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はじめに 

 南砺市では、市政に関心を持ち理解を深める場

を設けることで、子どもたちに市の将来を考える

機会を提供するとともに、意見発表を通じて夢を

持って魅力ある南砺市を作っていく気持ちを醸成

することを目的として、子ども議会を開催しまし

た。 

本子ども議会の開催を通して、子どもたちが他

校の児童とともに交流することで、社会生活を営

む基本的な態度を身につけるとともに、学習を通

じて社会の一員として自分たちの市について考

え、行動する力を養い、もって南砺市の次世代を

担う子どもたちの育成を目指します。 
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■第２回南砺市夏休み子ども議会活動記録 

 【開会式および市内見学】 

    期 日  平成２７年７月３１日（金） 

  １ 開会式  時 間  午前９時００分から 

会 場  南砺市福野庁舎２階 講堂 

  ２ 勉強会  時 間  午前９時４５分から 

    会 場  南砺市福野庁舎２階 講堂 

    テーマ  南砺市の問題と課題について 

  ３ 市内見学 ＜行 程＞ 

    10:50   「もっと森を活かそう！利用しよう！」 

（一社）moribio 森の暮らし研究所（お話） 

    11:25   「介ご施設の現状を学ぼう」 

   特別養護老人ホーム福寿園（施設見学と事業説明） 

    13:00   「高れい者向けのサービスの現状を学ぼう」 

   となみ衛星通信テレビ株式会社（事業説明） 

    13:45   「元気のある農業担い手の話を聞こう」 

       花き園芸農家 千華園（施設見学と事業説明） 

    14:25   「頑張っている地元のお店に行こう」 

       桜ヶ池加工品販売所 スリジェ（施設見学と事業説明） 

    15:00   「元気のある人に集まってもらおう」 

       クリエイタープラザ建設場所（見学と概要説明） 

 ４ 作文指導  時 間  午後４時００分 

    会 場  南砺市福野庁舎２階 ２０１会議室 

 【作文指導】 

 １ 日 時 平成２７年８月１７日（月） 午前９時００分から 

 ２ 会 場  南砺市福光庁舎４階 ４０１会議室 

【発表会】 

 １ 日 時 平成２７年８月２８日（金） 午前９時００分から 

 ２ 場 所 南砺市福光庁舎５階 議場 

 【閉会式】 

 １ 日 時  平成２７年８月２８日（金） 午前１１時２０分から 

 ２ 場 所  南砺市福光庁舎５階 議場 
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■第２回南砺市夏休み子ども議会発表会 

司 会   皆さんおはようございます。 

開会前に、事務局よりこれまでの子ども議員の活動についてご報告いたしま

す。 

過日７月３１日に福野庁舎において当選証書付与及び開会式を行いまし

た。その後、市の抱えている問題や課題について勉強するとともに、それら

に沿った市内視察を行いました。そして、“ぼくが、わたしが市長になった

らこうしたい”という思いを、一生懸命作文にまとめて今日に至ったもので

あります。 

なお、本日は議長の承認をいただき、報道各社が傍聴席の他に、議場内の

当局側両サイドとその後方において、取材及び撮影を行いますのでご了承願

います。 

それでは、本日の進行に係る議長には、南砺市議会の山田勉議長にお願い

をいたしましたので、ここからは、山田議長に進行をお願いいたします。 

午前９時００分 開 会 

議 長  子ども議員のみなさん、おはようございます。南砺市議会議長の山田 勉で

す。今日は子ども議会発表会の議長を務めてまいります。よろしくお願いし

ます。 

それでは、ただ今から、第２回南砺市夏休み子ども議会発表会を開会しま

す。本日は、子ども議会議員として南砺市内小学５・６年生１７名が出席し

ておられます。皆さん全員から意見発表の通告を受けていますので、これか

ら順次行っていきます。 

発表項目および答弁する方は、みなさんのお手元にお配りしているとおり

です。 

これより発表に入らせていただきます。 

議 長 それでは、１番議員、発表をお願いします。 

１番議員 「クリエータープラザから変わる未来」 

ぼくは、クリエータープラザで、南砺がかかえる問題を解決できると考えています。 

その一つとして、人口のげん少による「小学校の問題」があります。ぼくの学校で考えて

みると、生徒数が２０１１年の時点で３５８名だったのに対し、今年は３０８名でした。４

年間で５０人もへっています。 

では、２１年後、ぼくは３２さいになっています。早ければ子どもも小学生になっている

ころでしょう。では、このときに、南砺市には、一体いくつの学校が残るでしょうか。 

この問題を解決するためには、南砺に新たな強い産業を作り、人を呼び、移住してもらい、

人をふやしていくという必要性があるのです。 

そこで、クリエータープラザで、五箇山和紙１００パーセントのバッグやうちわなどとい
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った、とても画期的なアイディアを出してもらい、それを、地元工芸で作ってもらうという

