府守口市では、ひとりめの子供から保育料が無料だそうです。 
・家ではなかなか勉強に集中できなかったり、テスト勉強の効率をもっと
あげたいと思っている人がいるのではないかと思います。  
・そこで、放課後に教室を開放したり、図書館の自習室のような施設を多
く作ってもらいたいです。学力向上につながると思います。   
・子育て支援などの様々な補助をしても、高砂市の少子高齢化が進むの
であれば、廃校、廃園になった学校へ幼稚園を利用して老人ホームや介護
施設等にして市が運営することによって、高齢者の方々も安心して暮ら
せると思います。  
・市の職員の方々だけではなく素敵な町を作るためには私たち市民も協
力していかなければならないと思います。 

中学 ２年 中井 理乃 

「すみやすい町にしよう」 
・高齢者が充実している都市になってほしい。  
・高砂市は機械類などの産業が他に比べて発達しているから、それを大切
にしたら良いと思う。   
・運転免許証の返納をして、得をすることはないけど、そうすることで、少
しでも高齢者の事故が減らせるようにしたらいいです。  
・少子高齢化で若い人が少なくなっていくので、働くことができる人はた
くさん働いたら良いと思います。 
・若い人だけではいけないから、ボランティア活動をすることが大切だと
思いました。 
・障がい者も働ける場所を作れたら良いと思いました。  
・一番必要だと思う政策は、保育園や幼稚園だと思います。  
・大阪は、多くの待機児童がいるので、その児童などを取り入れると若い
人がたくさん増えて、この町が活性化し、賑やかな町になると思います。 

中学 ２年 林 泰輝 
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「未来の高砂」 
・10年後の高砂市は、4つ希望があります。 
・1つは、高齢者や子供を大切にできる町です。理由は、少子高齢化が急
速に進んでおり、大切にしなかったら自殺する子もいるからです。 
・2つ目は、元気で活発で過疎化にならない町がいいです。人が住まなく
なる地域が増えると、人々がすがすがしく生活できないです。 
・3つ目は、自然を大切にできる町を作ってほしいです。建物が立ち並ん
でいて、道にゴミなどを平気でポイ捨てしているし、分別やリサイクルせ
ずに何でも捨ててしまっているからです。地球を大切にしないと、気温が
上がり、暑いから人間がエアコンをつけ、また地球温暖化が進む、と言う
循環が繰り返され、地球が壊されていくと思います。 
・4つ目で、いじめゼロ、あいさつができるそれに加えて、町中の人々全
員がどこかに優しい心を持っていたら素敵だなと思いました。 
・私は、優しい、親切な人と意地悪な人を見てきましたが、優しい人は会っ
たらとても心が晴れて明るい気持ちになるし、高砂市に来たら悪い人が
いないから安心できると言われる町になってほしいです。 

中学 ２年 西谷 優和 

「高砂市の１０年後」 
・私は、どうしたらみんな幸せに楽しく毎日くらせるかを考えました。 
・まず 10年後になっていそうな事は、コンビニとか、いろいろなお店の
店員さんがロボットになっていて、支払いでもお金を持たずにカードや機
械で顔認識してその人の銀行からお金が払われると思います。 
・１０年後、私の部活はバトミントン部で体育館の中ですべての窓やドアを
閉め切って練習するので、すぐ体がバテてしまって、とにかく暑いので、
体育館にクーラーがついてほしいです。 
・高齢化が進んでいるので、おじいちゃんおばあちゃんが安心して生活で
きるように、おじいちゃんおばあちゃんだけの道路やお店とか、健康でお
いしいレストランができたらいいなと思いました。 
・10年後みんな幸せに楽しく暮らしていくためには、体の不自由な方、障
がいを持っている方のことをまだ差別する人がいるので、残念なことを
一切なくして、一人ひとり助け合うことが大切だと思いました。 
・それと、我慢をすることも、とても大事なことだと思うけど、自分のこと
を出せるいじめのない町になったらうれしいです。 

 中学 ２年 西山 ひなた   

「一人ひとりが支え合う町、高砂市」 
・誰でも住みやすくてみんなが一人ひとり支えていく町になっていてほし
いです。 そのためには、地域の人たち全員がお互いに優しく接し、あいさ
つを笑顔ですることを心がけるといいと思います。 
・高砂市の良いと思うところは、図書館があるところです。 
・図書館は、多くの人が活用していて、コミュニケーションがとれる場所だ
し、好きな本をお互いでシェアできるし、良い場所だと思います。いろん
な人が使える学習室は集中できて、学習がとても進むので凄く工夫され
ている場所です。 
・あと一つ良いと思うところは、生石神社があることです。 
・生石神社は、高砂市の人たちが全員知っていて、そこにはいろんな神様
が宿っているとお母さんに教えてもらいました。そこに行くことで、何か
願いが叶ったり、勉強がはかどったり、人間関係がうまくいったりします。 
願いが叶ったら、嬉しい気持ちになるし、得するから他の市の人たちにも
その良いところを広げていったらいいと思いました。 
・みんなに目標ができて、より良い町になると思います。 

