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「こどもまちづくりコンクール」は平成９年から始まり、今回で１６回目を迎えました。 

 

毎年夏休みを利用して、こどもたちが高山のまちについて思っていることや、こんなま

ちだったらいいなぁということをまとめて、それぞれの自由な発想で作品がつくられてい

ます。 

 

このコンクールでは、こどもたちが作品への取り組みを通じて得た、新鮮な感動や発見、

そしてまちへの愛着や将来への展望などが表れている作品が評価されていますが、こども

たちのまちづくりだけではありません。 

「こどもたちのこの思いがけない視点からの発想や、おどろきと感動、根気に取り組む姿

勢を周りの大人も考えていこう。」 「地域に還元できるまちづくりの素材として活かし

ていこう。」 という大人のまちづくりとしての活動でもあるのです。 

 

そのためにも、こどもまちづくりコンクール実行委員会では、入賞作品をより広く、た

くさんの市民の方にもみていただきたいと考え、今年も作品展示をさせていただきました。 

「こどもまちづくりコンクール作品展」 

平成２４年９月１４日～１６日  会場：高山市民文化会館 

「北地区グランドフェスタ」（入賞作品巡回展） 

平成 2４年 1０月２８日  会場：北小学校 

 

小中学生のみなさんには、今後とも、「高山のまちへのあたたかい思い」を持って、楽

しく夢のある作品を作っていただき、そこで得た感動や発見を忘れることなく、自分の育

ったまちで、またよそのまちでも、色々なかたちでの「まちづくりびと」となっていって

いただきたいと願っています。 
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賞名 作 品 名 氏 名 学 校 学年 

まちづくり 

準大賞 

飛騨高山たべものかるた 尾﨑 遥介 北小学校 ４ 

未来の高山エコタウン 岩塚 彩未 新宮小学校 ３ 

優秀賞 発見！高山市のバリアフリー パート２ 大矢 詩乃 花里小学校 ６ 

特別賞 

めざせ飛騨牛 日本一 竹内 太一 山王小学校 ４ 

たかやましのいろんなマンホール 岩佐 和泉 久々野小学校 １ 

努力賞 

どうなるの？？ しげんごみ 下田 知里 北小学校 ３ 

未来の栃尾 

岡田 早貴 

栃尾小学校 ４ 林 進太郎 

箕浦 岳志 

入賞 

ぼくが調べた高山祭の屋台 大前 遼 西小学校 ４ 

私たちの高山 塚田 流衣 北小学校 ３ 

おさんぽ おさんぽ たかやまし 橋本 夏海 山王小学校 １ 

僕のまちクリーンチャレンジ第８弾 八賀 出海 日枝中学校 ２ 

入選 

ぼくのすみたい町 中津 瑛太 西小学校 ２ 

何これ？！ 高山のはし・さか・石 荒谷 和歩 南小学校 ２ 

みんなのがっこう 森本 薫 荘川小学校 １ 

上広せの金ぞうじし 船坂 李来 国府小学校 ２ 

安国寺のしょうかい 上野  睦 国府小学校 ３ 
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 まちづくり準大賞  

 

 

『飛騨高山たべものかるた』 

 北小学校４年 尾﨑 遥介 

 

 まちなかの樹木を、本数も数えて、くま 

なくしっかり調べて、図鑑のようにまとめ 

てありました。特に、植樹された街路樹に 

着目した点など、まちづくりの視点があり、

よかったと思います。 

  

 

 

 

 

 

『未来の高山エコタウン』 

  新宮小学校３年 岩塚 彩未 

 

 できあがっているかるたをもとに、郷土 

の自然や歴史の場所に、一年がかりで足を 

運び、感想を述べています。新高山市のす 

みずみまで歩き、高山のまちがとてもいい 

ところだと思わされる作品です。観光パン 

フレットのようにもなっています。 

 

 

  