ことをするのです。すると、新しくできるクリエータープラザというものが、とても有効活

用できます。 

例えば、先ほどの和紙１００パーセントのバッグや衣類といったものは、濡れても大丈夫

なので、急な雨にも心配はいりません。また、これをＰＲしていかないといけないので、Ｔ

ＳＴとプラザ共同で、ＣＭをつくります。 

見る人に関心を持ってもらうために、「アニメ」のようなＣＭをつくります。そして、県

外や海外にＰＲしていくのです。 

業界の人以外に一般の人も来ていただくために、「南砺に住んでみんまいけ事業」を使い

ます。そのとき、泊まる宿もあるといいので、南砺にある多くの空き屋などを改造します。

プラザには、デザイン、色、テーブルなどの配置や皿、はし、テーブルのさまざまなものの

設計を考えてもらいます。 

このように、新たな産業を作り、人を呼んで移住してもらえたら、南砺は発展できます。

「南砺に住んでみんまいけ事業」とプラザから生まれる産業で、人口げん少による問題はな

くなると、ぼくは考えます。 

最終的なてい言として、 

「クリエータープラザを有効活用し、この南砺に人口がふえるぐらい強い産業を築くため

に、県内外から人材を多く集め、磨き育てる必要性がある」 

ということです。 

 以上です。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

 みなさん、おはようございます。夏休みも残りわずかになりましたけれども、今日は夏休

み子ども議会の発表会であります。皆様方それぞれが自分の地域、そして南砺のことを見て、

考えて、そして発表いただく機会に参加してくれて、本当にわたしは嬉しく思います。あり

がとうございます。 

 議員の質問の中に、いろいろ私たちに対する、すばらしいヒントをいただきました。まさ

に私たちは今、地方創生この人口問題をどうするのか、一生懸命に計画をつくっている最中

でありますけれども、今議員がおっしゃったことに、しっかりと取り組んでいくことこそが、

南砺市の未来、南砺市の２０６０年に向けての人口減少をくい止めるという仕事につながっ

ていくのではないかとあらためて思いました。 

 まさに、このクリエイタープラザは、地方創生と言われる事業の中の重要事業として位置

づけています。 

 「クリエイタープラザを有効活用した強い産業を作るためには、人材を多く集め、磨き育

てる必要性がある」とのご提言をいただきました。まさにその通りです。このことを、南砺

市の総じて発展のために使っていただきたい、有効活用していただきたいという提言をいた

だきました。いろんな意味でクリエイタープラザの目的はあると思います。先程の和紙だと

か、伝統工芸の商品をつくる。また、ＣＭをつくって世界に向けて発信していく。そのこと

で、いろんな人たちに、この南砺市のものづくりに注目していただくことが重要であります。

もちろん、いろんな分野のクリエイターを集めること、また、地元の企業や伝統工芸等との

協力・連携、最近はコラボといいますけれど、によって、新たな産業を創造することによっ
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て、多くの人たちに集まっていただきたいと思います。そのシンボル拠点として、クリエイ

タープラザを作るものであります。 

クリエイタープラザを有効に活用し南砺市に人が集まるような取組を積極的に展開して

いきたいと思っています。 

１０月１日から、クリエイタープラザの入居者の募集と９月２５日から愛称の募集を行い

ます。議員の皆さんには、クリエイタープラザがたくさんの人に愛されるような愛称を考え

ていただき、ぜひ応募していただきたいと思います。 

今日のすばらしい提言、本当にありがとうございました。 

以上です。 

議 長  次に、２番議員、発表をお願いします。 

２番議員 「個性を出す」 

ぼくは、千華園やスリジェに行きました。千華園では、有機栽培をし、食べられる花もあ

りました。スリジェでは、桜ヶ池の大自然のもとで森の香りや時の流れまで感じてもらうや

さしい食材を味わうことができました。どちらも工夫し、個性を出して県内だけでなく県外

からも来るようにしていました。 

今も南砺市の人口は減少し続け、高齢化も進んでいます。南砺市は大自然があるから、こ

こで子供を育てたい、元気な将来をむかえたいという人は何人もいます。でも、仕事はある

のか、生活はどうなのかという問題で実際に移り住めずにいる人もいます。これは、南砺市

にとって大きなチャンスだと思います。 

ぼく達が移り住んで来た時も、地域を上げてぼく達家族を支えてくださいました。その助

け合う心をホームページやパンフレットでＰＲしたらいいと思います。表紙に 

「豊かな自然のもとで暮らしませんか。」 

と書いたり、介護福祉などのおすすめの仕事や南砺市に住んで良かったと思う人の気持ち

をたくさん載せて広めたらいいと思いました。 

また、ぼくは都会の方へいってしまう人が多くいると聞きました。千華園の石村さんは、

南砺市が好きだからここで働くことを決めたそうです。それを聞いて、もっと南砺市の子ど

もが、南砺市を好きになることが南砺市に若者がとどまってくれる理由になると思いました。 

だから、南砺市の子どもが地域のすごさや自分の夢を叶える場所が南砺市にあることに気

付くことが大切だと思いました。 

実際ぼくは、学校の総合的な学習の時間に地域の人の気持ちや地域のすごさに気付き、南

砺市を守っていきたいと思ったからです。 

南砺市の個性を生かして起業し、安定した収入を得ることで人口も増えると思いました。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

ふるさとを思う気持ち、そして、良いところに気付いて、この地域でいろいろ考えて守っ
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ていくという、本当に力強いお答えをいただきました。 