中学 ２年 藤城 夕樹乃 

「明るい高砂市」 
・10年後の高砂市にあってほしいのは、安全、清潔、行事、自然です。 
・安全は、交通事故が起こらず、不審者がいなくなってほしいです。 
・清潔では、ゴミのないきれいな市になってほしいと思います。 
・今は、公園や道路にゴミが散らばっていますが、そのようなゴミがなく
なれば、暮らしやすくなって、私の印象も変わると思います。 
・行事は、夏祭り秋祭り等の地域の行事がもっと盛んになってほしいと思
います。 地域の行事があると、人と人との交流も多くなると思うし人間
関係も良くなると思います。 
・自然は、植物や木がある程度あってほしいと思います。 
・緑がないと、環境にも悪いし、私の印象も悪くなると思います。 
・でも緑があると環境にも良いし、温かみが出てくるので、市の印象も変
わると思います。 
・この 4つのことが 10年後の高砂市にあるかどうかは分かりませんが、
私はこの 4つのことがあると高砂市は暮らしやすくてとても良い高砂市
になると思いました。 

中学 ２年 町田 未来 

「１０年後の高砂市」 
・ロボットが働く高砂になってほしいです。  
・2つ目は、ホームレスなどの人が無料で家に住めることです。  
・3つ目は、犯罪などがない高砂になってほしいです。 
・4つ目は、全部が自動の車が高砂にほしいです。 
・5つ目は、他校やいろんなクラスと授業を受けたいし、みんなとわかり
あうと、みんながワクワクするし、自分もうれしいと思うからです。  
・6つ目は、地産地消で高砂でとれたものを高砂で食べて、地域の子ども
たちに高砂はこんなものを育てていたり、とったりしているんだよと知っ
てほしいからです。 
・7つ目は、高砂市全体が集まってみんなで遊べる会などを作りたいで
す。 
・8つ目は、いじめのない高砂市にすることです。 
・9つ目は、チャイムが鳴らない高砂市になったらいいと思いました。    
・最後に戦争のない高砂市になってほしいと思いました。 

中学 ２年 木村 光貴 

「笑顔があふれる高砂市」 
・10年後の高砂市は、笑顔があふれるところがいいなと思います。  
・理由は、今の高砂市よりもっと豊かになって、人々が笑顔になってほし
いからです。 
・その豊かにする方法は７つあります。 
・１つ目は、ゴミを見つけたらごみ袋に入れる事です。  
・2つ目は、人に優しくすることです。 
・3つ目は、困っている人がいたら助けることです。  
・4つ目は、ボランティアなどに参加することです。  
・5つ目は、参加自由の行事を増やしたらいいと思います。  
・6つ目は、障がい者、高齢者の大変さを分かることだと思います。 
・7つ目は、子育てをしやすくすることです。 
 

中学 ２年 藤本 一眞 

「潰れるかもしれない高砂市」 
・10年後の高砂市は潰れていると思います。 
・第１の理由は、南海トラフ巨大地震がくるかもしれないからです。  
・日本付近で起きる地震としては、最大規模の地震と考えられるそうで
す。   
・南海トラフ巨大地震で最悪で 323,000人の死者がでると思われてい
ます。  
・被害は、大津波によるものが圧倒的に多く、建物倒壊による死者も出る
そうです。  
・いつ来てもおかしくない状況です。  
・第２の理由は、今が高齢化社会だから潰れてるのではと思いました。 
・なので高齢化社会を楽にしようと思うのならば、少しでも改善すればい
いと思います。  
・僕は今高齢化社会だから、10年後の高砂は若い人は都会の方で働くか
ら、潰れていくのかなと思います。 