 福島に住んでいるおじいちゃん、おばあ

ちゃんが原発事故でとても大変な思いを

した経験と、高山市の「脱原発宣言」がき

っかけで、環境にやさしい将来の高山の町

を文房具の廃材を使って一生懸命作って

くれました。地熱を使った熱帯植物園や水

族館など、実現できたらいいね。 

かるたのイラストと文章の手作り感が

すばらしく、とても良くできた作品です。

かるたが出来上がるまでのプロセスもき

ちんとまとめてあり、取材で苦労したこと

やインターネットで調べる時のワクワク

感まで伝わってきます。手作りのかるた取

りを、みんなで楽しんでくださいね。 
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 優秀賞  

 

『発見！高山市のバリアフリー パート２』 

  花里小学校６年 大矢 詩乃 

 

 コンパクトな工夫がしてあるのですが、 

広げると驚きがひろがり、夢があります。 

フタの部分の「空」を開くとまちがある 

という BOXにした発想がとてもおもしろい 

ですね。一年生らしい、まちへの楽しい思 

いがあふれています。空と雲の「フタ」の 

 

 

 

 特別賞  

 

『めざせ飛騨牛 日本一』 

  山王小学校４年 竹内 太一 

 

 実際に訪ねて、きちんと調べてまとめて 

います。また、インタビューをした報告や、 

自分の感想もしっかり述べてありました。 

 ユニバーサルデザインについても着眼し 

います。今後は、バリアフリーがどのよう 

 

 

 

 

『たかやましのいろんなマンホール』 

  久々野小学校１年 岩佐 和泉 

 

 広い飛騨弁ですが、年代や地方によって 

使われ方に違いがあることが調べられてい 

した。古川、神岡弁についても調べてあり 

飛騨弁はとても温かみがあるという感想で 

たね。おじいちゃん編、おばあちゃん編、 

とうさん編、おかあさん編があり、工夫が  

 昨年に引き続きバリアフリーについて

調べてくれました。実際に車いすで生活す

る人と同じ目線で体験することで、普段の

生活では気付かないことをたくさん知る

ことができました。きっと、細やかな気配

りのできるやさしい人になれることでし

ょう。 

 

 飛騨牛応援こども大使になって色々な

体験をしていくうちに、もっとみんなに飛

騨牛のことを知ってほしいと強く思うよ

うになった太一君。とってもていねいにま

とめてくれました。残念ながら三連覇はで

きなかったけど、これからも応援を続けて

ね。 

 まちかどウォークラリーで、住んでいる

久々野のまちにあるマンホールと違うも

のがあることに気付いた和泉ちゃん。写真

を撮ったり、実際に中を見たり、市役所で

調べたりと、マンホールがきっかけでお母

さんと色々なところへ出かけることがで

きたね。 
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 努力賞  

 

『どうなるの？？ しげんごみ』 

  北小学校３年 下田 知里 

 

 橋からみえる川の特徴やまわりの様子も 

いてあり、ひとつ一つの橋に対して、自分 

感想も記してありますね。欄干や銘板につ 

ても調べていますね。（昔の人がをかけてく 

れたから、今があるのですね） 

 

 

 

『未来の栃尾』 

  栃尾小学校４年 岡田 早貴 ・ 林 進太郎 ・ 箕浦 岳志 

 

 高山の「顔」ともいうべき三之町の伝統 

建造物群保存地区の町なみを模型で再現特 

に、格子や庇（ひさし）の部分が、細にわ 

たりよく調べてあります。町なみや物を残 

 

 

 

 

 

 

 

 入賞  

 

『ぼくが調べた高山祭の屋台』 

  西小学校４年 大前 遼 

 

 旧高山市の東側に位置する岩井町。知っ 

いるようで知らない岩井町エリアを、かた 

で紹介。家族や地域の人を巻き込んでエリ 

ア情報誌のようにまとめてくれまし。まち 

のすみずみまでよくみていますね。 

  