「南砺市に住んで良かったと思う気持ちをＰＲする」このことは、とても大事なことだと

思います。 

皆さんには、小さな幸せについて考えてもらいたいと思います。自分たちが今食べている、

もしくはお父さんやお母さんが料理してくれている野菜や食べ物が、この地域で作られてい

る、誰かが作ってそれが分かるようなこの地域は、本当にすばらしい地域であると思いませ

んか。 

都会などでは、ものはたくさんあって、スーパーなどで買って食べるのも良いのかもしれ

ませんが、例えば、千華園の素敵な花を庭に植えたり、スリジェのような地域で作ったもの

でおいしいサンドイッチやパンを作ってそれを食べられる。本当に目が届く範囲で、私たち

が知っている地域で作られたもので、おいしいものが食べられることは本当に幸せなことだ

と、あらためて思いました。皆さんも、どこかで買い物をするときは、どこで作られたか、

誰が作ったのかを少し気にしていただいて、南砺市で作られたものがあれば、「これがいい

よ！」と言ってもらえれば、農家のみなさんや作っている皆さんがありがたく、うれしく思

うことにつながると思います。 

南砺市では、昨年度より、結婚や移住・定住を専門に行なう「南砺で暮らしません課」と

いう課を作って、都市圏等での移住セミナー等でＰＲしています。 

また、宝島社の「田舎暮らしの本」というのがあって、今年の２月号で「古きよき日本の

田舎部門」で全国第１位となったことが大きなＰＲとなっています。 

議員のご意見にありますホームページについては、「南砺で暮らしませんか」と題して専

用のページを作成しています。また、パンフレットについても同じタイトルの冊子を作成し、

移住、定住の希望者へ配布しています。 

ホームページとパンフレットでは移住、定住に関するいろいろな優遇措置を紹介していま

すし、また、実際南砺に移住された方のお話を掲載し、南砺市の良いところをＰＲしていま

す。 

でも、大事なことは、皆さんがいろんな方に、南砺の食や風景や水、人など良いところを、

自分たちの言葉で発信することだと思います。 

今後も市内外に広くＰＲしていきたいと思っています。 

議 長  次に、３番議員、発表をお願いします。 

３番議員 「南砺市の活性化のために」 

私はこの南砺市の状況を見て、たくさんの良いところを知ることが出来ました。 

特に、福寿園の施設の整備や、南砺の特産物を使ったパン屋などです。 

でも、私は南砺市がもっと明るくなるためには、若い人達が増えてこの南砺市が元気にな

るような活性化と、心をなごませる花や、お米などの食べ物を作らなければいけない農業も

大事だと思いました。 

それには、千華園のような考え方や、やり方が大切だと私は思いました。 

千華園の石村さんは、小さい頃から家業を継ぐために、大きくなってから都会で勉強をし

て、この南砺市にまた帰って来られたと、おっしゃっていました。私は、すばらしい方だと

思いました。今、農業をする人が少なくても、石村さんのような方が増えれば守っていける

と強く感じたからです。 

だから今では、東京の三ツ星レストランからの依頼が来るほど人気です。 
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南砺市は、空気も水もおいしいところなので、ぜひたくさん来てほしいですね。 

そのためには、南砺市の若い人たちに、農業や家業を継いでほしいから、体験事業の中に

楽しさや、おもしろさを伝えたり、石村さんのような方を呼んで、楽しさ、魅力を話すなど

紹介をしてみればいいと思います。 

そうしたら、都会の人達に興味を持ってもらえると思います。 

若い人達は、アイディアや知識をたくさん持っておられると思います。 

自分が、こんなことをしたら南砺市はどうなっていくかなど言ってもらって、そのアイデ

ィアや知識で南砺市を明るくし、大きく活性化ができると思います。 

私は、南砺市がますます元気になれるように応援していきたいと思います。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

南砺市には、美味しい空気と水を利用して生産されるお米や干柿、里芋など、地域の特色

を活かした農業が盛んです。 

 先ほどの質問にもお答えいたしましたが、南砺で作られるものは本当においしいのだとい 

うのが自慢です。こうしたことをもっと広めていくことが大事です。 

見学された千華園の石村さんは、お父さんが始めた花の栽培の後を継ぐ為に、神奈川県や

静岡県で勉強するなど努力を重ねて来られ、今では鑑賞用の花だけではなく、食用の花も栽

培されており、地元だけではなく、東京の有名店をはじめ、有名なシェフから注文を受けて

おられるということをお伺いしています。南砺のまちを花でいっぱいにしたいという思いも

持っておられます。そして、他にもボランティア活動や地域行事にも積極的に参加され、活

躍されています。 

市は、石村さんのようなやる気のある元気な後継者や新しく農業に取り組もうとする若い

人や女性を支援して、できるだけ多く増やしていきたいと考えています。 

まず、都会の人が農業に興味を持っていただけるよう「みんなで農作業の日」や「帰農塾」

などの農業体験や農村生活を体験できるイベントを実施しています。また、新しく農業に就

いた若い人とこれから農業を目指す高校生との交流も行っています。 

若い人がアイディアや知識をどんどん出して地域を活性化するという吉井議員の意見は

とても素晴らしく、大切なことです。南砺で頑張っている方々を、ＦａｃｅｂｏｏｋやＹｏ

ｕ Ｔｕｂｅで紹介しながら、ＰＲもしています。皆さんも、今回の子ども議会で伺った方々

に、また今度の機会に会いに行って、またいつか、この地域に戻ってきて頑張っていただき

たいと思います。 

議員さんも、今の気持ちを大切に、皆さんと一緒に色々なアイディアを出し合って、地域

や農業を盛り上げていって欲しいと思います。 

以上です。 

議 長  次に、４番議員、発表をお願いします。 

４番議員 「高齢者と介護福祉施設に目をむけて」 
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私は、去年介護福祉の職業体験に行きました。そこで私は、お年寄りの手だすけをするこ

