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◎最優秀賞（小学校の部）
一歩一歩「市民憲章から考えたこと」

天神小学校 6年 南川 安菜

「市民憲章って何だろう。」担任の先生から「室蘭
市民憲章五十周年記念」の紙を渡され、一番に思った
ことだ。読んでみると、室蘭市には五つの目標があり、
その目標に向かって室蘭市に住む人々が様々な仕事
にたずさわっているということがかいてあった。市
民憲章が五十年以上続いてきたから、私の大好きな
今の室蘭があるのだ。母も「室蘭は子育てがしやすい」
とよく言っている。私も室蘭市が大好きだ。市民憲章
の中で一番共感したことは、「自然を愛し、環境をと
とのえ、緑豊かなまちをつくります。」という目標だ。
私は、五さいから室蘭に住んでいる。住めば住むほど、
室蘭市のみ力に気が付くようになった。おいしい焼
き鳥、歴史ある水族館、新しい科学館など・・・だが、
何といっても、一番は山や海に囲まれた自然豊かな
まちであるということ。これは、私が大切にしていき
たいと思っていたことと同じだった。五年生になり、
友達と歩いて登校するようになると、通学路にけっ

こうゴミが落ちていることに気がついた。二年前ま
ではいつもゴミ拾いをしてくれるおじいさんがいて
きれいだったのに、最近は見かけなくなり、ゴミが増
えてきたように感じた。だから私は、後期児童会三役
に立候補し、三役になったら、「ゴミ拾いボランティ
ア」という取組を提案したい。少しでもまちの環境を
守っていくお手伝いができたらと思ったからだ。こ
の活動がもし実現できれば、今よりももっときれい
なまちになると思う。そしてみんなですることによ
り、少しでもみんなの考え方がまちのための活動す
ることや、まちのために協力しあう方に向かってほ
しい。
市民憲章について、深く考えたことで、まちの未

来も良い方向へ向かっていくと思うし、みんなの考
え方も少しずつ変わっていくと思う。室蘭市の未来
をより良くするために、一歩一歩自分のできること
から始めていきたい。

◎最優秀賞（中学校の部）
明るい未来のために

室蘭西中学校 3年 篠崎 未來

市民憲章について深く考えてみた。今の私には、何
ができるのだろう。そう考えたときに、私は行動せず
にはいられなかった。なぜなら、大好きな室蘭を知る
チャンスだったからだ。
大好きなまち室蘭市が今年で開港百五十年・市政施

行百年という、輝かしい年を迎える。それにともない、
昨年「まちのデザイン会議」に参加した。記念の年を
迎えることで、室蘭のブランドマークやカントリーサ
イン・ラインスタンプなどを手掛けた。まちの良さを
伝えようと必死になっている仲間との出会いで新た
に知ることや室蘭の良さを再発見することができた。
ここで、私は大切なことに気づいた。自分では室蘭の
良さを理解しているつもりでいたが、仲間の意見に
「こんな見方もあったのか」と面白さを覚えた。もっ
と「知りたい」「見たい」「経験や体験をしてみたい」
と感じさせた。この会議に参加していなければ、知り

得なかったことだ。チームの皆には感謝している。そ
して、新たに挑戦心が生まれ「まちづくり未来計画」
の一員となった。ここでは、自分たちの手で、まちの
ために何ができるか。どのような行動をしたら、より
まちを活性化させることができるのだろうと、メンバ
ー皆で取り組んでいる。会議では、ときたま私には思
いもよらないような意見がたくさん飛び交う。今の私
は力不足だが、関わること・意見を交わすことの喜び
を感じている。そしてなにより嬉しいことは、私に新
しい居場所ができたことだ。
今回、「企画にチャレンジしよう」そう思えたこと

は、私にとって大きな成長である。この先チャレンジ
することにより、失敗することもあるだろう。変えら
れないこともあるだろう。すぐにうまくいかなくても、
失敗を恐れず、ゆっくり自分のペースで前進したい。
明るい未来のために。
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◎優秀賞（小学校の部）
私たちの室蘭の未来

みなと小学校 ５年 工藤 彩楽

「ねえねえ知ってる？」「なにが。」「市民けん章
だよ。」「ああ知っているよ！」
市民けん章について思ったことを言い合おう。
「いいね。」
「わたしは、市民けん章についてやらなければい

けないと思ったよ。なぜなら健康で働いたり、緑ゆた
かな自然を作ったりしたほうが室蘭のかんきょうの
ためにもなるからだよ。」「なるほどねーたしかにか
んきょうのためにもやっていかないとね。」
「次はあなたの番！」「うん。」「わたしは市民けん