 三人とも住んでいる栃尾のまちが大好

きなんだね。自分たちが暮らしているまち

を誇れるって、とてもすばらしいことで

す。昔から「三人寄ればもんじゅの知恵」

と言われています。これからも三人で仲良

く、栃尾をすてきなまちにしていってくだ

さい。 

 国語の授業で身近なマークとその意味

を調べた時、資源リサイクルのマークに注

目し資源ごみについて調べることにした

知里ちゃん。リサイクルセンターの見学や

ごみ収集の人たちに話を聞くことで、ごみ

を出さない方法や物を大切にすること学

びました。 

 おじいちゃんの店がある本町二丁目に

は、どうして屋台がないのか？ そんな疑

問から市内にある２３台の屋台を調べ始

めました。それぞれの歴史や台紋までよく

調べたね。 来年は本町二丁目の屋台の復

元を、遼君なりに進めてくれるとおもしろ

いですね。 
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『私たちの高山』 

  北小学校３年 塚田 流衣 

 

 過去、現在、未来、百年後の自分のまち 

をみて、ジオラマにして、夢を語ってい。 

 現実とかけ離れた都会的な未来でなく 

舎としての未来の都市像の発想が新鮮で。 

 

 

 

 

 

 

『おさんぽ おさんぽ たかやまし』 

  山王小学校１年 橋本 夏海 

 

 「みたらしだんご」は高山を代表する B 

グルメ。一軒一軒のお店をのぞいて、味値 

段、批評が添えられており、とても楽いグ 

ルメマップになりました。時々辛口批評も 

あり、観光客に役立ちそう。地元のは、人 

気の店にとんでいきそう。 

 

 

 

 

『僕のまちクリーンチャレンジ 第８弾』 

  日枝中学校２年 八賀 出海 

 

 継続は力なり。小一から７年間、早起て 

ゴミ拾いと調査のチャレンジを続けんばり 

ました。あたりまえのように同じ道じよう 

に捨てられ、減ることのないゴミやこの吸 

い殻は何を語っているのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 高山生まれのお父さんやお母さん。高山

が大好きな東京生まれのおばあちゃん。夏

海ちゃんも、きっと高山のまちが大好きに

なることでしょう。 

 小学１年生から始めて８年。毎年ご苦労

様。今年もあいかわらず大人が捨てたごみ

が目立つようです。八賀君が大人になった

とき、マナーをきちんと守れる大人の一人

となることが、将来のきれいなまちにつな

がっていくことでしょう。 

 日本一広い高山のまちをパズルにして

紹介してくれました。それぞれのまちの特

産品も調べてパズルの裏側に書いてあり

ます。とても楽しいガイドマップになりま

したね。 
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 入選  

 

 

『ぼくのすみたい町』            
西小学校２年 中津 瑛太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『何これ？！ 高山のはし・さか・石』 

南小学校２年 荒谷 和歩 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『みんなのがっこう』             

  荘川小学校１年 森本 薫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スポーツが大好きな瑛太君は、東京ドー

ムのような野球ドームのあるまちにあこ

がれを持っているようだね。君が大人にな

るころには、ひょっとすると高山にもドー

ムができるかもしれないよ。 

 和歩ちゃんの家の近くの宮川にかかる

たくさんの橋や坂、そして名前のついた石

の数々。調べてみると昔の暮らしが名前に

つながっていることがわかります。現代と

は違う、のんびりとした昔の高山に思いを

はせ、とても楽しい夏休みになったね。 

 画用紙いっぱいに楽しい学校を描いて

くれました。学校は、通っている子どもた

ちだけのものではなく、まちや地域の人た

ちみんなのものでもあります。みんなの学

校をずっと好きでいてくださいね。 
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『上広せの金ぞうじし』 

  国府小学校２年 船坂 李来 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『安国寺のしょうかい』 

   国府小学校３年 上野 睦 

 