とは、楽しいし、やりがいがあるなと思いました。そこで市の福祉施設は、どうなっている

のか気になりました。また、お年寄りたちは充実して暮らしているのか気になりました。 

 私には、一緒に暮らして祖母がいます。とても元気です。でもこれから体が弱くなり、介

護が必要になるかもしれません。もしそうなったら、祖母は、充実した暮らしをできるか、

元気で暮らせるか分かりません。そこで福寿園に行くと住んでいる皆さんの顔がニコニコし

ていました。ここなら充実した楽しい暮らしができるなと思いました。 

 そこで私は、福寿園みたいな施設が増えればいいなと思いました。他の施設が悪いと言っ

ているわけではありません。他の施設も良いと思います。でも福寿園は違っていました。施

設をパリの街として一つの家にし、部屋の中に一人一人の個室があり、全員が家族というあ

きない造りになっていました。そんな施設が増えたら今より充実した暮らしができるのでは

ないかと思いました。また、そこの地域の文化などを入れるとおもしろいと思います。例え

ば、五箇山だったら、建物を合掌造りに見立てたり、城端だったら小さい曳山を飾ったりし

たら、もっとよくなると思います。 

 考えたことを実行するために、若い人たちの介護体験を取り入れたり、高齢者の人たちと

のふれあいの場を設けたち、ボランティアとしたりするという機会を設ければ、もっと介護

に対する思いが生まれたり介護士になりたい人が増えるかもしれません。 

 これからの南砺が活性化し、笑顔と人とのつながりであふれ、毎日が平和であり続けるよ

う願っています。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

一緒に暮らしているおばあちゃんが、いつまでも元気で暮らせるかが心配になるという

久保議員のやさしい心に感心しました。また、福寿園などの介護老人福祉施設に南砺市の

文化などの特徴を取り入れるという発想も、大変すばらしいと思います。 

南砺市では、地域包括ケアということを進めています。これは、老後の介護であるとか

医療については、これまで病院や福祉施設が担ってきましたが、このような施設だけでは

なく、地域あるいは自宅でも、介護や医療がちゃんとできる仕組みづくりをしよう、また、

家族や地域の皆さんと行政が一体となって、その人の幸せについて考えていこうというシ

ステムづくりを進めています。 

また、昨年、６５歳以上の高齢者の方全員にアンケートを行いました。この中で「介護

が必要になった時、どこで暮らしたいですか」と尋ねたところ、「自分の家で暮らしたい」

と答えた方が一番多く、全体の４割を占めました。また、「施設に入りたい」と回答した

高齢者の中には、「介護で家族に迷惑をかけたくない」からという理由の方が多かったこ

とから、介護が必要になっても、やっぱり、住み慣れた自分の家で、家族と一緒に過ごし

たいというのが高齢者の本当の気持ちではないかと思っています。 

このため、介護について、どうあればよいかということを考えていかなければなりませ

ん。南砺市では、福寿園などの介護老人福祉施設の充実を図ることも必要ですが、介護が

必要となった高齢者が自宅で暮らし続けながら、日帰りで食事や入浴などのサービスが受

けられるデイサービスセンターなどの施設を増やすことが重要であると考え、重点的に取

り組んでいます。 
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議員のご意見のとおり、人と人とのつながりを大切にし、介護の仕事を考えていくこと