章についてみんなにそうゆう取り組みやってほしい

と思ったよ。なぜならかんきょうのためにもあるけ
ど SDGs ってあるじゃない？それもみんなのために
もなると、健康のためや自然のためにもなるからか
なー。」「わたしと似ていたね。」「ちょっと似てた！。」
「たまには、市民けん章について考えないといけな
いね。」「そうだね。」
このようにわたしたちは、こう思っています。みな

さんは、SDGs や、かんきょうのことについて考えた
ことはありますか。わたしは、いつも思います。これ
からはわたしもかんきょうや、SDGs、市民けん章の
ことについて取り組みます。

私たちのふるさとの誇り
蘭北小学校 ６年 髙橋 未愛

私は、室蘭市民としてこの街に生まれ、室蘭市で育
ったことを誇りに思っています。
私の家の近くの公園は、古くなった遊具を新しくし

たり、草刈りをしてくれたりする人たちがいるので、
子ども達が楽しめる公園になっています。このような
活動は、室蘭市民憲章の『自然を愛し、環境をととの
え、緑豊かなまちをつくります。』というものに当て
はまります。自分の街の緑を増やそうという気持ちを
もつことが、とても大切だと考えました。
また夏休みには、健康に生活するために、地域でラ

ジオ体操があります。たくさんの人と交流することが
できるのでとても良い活動だと思います。また、街の
仲が深まるように、クリスマスやお正月のイベントな
ども開催されています。街の人たちが市民のために考
えて開催してくれているものなので、私は毎年行くよ
うにしています。私たちのことを思っての活動なので、

その気持ちに応えようとすることも大切だと思いま
す。このような交流のおかげで、街の皆さんはとても
優しく、明るく、仲が良いです。実際に家の前を通る
時など、私たち家族のためにお花やシールをくれる方
もいます。
私たちの街と暮らしはたくさんの人に支えられて

います。室蘭市民憲章がつくられ、憲章碑が建てられ
たのも、多くの人が室蘭市をより良くしていこうと思
ったからです。そのような思いがあったからこそ、今
の室蘭市は産業が発展し、環境が整いました。私がそ
のバトンを受け継ぐ時には、室蘭市民の一員として、
室蘭市で育つ子ども達に、緑あふれる公園や地域での
交流、そして室蘭市をもっと素敵にもっと明るい街に
していこうという気持ちを伝えていきたいです。これ
からの室蘭を私たちが切り開いていくことや室蘭が
どのように変わっていくのかとても楽しみです。
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◎優秀賞（中学校の部）
時をつないでゆくもの

翔陽中学校 ２年 有賀 友香

美しい海、爽やかな潮風、緑あふれる山々。室蘭に
は美しい自然があふれています。私は市民憲章の「自
然を愛し、環境をととのえ、緑豊かなまちをつくりま
す。」という一節を通し、この美しい自然を守ること
や、市民としての責任について考えを深めました。
市民憲章にふれて真っ先に思い出したのは、「本輪

西ホタルの会」主催のホタル鑑賞会に行ったことで
す。そこで初めて見たホタルは幻想的で、どこか痛々
しいほどに美しく、暑い夏の空気も色を変えるよう
でした。後に学校の活動で室蘭の自然について調べ
る機会があり、この活動が室蘭を愛する人々の「ホタ
ルをよみがえらせる」という思いから始まり、今この
地にホタルがいるのだと知りました。
まちは、その地ならではの自然や産業、文化などか

ら成り立っています。でも、それらをつくり、育て、
守ってきたのは人です。そして、まちをつながんとす
る強い思いが人を動かします。まちをつないでゆく
のは人の思いなのではないでしょうか。そうしてつ

ながれてきたまちは、今の私たちを支える土台をつ
くり上げています。
私はここから「市民である責任」とは「まちをつな

ぐ」事だと考えました。次の世代へ自然をつなぐこと、
そのために税金を納めること、その他にも様々な活
動に「まちをつなぎ、のこす」人々の思いが息づいて
います。成人年齢が十八歳となり、私たちがまちの未
来を担ってゆく日もそう遠くありません。市民憲章
を深く考えることで、どこかひとごとのように感じ
ていた「このまちの未来」と私たちは密接に関わり合
っていると気付きました。まだ明確に、「これをやる
べきだ。」ということは見えていません。ですが、自
らも未来をつくる一員なのだと自覚できたことは大
きな前進です。
人の思いがつないできた美しいまち、室蘭。私も、