中学 ２年 山本 秀太 

「自分の町とその先の町」 
・大きい町よりも少し静かで落ち着いた町がいいです。 
・都会よりも高砂の方がいい理由はたくさんあります。  
・どこを見ても緑があるというのは、心が落ち着きます。  
・それに植物があるということは、いろんな虫もいます。  
・川には魚もいるし、遊ぶことだってできます。  
・そして第２の理由は、未来に影響する問題です。 
・例えば東京や大阪など町や建物が発展して、大きな建物が増えたりする
都会では、そこに住もうとする人も増えます。 
・ 住みにきたり働きに来る人が増えると、交通機関の混雑や土地不足、
食料不足などになるかもしれないという問題があります。 
・それに対して高砂市は商業などが安定しているので、10年後を考える
と高砂市は住み心地がいいと思いました。  
・10年後も 20年後も活気の絶えない、自然豊かないつもどおりの高砂
がいいです。 

中学 ２年 松井 研人 
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「１０年後の高砂市」 
・僕の思う 10年後の高砂市は、今とそんなに変わらず平和だと思いま
す。逆に変わったところは、人口が少なくなっており、老人化が進んで、お
店などが減っています。老人化が進むと平和な町になっていくが、逆に悪
い点は、働く人が減ると言うことです。 
・高砂市の未来を良くするためにまず、犯罪や事件を減らしたいです。 
・最近では、田舎から都会に引っ越す人もどんどん増えているからそれで
高齢化社会も増えて人口が減っています。若者が高砂市からどこかに行
かないように、何か対策を作っていかないといけません。 
・最近の若者は昔の事や新聞をあまり読まないので、交流の場を増やし
て、高砂はどういうところや何があるかを知ることができます。 
・僕は家族や友達にも暖かく恵まれ、ここじゃないと出会うことのなかっ
た友達に出会えたから、高砂市に生まれて嬉しかったです。 
・僕は 10年後に高砂にいるかわからないけど、高砂市にきれいな明るい
花が咲くみたいな感じの高砂市にしていきたいです。 

中学 ２年 長岡 颯汰 

「暮らしやすい高砂市」 
・10年後の高砂は、安心して生活できるようになっていると思います。 
・誰でも安心して暮らすためには、高砂市の特産品や伝統的な建造物、伝
統行事などをもっと他の町や県に PR したらいいと思います。高砂市に
興味を持ってくれた人がどんどん移住し、移住してきた人々がお店を開く
ことで、賑やかになると思います。 
・高砂市は現在、子供が少ないので、もっと若者が移り住むと、高砂市を
支える人が増え、良くなると思います。 
・最近は祭りをする人が少ないので、もっと地域の人で協力して祭りを盛
り上げたりすると、より良く活気づくと思います。 
・地域の人達が地域の掃除や、地域の公園でラジオ体操をしたり、ちょっ
とした活動も高砂市を活気付けてくれると思います。 
・高齢者を受け入れることで高齢者が暮らしやすくなると思います。 
・高齢者とふれあう会の機会を増やしたり、医療関係でも、通信で病院か
ら離れた高齢者を診察したり、様子を確認したりすることを積極的に取り
入れると、高齢者も安心して暮らせると思います。 

 中学 ２年 河口 樹那   

「高齢者にとって暮らしやすい高砂市」 
・僕は、10年後の高砂がおじいちゃんやおばあちゃんのような高齢者が
暮らしやすい高砂市にしていきたいと思います。 
・一つ目の理由は、この頃コミュニティバスなどが増えていますが、まだま
だ本数がなくて不便に思っている人もいるからです。 
・タクシーの料金を今よりも下げることができたなら、移動手段を持って
いない人たちが、買い物などのお出かけができると思います。 
・二つ目の理由は、地域全体で仲の良い高砂市になればいいと思ったか
らです。家から出ることができない人たちは、あまり外の世界との交流が
少ないと思いますが、今よりもっと交流が多くなると、心が温かくなっ
て、少しでも病気などが治るかもしれません。 
・高砂市の学校などで交流できる場所を増やしたらいいと思いました。 
・見守り隊の人達は、自分の意志で、しかもボランティアで僕たちを見守っ
て下さっています。今までの恩を返したいと思います。 
・僕はあまり地域全体のことを考えたことがありませんでしたが、この作
文を機会に、地域全体のことを考えていきたいと思います。 

中学 ２年 梅谷 仁 

「未来のために」 
・僕は、弱い人がいない、安心して暮らせたら良いと思います。 
・事故は意識したらなくなるはずなのに意識しないから事故が増えている
と思います。また車だけではなくて、自転車もしっかり整備もしないと、
ブレーキがきかなくなっていたりして事故が起きたりします。 
・今の高砂市は事故が起きないように努力していると思いますが、事故は
なくなっていません。 
・やっぱり一人ひとりが意識しないとできないことなんだろうなと思いま
す。 
・また車はアクセルとブレーキを見間違えたりすると、小さな間違いだけ
でも人の命がなくなってしまって取り返しのつかないことになってしまい
ます。事故を起こせば誰でも悲しいですから、事故に巻き込まれた人はい
っそうそう思えます。 
・その事故を起こした人は、そこからずっと恨まれるかもしれません。 
・ミスをする、大切なものがすぐになくなってしまうと言うことをわかっ
ていてほしいです。 