がたいへん重要です。そうした中で、高齢者の方も、ご家族の方も、近所の皆さんも笑顔

で暮らすことができる、そういうまちを南砺市全体で作っていきたいと思います。 

議 長  次に、５番議員、発表をお願いします。 

５番議員 「だれの心にも残る南砺市にするために」 

私が市長だったら、二つのことを中心として南砺市を活性化させていきたいです。 

一つ目は、南砺市が最も力をいれている、高齢者問題です。私の住んでいる地域も、子ど

もは生まれても他県へ行ったり、就職のために地元を離れたりする人もいます。また、最近、

まわりの地域も含めて、三人ほど亡くなっています。だから、お年寄りには交流会や子ども

とのテレビ通話で楽しみを、若い人には宝探しイベントに交えて南砺市のいいところを見つ

けていただきたいです。そうすることで、お年寄りは生きる気力を、若い人は地元に残ろう

と思っていただけると思います。 

二つ目は、南砺市のＰＲです。私はバドミントンをやっているので、県大会に行ってきま

した。選手待機場で、私の対戦相手がコーチと話しているのが聞こえました。 

「上平に何あるか知っとるか？」 

と、コーチは選手に問いかけていましたが、 

「知りません…。」 

と選手は答えていました。その後、 

「合掌造りや。世界遺産の。」 

とコーチが言うと、 

「ああっ！それなら知ってますよ！」 

と、話していました。私はショックを受けました。同じ県内なのに、どこにあるか分から

ない、というからです。だから私は、市の残る文化や名所などの特長について、どこに行け

ば体験・見学できるのかがすぐに分かるホームページやパンフレットを使って、南砺の魅力

を伝えていきたいです。 

私は、中学を卒業したら、市内には住みますが、地元を離れて高校に通学しようと思って

います。だけど、地元・南砺市を想う気持ちは変わりません。大学を卒業したら、お年寄り、

若い人達を支える仕事につきたいと思っています。その仕事につくのは、心のふるさと、南

砺市がいいです。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

「心のふるさと南砺市」という言葉、本当に心に染みました。すばらしいフレーズでこれ

から使わせていただきます。ありがとうございます。 

高齢者の方が、日頃から交流会などに参加することによって、生きる気力や生きがいを持

つことができるのではないかという議員の意見は、まさに、そのとおりだと思います。 

議員にもお答えした、昨年実施した高齢者の方へのアンケートでは、「少しでも町内会や
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自治会などへ社会参加する」と答えた方のほうが、あまり参加されない人に比べ、生きがい

を持って、健やかに暮らしている割合が高いということがわかりました。 

このため、南砺市では、高齢者の方が交流会などに参加されることを支援しています。た

とえば、南砺市内３１地区のほとんどに「高齢者サロン」が設置され、運営されていますし、

集落単位で行っているところも沢山あります。また、お孫さんを含めた三世代の交流の場を

企画されている地域や団体、公民館の活動などもあります。 

このような交流の場がもっと広がれば、これまで以上に多くの高齢者の方に「生きる気力」

を持っていただけると考えています。高齢者の方が一番喜ぶのは子どもたちの声が聞こえる

ことです。子どもたちと話をすることで、大きな力がわくと言われていますので、交流会な

どに参加された場合や地域でお会いしたときに、ぜひ、皆さんからのあいさつや声掛けをし

ていただければありがたいと思います。 

地域の方が、サロンや地域活動に皆さん参加してくださいということも大事ですが、皆さ

んの子どもの目線からも、「このような活動があるから行ってね」と、皆さんの口からお声

掛けいただければいいなと思います。先程の質問にも答えましたが、高齢者の皆さん、そし

て子どもたち、私たちの世代など、みんなで笑顔で暮らせるまち、そんな地域に住めば私た

ちも、高齢者の皆さんも生きる気力がつくと思いますので、皆さんの力に期待したいと思い

ます。 

次に、南砺をＰＲする方法ですが、議員がご指摘のとおりホームページやフェイスブック、

ツイッター、観光パンフレットなどはもとより、新聞や報道を含めてＰＲさせていただいて

いますが、それに加えて、最近は「恋旅」というアニメを作って全国的に話題になりました。

そしてまた、南砺の魅力を７分間の映像で紹介するショートムービーを作って、ＹｏｕＴｕ

ｂｅを通して全世界へ発信しています。 

これは、今年６月に米国アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭第４回観光映

像大賞で、第２位となる特別賞を受賞しました。このことも含めて、南砺市を広くＰＲがで

きたと思っています。 

観光パンフレットについても、英語版や中国語版も用意して南砺の魅力を伝えていますし、

雑誌にも掲載していただき、少しずつ、広く県外の方にも知っていただいている訳ですが、

県内の方にも広げていきたいと思っています。 

バドミントンの試合だとか、市のお友達に会うときでも、南砺のことが分かるように、お

話しをしていただければうれしく思います。 

議 長  次に、６番議員、発表をお願いします。 

６番議員 「循環型地域を目指して」 

私が南砺市子ども議会で提案したいことは、南砺市全体を循環型地域にすることです。 

７月３１日の市内見学の時に桜ヶ池にあるスリジェに行きました。そこでは、有機肥料で

育てた野菜や農薬を使わないものを使用してパンを作っていました。形が悪くて売りに出せ

ないような野菜も捨てずに使っていたので、環境に優しくていいなと思いました。食べられ

るのに捨てることは、その野菜を作った農家の思いも捨ててしまうような気がして、もった

いなく感じます。だから、スリジェのような売れない野菜にも付加価値を付けて収入に結び

つける店が桜ヶ池だけじゃなく、福光保育園の跡地など活用して福光の街の中にもあればよ

いと考えました。そうすることによって農家の収入が少しでも安定し、有機肥料や無農薬の

野菜を安心して作り続けることができると思います。また、自然農などに興味を持っている
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若い人たちが来て南砺市が活気づくと思います。 

 しかし、どんなにいいものを作っても広い地域に発信できなければ大きな収入には結びつ

きません。スリジェのホームページを見ても、他の店と比べて、どう違うのかが伝わってき

ませんでした。 

そこで、もう一度スリジェの青能さんに会いに行きました。すると青能さんも、 

「夏と冬の売り上げが落ちるから、もっとアピールして販売場所を増やしたい。でも、ホ

ームページを充実する時間がない。」 

と言っておられました。 

だから、南砺市が売る場所を提供したり、異業種の人と悩み困り事を話し合える場所やホ

ームページを作ってくれる人を紹介するなどして、スリジェのようなお店をお金や労力、時

間の面で支えてあげられる応援団になることが必要だと思います。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