この誇るべきふるさとを、未来へとつないでいき
たいです。

室蘭市の鉄鋼業と市民のあるべき姿
桜蘭中学校 ３年 森田 旬

私が室蘭市のことについて考える機会が与えられ
るようになったのは小学校三年生の社会科の授業か
らだった。当時、「わたしたちの室蘭」とともに室蘭
市の白地図などの資料で勉強していた。それから年を
重ねるごとに理解が深まっていき、友達とも意見を交
わした。その中でも一際印象に残った言葉「てつのま
ち」について論を展開していく。
室蘭市は鉄鋼業が盛んである。鉄鋼業とは鉄鉱石を

とかし得た鉄などから鉄鋼製品をつくる工業を言い、
テレビでも紹介されるくらい室蘭市では有名である。
明治頃に鉄道や港湾の整備により急速に発達してい
った。北海道の中でも歴史は古く誇れる点である。こ
のため二〇一四年には一兆二千億円もの出荷額とな
り、室蘭市の製造業、いや産業の中核となっているの
が鉄鋼業だと言える。このように室蘭市には欠かせな
い鉄鋼業のすごさを私は間近で見せてもらったこと
がある。それは一日市長を経験させて頂いた時で、水

素自動車に乗せてもらった。これは鉄鋼業を中心に蓄
積した高度な技術からくる水素ステーションによっ
て走る。歴史だけでなく技術も高いというのも誇れる。
この技術は環境改善にもつながり室蘭の、地球の未来
を守っていると言えるだろう。つまり、室蘭市の鉄鋼
業は知名度、歴史、出荷額だけでなく世界の誇れる技
術までもあるということだ。
ただ、工業に関心を持つ人は私の周りには多いとは

言えず今後の働き手不足が懸念される。市や工大がこ
れらの魅力を伝え、いかにして興味を持ってもらうか
がこれからの課題だと私は考える。
今回私は鉄鋼業に着目したのが他にも誇れる点が

たくさんある。一日市長体験などそれらをより理解で
きる機会もある。これこそが、長く続く所以である筈
なのだから市の魅力にもっと、皆でふれ続けることが
大切である。
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◎佳作（小学校の部）
室蘭市民憲章制定 50 周年を迎えて

海陽小学校 ６年 加藤 快斗

私は今年はとても特別な年だと思います。なぜな
ら題名の通り室蘭市民憲章50周年で他にも開港150
周年、市制施行 100 周年、室蘭製鉄所創業 100 周年
だからです。室蘭市民憲章をつくることで良い生活
を築けると思いますが今の室蘭には、その意識が足
りていないのではないかと考えます。とある友達に
室蘭市民憲章を知っているか聞いてみたところ知ら
ない人がほとんどだったからです。そこで今回伝え
たいのは、「今この街をより良くするためにどうすれ
ばいいか」です。
今この街で良くしてほしいことは治安です。なぜ

かというといつも不審者情報があったり事故があっ
て怖いからです。更に、友だちに聞いてみると自分の
住む街や、近い街だと恐いと言っていました。次に良
くしてほしいことは道の整備だと思います。なぜか
というといつも登校中にでこぼこしているところで
躓きそうになったり自転車が運転しづらくなるから

です。実際、僕も登校中につまずいてころんだことが
あり、自転車に乗っていても上下が激しく、乗り心地
があまりよくありません。気になることは街全体的
に見て、ゴミが散乱していることです。いつも街を見
渡して思うのがまっさきにこれです。ボランティア
や個人でゴミ拾いをしている人もいますが、それで
もやっぱりゴミがちらほら見当たります。私的には、
室蘭市民憲章を今年を機に改定したり、室蘭市でな
にか「条例」を制定し、そしてそれを室蘭市民全員に
呼びかけたらこの問題を解決出来ると考えます。
今のままでも住みやすいとは思いますが、街全体

を改善して室蘭市民全員がより安全に、より安心し
て暮らせるようになるともっと繁栄して昭和の頃の
賑やかな街に戻ると思います。次の 50 年後には国が
重要視するような大事な拠点になり、新たな新幹線
が通って、時代の先端を行くような街ができている
と嬉しいです。

思いのつまったアイディア花火
旭ヶ丘小学校 ５年 刈金 花恵

ドーンドーン。その音で私の心の中はパッと明るく
なった。
コロナかで楽しみにしていた行事やイベントが中

止になってしまった。特に私が楽しみにしていた学習
発表会もできなくなり、気持ちが落ちこんでいた。そ
んな中、夏に中止になった花火大会が開さいされた。
でも、私の想像していた形とはちがった、まさかの車
の中で見る「ドライブ in 花火」だった。
初めはおどろいたがどうしてドライブ in 花火にな