 獅子の舞が順番に解説してあり、見たこ

とがない人にもわかりやすく工夫されて

います。神社の鳥居や獅子の顔で飾りを付

けて、お祭りの雰囲気を出してくれまし

た。今度のお祭りが楽しみだね。 

 遠足で聞いた話がきっかけで調べ始め

た睦君。安国時というお寺は日本でも有名

なお寺の一つ。お寺や平和ということにつ

いて、とてもよい勉強になったね。さらに、

お寺を作った足利氏について調べていく

と、昔の日本にもっと興味がわくと思う

よ。 
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番号 作  品  名 氏 名 学 校 学年 

1 高山キッズタウン 谷腰 紗弓 東小学校 3 

2 高山まつり屋台調べ 中田 こあ 東小学校 3 

3 「切り絵」で魅せる！！私のまち自まん 門谷 采緑葉 東小学校 3 

4 私のお気に入りの風景 池田 遥菜 東小学校 5 

5 ぼくのまちのはし 塩瀨 暖人 西小学校 1 

6 私のまちのたからもの 石原 美澄 西小学校 2 

7 ぼくのすみたい町 中津 瑛太 西小学校 2 

8 私達の地いきの花火大会 大洞 美空 西小学校 3 

9 高山市のマンホール 松木 大晟 西小学校 3 

10 ぼくが調べた高山祭の屋台 大前 遼  西小学校 4 

11 何これ？！高山のはし・さか・石 あらたに かず歩 南小学校 2 

12 わたしのおすすめ たかやま 小さか 実ゆ 南小学校 2 

13 高山陣屋 青山 拓瑞 南小学校 4 

14 高山祭り 石澤 昂大 南小学校 4 

15 わたしの学校 関向 真廣 南小学校 4 

16 ちいさなまち 大森 たくと 北小学校 1 

17 うちのちかくのどうろひょうしき 坂井 がく 北小学校 2 

18 わたしのみらいの町 田川 さくら 北小学校 2 

19 ひだ高山をたんけんしよう 小山 あおい 北小学校 3 

20 どうなるの??しげんごみ 下田 ちさと 北小学校 3 

21 私たちの高山 塚田 流衣 北小学校 3 

22 宮川朝市 はたえ ゆうと 北小学校 3 

23 まちなみバスにのって、まちなみはくぶつかんへ行ったよ。 八田 智希 北小学校 3 

24 飛騨高山たべものかるた 尾﨑 遥介 北小学校 4 

25 ぼくのすきな高山 酒井 そう太 北小学校 4 



10 

 