南砺市全体を循環型地域にしようという意見は、現在、市が進めているエコビレッジ構

想と同じ考えであります。これからの地域づくりの中では、一番重要であると考えており、

エコビレッジ構想を推進していきたいと考えています。今日の新聞で、全国で捨てられる

食べ物の量は、世界の食べ物がない地域へ日本がお金で協力している量より多いというニ

ュースがありました。先ほどの曲がった野菜などが出荷できない社会ではなく、全ての食

材、農作物が使えることが大事です。この捨てられる食べ物をゼロにすることは難しいの

で、少なくして肥料として土に帰すとか、いろんなアイディアがあると思いますので、考

えていきたいと思います。 

地域の循環型社会だとか、温暖化だとか、環境問題だとか、言葉はいろいろありますが、

一番大切なのは何かというと、今の地球を、皆さんの時代、皆さんの子どもの時代、お孫

さん、曾孫さんの時代やもっと先まで、きれいな地球で引き継いでいくことを考えていく

ということが大事だと思います。小さな南砺市の中でそういうことを考えながら、循環型

社会を作っていくことこそが、大きな地球の問題の解決につながっていくと私は思ってい

ます。そういった中で、心の豊さだとか、ここに暮らす幸福感を感じる地域づくりを、エ

コビレッジ構想で実現したいと思います。 

桜ヶ池のスリジェさんは、一生懸命作って販売をされています。このことも、エコビレ

ッジ構想モデル事業として取り組んでいますが、ＰＲをして、年間を通じて売れる仕組み

づくりをしていかなければならないと思います。 

市としても市民の皆さんが取り組むエコ活動に対して連携し、積極的に支援するため体

制を整えてまいりたいと思います。 

地域の資源には農産物以外にも南砺の山々にある木材資源、豊かな水量を誇る水資源、

各地域で受け継がれてきた歴史・文化資源、そして多くの人材など、南砺には豊かな資源

がたくさんあります。私たちはお金だけを大切に考える社会に生まれ育ってきた気がしま

す。マネー主義といいますが、最近は、文化資本や歴史資本、自然資本と呼ばれるものが

価値としては大切だという考え方があるということを理解してもらいたいと思います。 

これら地域にある資源を活かし、持続可能な循環型社会を構築していきたいと強く、あ

らためて決意するところです。 
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これら循環できる仕組みが連携し、市内に広がることで市全体が循環型地域になること

につながります。議員も、是非その応援団となって支えていただきたいと思います。 

議 長  次に、７番議員、発表をお願いします。 

７番議員 「自然を生かす南砺市へ」 

ぼくは、市内見学で南砺市を盛り上げるために、地元の人達がアイディアを出して、努力

していることが分かりました。 

 スリジェでは、痛んでいる野菜などを使ってパンを作っていると聞き、エコだなあと思っ

た。ぼくが市長だったらそのエコをインターネットを利用して広めていって注目されるよう

にしたいなあと思いました。そうすれば、県外などから食べに来る人も増え、ついでに南砺

市の自然を見てもらえば、住みたいなあと思う人もいるかもしれないからです。 

 千華園では、南砺市を明るくするために、色々な工夫をしていることが分かりました。 

 例えば、ふつうに花を売るだけではなく、買ってもらわなくても花を育てているのを見て、

「ぼくも（わたしも）やりたいなあ」と思って花壇を作ってくれることで、南砺市を明るく

できると言っていました。 

ぼくが市長だったら、花がたくさん並ぶ「フラワーロード」みたいな場所を確保して、そ

こに四季折々の花を植えて南砺市の名所にすることにより、地域を活気付けます。また、観

光客にも来てもらい、南砺市の他の名所見学や体験をしてもらえばいいと思いました。 

江尻美佐子さんは、 

「今まではスギしか使っていなかったが、ほかの木の使ってみよう」 

と言っていました。ぼくが市長だったら、今は名札などに使っている木を、南砺くんなど

のキーホルダーや合掌造り集落二十周年記念のバッジなどにして、北陸新幹線を利用した人

に渡して、南砺市に呼び込めばいいと思いました。 

ぼくは市長だったら、南砺市を明るくするために、南砺市の特ちょうである大自然を存分

に使い、富山県を代表する南砺市にしたいと思いました。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見にお答えします。 