ったのか考えてみることにした。一つ目は、これまで
の花火だと人とせっしょくしたり会話したりするか
ら、かんせんリスクが高いので、家族だけとしか関わ
らないから。二つ目は、車の中だと冬でも寒くならず

見られるから。
これに気づいたとき、この花火大会を考えてくれた

人はコロナでふつう通りにできなくなっても、工夫し
て開さいしてくれてかっこいいと思った。
その上、ラジオで音楽を聞いて歌ったり、ボランテ

ィアの人が帰りに何度も声をかけてくれたり、ふだん
の花火大会以上に感動して、私の心は明るくなった。
まさに、室蘭市民けん章の「老人をうやまい、子ども
の夢をはぐぐみ、あたたかい心のかようまちをつくり
ます。」にあてはまっていると思う。
わたしもこのドライブ in 花火のように、こまった

ことがあっても工夫して乗りこえて、あたたかい町を
作る一員になりたいと思う。
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◎佳作（中学校の部）
室蘭は素敵な街です。

桜蘭中学校 ２年 金田 優愛

十年後、二十年後、三十年後の室蘭は、今と比べて
どうなっているのだろう？私は、小学校一年生の時
に札幌から室蘭に引っ越してきました。その時私は
寂しく感じえることがありました。雪が少ないから
です。ですが、十三歳になった今では、雪が少ないと
いうことに良いことがたくさんあると知りました。
高齢化が進んでいる今、雪かきをするのにどれだけ
の労力が必要か・・・。そして、冬に私たちが安全に
登下校できている理由にもあたります。夏も比較的
気温が低く、過ごしやすいということもあり、室蘭は
気候に大変恵まれている街だと思います。
今現在、室蘭の人口は減少する傾向にありますが、

この過ごしやすい気候、そして、今「密」という言葉
があまり好まれない環境にありますが、人口の多い

都会に比べ、人との関わりが良い意味で「密」である
といえると思います。また、「密」に関わり合えるこ
とで、温かい人間関係をたくさん作ることができて
いると思います。
この先、十年後、二十年後、三十年後も、この素晴

らしい気候に恵まれている室蘭、そして「密」に関わ
り合いながら、温かい人間関係を作っていける室蘭
が、まだこの街を知らない多くの人たちにも知って
もらえるよう、私にも何かできることはないか、これ
からも考え続けていきたい思います。
まず今、私にできる些細なことの一つ。それは、室

蘭にはたくさんの良いところがあるということをで
きるだけ多くの人たちに伝えていくこと・・・。
『室蘭はこんなにも素敵な街です！』

地元への恩返しとは・・・
桜蘭中学校 ３年 間宮 隆世

室蘭市民の皆さんは室蘭市の活動についてどのよ
うなことを思い浮かべるだろう。そして、どのような
ことを考えるだろう。
僕が知ってる中では新しく体育館が建てられ、市

民の憩いの場が広がってきていることだ。このよう
な事業は室蘭市民憲章にあるように「子供の夢を育
む」「文化のかおりあふれるまちづくり」に当てはま
るものだろう。さらに、室蘭市は長年「鉄のまち」と
して親しまれてきた。これは工業の面以外に工場夜
景として観光業でも力を発揮している。
これまで挙げたように、室蘭市は市民のより良い

暮らしを目指す以外にも、観光業などで町おこしを
行っている。しかし、改善点になることはないのだろ
うか。
改善点として一つ例がある。それは今の室蘭市の

人口が減少傾向にあることだ。これは、観光業の発展
だけではなかなか解決できないことだと思う。しか

し、子育ての面や交通の面などで「暮らしやすい室蘭」
を作り上げていくことができれば、不可能なことで
はないと思う。
この他にも、室蘭市民の心を動かし、団結すれば解

決できるような、イタンキ浜のゴミ問題などがある。
これらの問題は、市役所のような機関がどうにかす
るべきことではなく、室蘭市民全体の、「良くしてい
こう。」という一人一人の心の下で、改善できるもの
であふれていると思う。
室蘭市はこれまでの五〇年間、これらのような多

くの問題と向き合いながらも、新しい未来への扉を
少しずつ開けていこうと様々なことを行ってきた。
ぼくは現在のコロナ禍でも町の活性化を図るこの室
蘭市は素晴らしいと感じている。僕たちはこれまで
の五〇年間の歩みを受け継ぎ、さらに五〇年、一〇〇
年と続く室蘭市を作ることが、自分たちの地元への
恩返しではないか考えている。
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◎佳作（中学校の部）
「便利なまち室蘭」を目指して