番号 作  品  名 氏 名 学 校 学年 

26 子どもがあそぶこうえん！！ 坂部 理磨 北小学校 4 

27 楽しい公園 中川 愛耶 北小学校 4 

28 わたしのまち高山市 八田 萌香 北小学校 5 

29 子どもが楽しめる高山の魅力 小山 葉月 北小学校 6 

30 おかしの こうえん とだ はな 山王小学校 1 

31 おさんぽ おさんぽ たかやまし はしもと なつみ 山王小学校 1 

32 えがおのまち あら川 ひろえ 山王小学校 2 

33 こんな こうえんで あそびたいな かきこし ゆり 山王小学校 2 

34 すてきな みらいの町 すみ かずほ 山王小学校 2 

35 高山においでよ 青木 空良 山王小学校 3 

36 はこ庭で作った高山 松原 翼冴 山王小学校 3 

37 めざせ飛騨牛 日本一 竹内 太一 山王小学校 4 

38 未来の町 武田 陽彦 山王小学校 4 

39 龍神台のからくり 森 一太 山王小学校 4 

40 キノコとトトロの映画館 住 天乃 山王小学校 5 

41 みその研究 田辺 美夏 山王小学校 5 

42 町で見つけた福祉について 丹後 雅 山王小学校 5 

43 さるぼぼの今と昔 都竹 萌花 山王小学校 5 

44 家からみた町 羽田 菜月 山王小学校 5 

45 住んでみたいところ 大野 夏澄 山王小学校 6 

46 春の高山祭 高田 真依 山王小学校 6 

47 ぼくの住む日本一広い高山市 大岩 郁斗 江名子小学校 4 

48 未来の高山エコタウン 岩塚 亜未 新宮小学校 3 

49 飛騨の食材でクッキング 西川 七菜子 新宮小学校 4 

50 東山遊歩道巡り 種蔵 淳太 三枝小学校 5 

51 高山の町をかざるきれいな花 中畑 佑樹 花里小学校 3 

52 こどもまちづくり エコハウス 平野 時源 花里小学校 4 

53 発見！ 高山市のバリアフリー パート２ 大矢 詩乃 花里小学校 6 

54 みどりがいっぱいわたしのまち こまや なるみ 丹生川小学校 1 

55 太陽発電で くらす家 曽出 陽太 清見小学校 2 
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番号 作  品  名 氏 名 学 校 学年 

56 みんなのがっこう 森本 薫 荘川小学校 1 

57 たかやましのいろんなマンホール 岩佐 和泉 久々野小学校 1 

58 ぼくのすんでいる高根の山野草 小長谷 良真 朝日小学校 3 

59 大好きな町 朝日町 岩本 花菜 朝日小学校 4 

60 私の住んでいる地いきの道路に落ちていたゴミのじょうきょう 谷口 礼 朝日小学校 5 

61 上広せの金ぞうじし 船坂 李来 国府小学校 2 

62 安国寺のしょうかい 上野   睦 国府小学校 3 

63 私の町 お宝新聞 大林 紗弓 国府小学校 5 

64 宇津江の古墳調べ 塚谷 美咲 国府小学校 6 

65 私が好きな街「上宝」 牛丸 友美佳 本郷小学校 6 

66 未来の栃尾 

岡田 早貴 

栃尾小学校 4 林 進太郎 

箕浦 岳志 

67 緑の風っていいな 高田 藍未 
飛騨特別支援学校 

高山日赤分校 
5 

68 僕のまちクリーンチャレンジ第８弾 八賀 出海 日枝中学校 2 

69 未来の中橋 
倉田 葵 

松倉中学校 1 
矢島 菜々子 

70 高山陣屋について 後藤 美咲 松倉中学校 1 

71 高山市を流れる宮川・苔川調査 塚本 康太 中山中学校 1 

 

 

  

 

審査会の様子（平成 2４年 9月１３日） 
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「こどもまちづくりコンクール作品展」 

日 時  平成２４年９月１４日（金）～１６日（日）  

   会 場  高山市民文化会館 

        

 

 

「北地区グランドフェスタ」（入賞作品巡回展） 

   日 時  平成２４年１０月２８日（日）  

   会 場  北小学校 
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今回は、小中学生の皆さんが夏休み中に取り組んだ、絵マップや、まち歩きレポート、

調べ研究、立体作品など７１作品（７４名）の応募がありました。 

自分の目で見て歩いて感じたことがまとめられた作品には、新たなアイデアやユーモア

のある力作がそろっていて、大人の視点では気付かない発見や発想に感心させられるばか

りか、まちづくりにすぐ実践できるものもたくさんありました。 

まちづくりに終わりはありません。 

皆さんの夢や願いを大きく膨らませて、未来の高山をみんなで作っていきましょう！ 

 

 

 

 

 

こどもまちづくり for たかやま ２０１２年（平成２４年）活動記録 
 

第 1６回こどもまちづくりコンクール記録 

平成２５年３月 

 

問合先  高山市基盤整備部都市整備課 

     〒506-8555 高山市花岡町２丁目１８番地 

     Tel 0577-35-3176  Fax 0577-35-3168 

編 集  こどもまちづくりコンクール実行委員会 

 

実行委員 大塚則幸(委員長)、荒井孝雄、伊藤早苗 

     石神隆、大塚由美子、蒲池和子、桑山知子  

     西崎英二、中川淳一 

事務局  都市整備課（小瀬昌亮） 

 