南砺市を富山県一にしたいとか、全国でも有名にしたいという熱い思いを持って意見をい

ただきました。私も一生懸命頑張ります。議員が次に市長になった際には、一緒に頑張りま

しょう。 

桜ヶ池スリジェさんのようなエコな取り組みを見ていただいたことは、ありがたいことだ

と思います。スリジェさんはもちろんですけれども、南砺市内で今までも、こういった加工

品を売り出している方は沢山いらっしゃいます。例えば、干柿カレー。形の少し悪い干柿を

カレーにして売ったり、ラム酒に漬けてアイスクリームを作ったり、いろんな形でアイデア

を出して販売していらっしゃる方が沢山いらっしゃいます。普段ですと、店頭に並べて販売

しますが、最近は全国に向けて販売できるので、インターネットでの販売を考えています。

３、４年前インターネットショップは、出店するためにお金がかかることから、南砺市とし



12 

て、全国１３の自治体と連携して「自治体特選ストア南砺」で、南砺市の特産品を販売でき

るようになっています。ここでは、干柿や彫刻、千華園のお花も買うことができます。ぜひ、

皆さんも、このサイトを訪れていただき、「南砺のこんな特産品もあればいい！」というの

を教えてほしいと思います。サイトでの売り上げも結構伸びてきていますので、今後も頑張

って応援していきたいと思います。 

また、南砺市内を花で飾ることは大切なことです。市内の国道304号線沿いのフラワー

ロードなど、市内には、花壇が２９０カ所あります。花と緑の銀行の皆さんをはじめ、多く

の市民の皆さんには、この事業にご苦労をいただいております。城端線沿線でも、常に花の

ある常花線にしたいと考えています。駅前に花を飾ったり、ボランティアの方にお願いして、

取り組んでいます。 

また、南砺市には花と緑の施設として、「南砺市園芸植物園」や「いのくち椿館」があり、

それぞれの施設では、「南砺菊まつり」や「いのくち椿まつり」など特徴を活かしたイベン

トを開催して、花いっぱいのまちをＰＲしています。 

昨年、南砺市は全国花のまちづくりコンクールで大賞農林水産大臣賞を受賞しました。こ

の賞は、南砺市での花緑への取組み、市民協働による花のまちづくりについて、多くの市民

が参画いただいている点が高く評価されたものと思っています。 

今後も、花いっぱいのまちづくりとして世界遺産五箇山の合掌集落をはじめ、観光拠点や

駅前周辺を花々でかざる明るい南砺市を目指し、観光客のおもてなしをしたいと考えていま

す。 

議員も緑花活動に興味を持っていただきうれしく思います。議員が通う小学校にも、花壇

があると思いますが、花の種を播いたり、花苗を植えたり積極的に活動していただきたいと

思います。 

また、南砺市には雄大な自然と豊かな資源があり、森も財産だと思います。先人の皆さん

が、この南砺の自然を守り育てていただきました。それを私たちがしっかり受けて、次の世

代につなげていかなければならないと思っています。 

この自然を守っていくうえで、南砺産の木材を利用することは、非常に重要なことです。

子ども議員の皆さんの名札も今回木で作らせていただきました。市の職員が木をＰＲするた

めに南砺の木を使った名札を着用しているのもその一環です。 

南砺の木材の利用によって、森を守るということをアピールする為のものですが、議員の

ご提案のように南砺くんのキーホルダーやバッジなどを作成してＰＲにつなげることは、た

いへん素晴らしいアイデアであると思います。いろいろなアイデアがあるので、考えていき

たいと思います。 

やはり新幹線を利用して、南砺に来られた方や南砺に興味を持っていただける方にお渡し

することが、効果的であると思います。どのような方法でお渡しすることが最も有効である

か、いろんな方のご意見をいただきながら検討をしていきたいと思います。昨年、北信越市

長会がありました。市長の皆さん全員に、木の名札にキャッチフレーズや名前を入れてお渡

ししました。たいへん喜んでいただいて、今でも名札を付けて、それぞれの市で活動をして

おられます。このようなＰＲも良かったと思います。また、皆さんのアイデアを活かしてい

きたいと思います。 

議 長  次に、８番議員、発表をお願いします。 

８番議員 「ようこそ美しい自然いっぱいの南砺市へ」 
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 勉強会で人口の減少が、南砺市のかかえる大きな問題だということを知りました。南砺市