桜蘭中学校 ３年 工藤 琉生

室蘭市民憲章が制定されてから五十年が経ちまし
たが、現在、室蘭市は少子高齢化に伴い、人口が減少
傾向で元気が無いという話題をよく見たり、聞いた
りしますが、僕は室蘭市を他の都市より誰にとって
も生活しやすく便利なまちにすることが、将来の室
蘭の発展につながると考えます。
なぜなら、僕は普段の生活の中で不便を感じる事

やこうするともっと生活しやすくなると思うことが
あり、同様に不便を感じている人が多数いるのでは
ないかと思ったからです。
僕の中の不便な問題の一点目は、自分が左利きで

昔から工作や料理などをする時、右利き用の道具し
かないため、作業に大変苦労した経験があり、右利き
左利き問わず使用できる便利な道具が、室蘭市のも
のづくりの技術により次々と開発されることで世界
中の左利きの人に大きなアピールとなり、もしかし
たら、移住者の増加が期待できると思います。

二点目は僕の祖父母は四人共健在ですが、全員が
高齢であり、中でも父方の祖母は治療が困難な病気
で入院していたこともあり現在も通院中です。また、
昨年末には母親が骨折し、しばらく歩行が困難な時
期が続きました。二人とも日常生活を送るうえで起
き上がったり、重い物等を持ち上げる時などに大変
苦労している姿が印象に残っています。僕は小学生
の時、定期的に室蘭工業大学ロボット体験教室に通
っていましたが、そこで教わった先進的なロボット
技術とAI（人工知能）を活用して、生活に不便のあ
る高齢者や障がい者を手助けすることができればす
ばらしい社会が実現されるのではないかと考えます。
このような先進的な取り組みを室蘭市が市民憲章

の精神にのっとり進めることで、「便利なまち室蘭」
を世界に発信できて、僕の大好きな室蘭市がもっと
発展することを心から願っています。

今私達に出来ること
港北中学校 １年 工藤 維華

私が市民憲章を通じて考えたことは、「私達室蘭市
民が望む室蘭の姿と私達の役割について」です。
室蘭にはたたら製鉄や焼き鳥など昔から受け継が

れている文化と、室蘭八景やイタンキ浜など自然の
名所があります。今、室蘭にこのような文化や名所が
あるのは、今まで沢山の人の手で守られ、伝えられて
きたからです。つまり、私達室蘭市民の役割は、室蘭
の文化を伝え、自然を守ることです。しかし、文化を
伝えるためには、自分達が室蘭の文化を知る必要が
あります。私もそうですが、意外と室蘭の文化や名所
を知らなかったり、知っていてもちゃんと観光した
ことが無い人も少なくはないと思います。まずは、室
蘭市民一人一人が室蘭を知り、室蘭市に誇りを持っ
た上で、その良さを発信する役割があります。
また、室蘭の自然を守る活動の例として、イタンキ

浜のゴミ拾いがあります。イタンキ浜には「キュッキ

ュッ」と音の鳴る「鳴り砂」があり、鳴り砂は良い環
境でなければ鳴らない特徴があります。しかし、それ
を知らずにゴミのポイ捨てをしている人達がいます。
そのせいでイタンキ浜が汚され、鳴り砂が鳴らなく
なってしまいます。それを防ぐためには、一人でも多
くの市民が協力して落ちているゴミを拾うことです。
私達が今できることを少しでもして室蘭という町を
守ることが市民の役割ではないかと思います。
最後に私が思う理想の室蘭の姿は、すべての市民

が「室蘭を愛し、室蘭を誇りに思う心を持ち、室蘭に
住んで良かった、室蘭に生まれて良かった」と思える
温かみのある町になることです。そして、室蘭に来た
人達が「来てよかった。また来てみたい」「居心地の
良い町」「住んでみたい町」と思ってもらえるような
町にすることです。これからも、私の大好きな室蘭を
大切にしたいです。



室 蘭 市 民 憲 章

わたしたちは、白鳥湾の美しい自然のなかで、たくましく発展している港湾と商工業
のまち、室蘭の市民です。
わたしたちは、このまちを愛し、市民であることに、誇りと、責任をもち、さらに、

豊かな未来をめざし、ここに、市民憲章を定めます。

１ 健康で働き、明るく楽しい家庭をつくります。

１ 老人をうやまい、子どもの夢をはぐくみ、あたたかい心のかようまちをつくります。

１ 自然を愛し、環境をととのえ、緑豊かなまちをつくります。

１ のびゆく港と、産業を育て、未来を開く希望のまちをつくります。

１ きまりを守り、教養を深め、文化のかおりあふれるまちをつくります。

（昭和４７年８月１日制定）



担当：室蘭市生活環境部地域生活課