中学 ２年 安部 太一 

「１０年後の高砂市」 
・僕が想像する 10年後の高砂市は、年齢や性別にかかわらず、誰でも楽
しめる場所があったりして、みんなが生き生き生活しているような町にな
ってほしいなと思っています。 
・誰でも楽しめる場所は大きな子供達が遊べるような施設や、高齢者の人
たちがふれあえるような場所が必要だと思いました。 
・この少子高齢化をなんとかするには、この高砂市の町おこしをして、若
者を増やす必要があると思います。 
・高砂市のことを若者に向けて宣伝することで、若者が増え、もっと活気
がある高砂市になったらいいと思います。 
・他にいまどきの若者が好む東京などにあるような店や、映画館、大きな
遊園地があると、よりいっそう若者が集まり、活気がある楽しい町になる
のではないかなと思います。 
・僕が生まれて育ったこの町がもっと良い町になってほしいなと思いま
す。 

中学 ２年 植村 仁亮 

「１０年後、笑顔が絶えない町に・・・」 
・できれば、あまり変わって欲しくありません。高砂には、昔ながらのレト
ロな風景が残っています。 
・ひとつ変わってほしい点があるとすれば交通機関です。 
・都会になってしまうと、高砂の町並みが変わってしまいますが、もう少し
移動しやすくした方が良いと思います。 
・バスや電車を使いやすくするのが 1つの手立てと思います。 
・高砂の昔ながらの風景を後世に残していき、活気にあふれている町にな
っていてほしいです。 
・高砂の良いところは気候が良いことです。温暖で雪や台風の被害が少な
い。 
・変わって欲しくないけれど、発展してほしい。 
・私の勝手な思いですが、10年後、他の市の友人と地元の話になったと
きに、「高砂は都会じゃないけど田舎すぎない町で、みんなが楽しそうに
暮らしてたよ」と言えるような町であってほしいです。 

中学 ２年 大場 琴未  

「理想の高砂市」 
・住んでいる人が気持ちよく住める環境にするのがいいと思います。   
・ゴミのポイ捨てをすることで、環境が壊れていくので、それを防げるよう
にしていけたらいいと思います。 
・僕たちは、毎日普通にご飯を食べたり、水を使ったりしているけど、世界
ではご飯を食べられない人もいます。 
・なので世界にも目を向けて、取り組みをしていく高砂市になるといいと
思います。 
・障がい者への差別など、みんな同じ人間なのに、障がいを持っていたら
差別されるのはおかしいので、高砂市ではいじめや差別と言うのをなく
す市になってほしいです。  
・買い物が楽しくできるようになってほしいです。 
・さらにスーパーなどの大型施設を増やしてほしいです。  
・高砂市は田舎だと思うので、田舎でも魅力を出していってほしいです。  
・積極的に取り組み、空き家による被害を減らしていってほしいです。 

中学 ２年 松井 大倭 

「高砂市をきれいな環境にしよう」 
・ポイ捨ては空気が汚れたり、悪くなるから、環境によいとは言えないで
す。  
・買い物をする時に自分のかばんを持っていく。  
・買い物バックを持っていったら、エコにもいいし、ゴミも出ないから環境
にいいと思います。  
・買い物したゴミは、しっかりと分別してゴミ入れ場に出すことです。  
・修理屋に出し、修理をしてもらったり、ネットに出して買いとってもらう
などして、ゴミにしないようにする。  
・子供の数が減り、会社などでは若者の数が減り、働く人が少なくなるの
で、会社が発達せずに倒産などをして、もう働けなくなるから、子供の数
と若者の数は減っていってはいけないと思いました。   
・僕が思った一番悪い環境とは、二酸化炭素が出ることだと思いました。  
・僕は 10年後、高砂市にいないかもしれないけど、きれいな町になって
ほしいと思いました 

中学 ２年 近多 大輝 
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「高砂市の１０年後」展 

本特別版掲載の絵画、作文の展示会を第５次高砂市総合計画市民説明会及び意見交換

会と同時開催しました。 

 

日時 ２０１９年１２月７日（土）９時から１７時まで 

場所 高砂市役所南庁舎５階大会議室 

来場者数 約１５０人 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

「高砂市の１０年後」 
・僕の願う 10年後の高砂市は、平和で、争いが起きず、たくさんの人で
満ちあふれている町です。平和の町なら安心して人が住めるし、人がたく
さんいる町の方がいない町より見栄えが良いからです。 
・まず、どうやって人を高砂に呼び寄せるかです。 
・1つ目。商店街やイベントを増やしたり、高砂の特産物や有名物を作って
全国に広めたら良いと思います。2つ目。毎年の犯罪数をどこよりも少な
くすることや、すごいと言えるような市にして、世界に高砂市を知っても
らうことです。 
・次に高砂市を平和にするための方法についてです。 
・1つ目は、今の子供たちに警察について知ってもらって、なりたいと思
ってもらい、今よりも警察力を高めることです。2つ目は安全に過ごせ、
安心して逃げ込める、110番の家などを増やすことです。 
・最後に、僕は高砂の町が好きなので、安心安全で、笑いもあり、人が集ま
ってくれる町にするために、まちにあるゴミをちょっとずつでも、拾って
10年後の高砂市の町を美しくできるようにしたいです 

中学 ２年 藤森 陽向 

「１０年後の高砂市」 
・私の理想の 10年後の高砂市は高齢者の方も小さな子供もみんなの笑
顔で賑わう高砂市です。  
・私はやはり高砂市全体をもっと全国にアピールするべきだと思います。
全国にアピールする最も良い手段は写真です。写真好きの人の目に止ま
れば、そこから別の写真好きの人に繋がると思います。 
・また、高砂市の知名度を広めていくためにも、環境を良くしていくのも
高砂市民の役割だと思います。  
・例を挙げるとゴミの分別やポイ捨て禁止運動などです。  
・このことに関して、私はポスターの数を増やせば良いと言うことではな
いと思います。 
・ 「誰かがやってくれる」ではなく、「拾わないといけない」と言う意識を
持って行動を一人ひとりが始めていくことで、10年後の豊かで賑やかな
理想的な高砂市を作ることができると思います。 
・私自身、今日から少しづつできることをやっていき、高齢者の方や子ど
も達が笑顔で賑わう高砂市にしたいです。 

高校 １年 吉岡 雄梨 

「高砂市の良さに気づいたこと」 
・私は加古川市に住んでおり、通っている高校が高砂にあるので高砂市に
来ています。 
・今現在自転車で通っていますが、すごくきれいだと思います。 
・道路もしっかりと整備されており、信号も多く、安全に配慮されている
と思いました。他にも歩道のタイルが洋風だったり、見ているだけで楽し
むことができました。街灯がおしゃれで見惚れてしまいました。 
・そこで高砂市のサイトを調べ、外にどんな魅力があるのかを見てみまし
た。特に調べていて気になったものは、歴史のある建物が 10箇所も残さ
れていることに驚きました。 
・今、きれいな町並みを保てているのは、高砂市に住んでいる人々の、高
砂市への思いやりがあるからだと思います。 
・高砂市には高砂市の良さがあり、その良さを違う市に住んでいる人々に
見つけてもらうのもありかなと思いました。 
・今残されている伝統的な建物が、崩されることなく、10年後も私たち
が見に行けるように残っていてほしいです。 

 高校 １年 三渡 のどか   

「高砂市に求めること」 
・10年後の高砂市には、今以上の活気があるといいなと思います。 
・矛盾するようですが、私は今の少し寂れた雰囲気も好きです。 
・もともと、廃墟なんかが好きなので、駅の近くの商店街の退廃的な雰囲
気には魅力を感じます。大きな神社があったり、毎年開かれる万灯祭を通
じて素敵な町並みは伝わってきます。 
・外から人を呼ぶため、あるいは人を町に留めておくために必要なものは
必ずしも大きなショッピングモールなどでなくてもいいと思います。 
・まさに万灯祭が良い例であるように、もともとある町並みを活かした活
気づけに取り組んでいってほしいと思っています。 
・もちろん、必ず変えていかなければならない所もあります。 
・高砂駅の改札が向こう側にもあればもっと通学が楽になるのになと思
います。部活が長引いたり何かすると、学校を出る頃にはかなりの夜なの
ですが、学校の周りがとても暗く危ないなと感じます。 
・高砂市には、間違いなく良いところがたくさんあるので、この先何十年
と発展していけることを願っています。 

高校 １年 古河 佳笑 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