の人口を増やすためには、まずは一度都会からあそびにきてもらう必要があると思います。

南砺市のよさを知ってもらって、空き家の紹介をして移住なども考えてもらいたいです。遊

びにきてもらうためには、ポスターや声掛けで宣伝をして、イベントを開催するのがよいと

思います。 

 「みどりの里」とよばれる南砺市の良さは、自然に親しみやすい所だと思います。道を歩

けば土の香りがし、きれいな水の川がたくさんある。夜はホタルが飛びかい、カエルや虫が

きれいなハーモニーを奏でてくれる。ぼくは、そんな南砺市の自然が大好きです。自然にか

こまれていると、心が落ち着き、やさしい気持ちになれます。そんな気持ちを都会の人にも

知ってもらえたらいいと思います。都会の人にただきてもらうのは難しいので、イベントを

開催して都会の親子にホテルなどに泊まってもらって、２泊ほど楽しんで良さを知ってもら

えたらいいと思います。イベントとして具体的には、協力しながら山の中を進むオリエンテ

ーリング、ヒマワリなどの背の高い花を使った巨大花迷路、ガーデニング体験、花を使った

クラフト体験、花ののった料理の試食パーティなどが考えられます。そして参加してくれた

人には木で作ったなんとくんの名刺をプレゼントしたら喜ばれると思います。 

 このイベントを通して、南砺市の林業や花農家の仕事について紹介できたらいいとも思い

ます。人口の減少をくいとめるためにまずは、都会の人に遊びにきてもらって「みどりの里」

南砺市を好きになってもらえたらいいです。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

議員の意見の中で、「みどりの里」という、素晴らしい言葉が書いてあります。自然に親

しみやすい所が素晴らしい所だということだと思います。道を歩けば土の香りがし、きれい

な水や川がたくさんありますし、夜はホタルが飛び交う。自然に囲まれていると心が落ち着

き、優しい気持ちになれる。この点が、私たちがもっとＰＲをしなければならない所です。

本当に山下議員に教えていただきました。議員の意見を聞いていると、私たちの気持ちを伝

えて南砺市に来ていただくことが大事だと思いました。皆さんの意見に出てきますが、市で

は、昨年「南砺で暮らしません課」という課をつくって専門的に移住や定住について、都会

の方々に情報を発信する、そのような課をつくりました。その中の一つとして、移住体験ツ

アーというのがありまして、このツアーは南砺に来ていただき、自然や暮らしに触れていた

だく企画で、昨年はこのツアーに参加された２組の皆さんが南砺に移住されています。そう

いった意味では、このようなツアーは大切だと思います。 

今年も、８月２２・２３日に「なんと移住体験ツアー／山の仕事編」の企画をやりました。

１２名の参加がありました。９月１９～２１日にかけ、第２弾として「親子で体験／なんと

移住体験ツアー」を実施します。今募集している最中ですが、たくさんの方に参加いただく

予定です。 

また、オリエンテーリングや花迷路で楽しんでいただくということ。ヒマワリの迷路も城

端クアガーデンの側で、地域の皆さんにご苦労いただいて人気がありました。そういったア

イデアに人が集まってくると思いました。ガーデニングやクラフト体験等を通して南砺市を

身近に感じていただくことで、南砺市には伝統的な食文化もあり、自然があることを知って

頂くのも重要だと思います。 
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また、「みんなで農作業の日 in 五箇山」や「オーナー制度」で世界遺産の田んぼをお貸し

して、米やそば、赤かぶを作ったりしています。また、交流事業を行っており、東京都武蔵

野市第２小学校の５年生が、毎年９月になると１００人程が利賀へ来て６泊、７泊して長い

間体験をして帰ります。 

また、市の「域学連携事業」で、大学生と南砺市の皆さんとの農林業体験交流で、そうい

った事業もしています。 

このような体験を通して、さらにいろんな方々からのご意見を参考にして、「みどりの里」

南砺市をさらにＰＲしていきたいと思います。 

山田議長 ここで、休憩をとりたいと思います。 

  議場の時計で、１０時１５分から再開します。 

山田議長 休憩前に引き続き、発表会を再開します。 

９番議員、発表をお願いします。 

９番議員 「高齢者が毎日楽しく暮らせるように」 

高齢者の方が困っていることは何だろう。高齢者の方の生活を支えるためにできることが

何だろうと私は考えました。そこで、南砺市が整備しているサービス「ふれｉＴＶⅡ」を推

進して、全ての高齢者の方がこのサービスを受けることができるようにすることを私は提案

します。 

南砺市は、高齢者の方の割合が多く、独り暮らしや高齢者の方だけの世帯が増えています。

私の親戚や近所の家でも、そのような家が多くあります。ある日の学校からの帰り道、近所

の方に声をかけられ、ずっと話をしたことがあります。話をできる相手がいなくて、さみし

い気持ちなんだろうなと思いました。 

そんなとき、「ふれｉＴＶⅡ」というサービスを知りました。「ふれｉＴＶⅡ」は、タブレ

ットを使ったネットワークサービスで、地震等の緊急情報を知らせてくれます。また、ネッ

トスーパーから買い物をしたり、ビデオ通話をしたりすることもできます。実際に体験して

みると相手の顔がはっきり見えました。文字も大きく、タッチパネルで操作でき、高齢者の

方が使いやすいように工夫されていました。 

私の家は、祖母と両親、弟、妹、私の六人家族ですが、日中は祖母が一人きりになります。

車の運転ができないので、さびしい気持ちなんだろうと思います。「ふれｉＴＶⅡ」を使う

ことができれば、友達とビデオ通話を楽しむことができます。また、急に具合が悪くなった

ときのことを考えても、安心して過ごすことができます。スマートフォン等からもビデオ通

話ができるので、仕事に出ている家族も安心できます。 

人と人をつなぐ「ふれｉＴＶⅡ」を活用して、みんなが安心して、楽しく暮らせる南砺市

にしたいと強く思います。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 
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議員の意見についてお答えします。 

学校の帰り道に近所のお年寄りの方とお話されたというお話を聞いて、本当にうれしく思

いました。お話をすることで、そのお年寄りの方に喜んでいただいた様子が目に浮かぶ気が

します。議員は「ふれｉＴＶⅡ」を見ていただいたということですが、「みんなが安心して、

楽しく暮らせる南砺市にしたい」というご意見は、私たちみんなの願いであると思います。 

この願いをかなえるために、南砺市では、高齢者への見守りや集落からのお知らせ機能を

搭載した「ふれｉＴＶⅡ」を開発しました。市では、高齢化率の高い五箇山地域を中心に「ふ

れｉＴＶⅡ」を提供し、平野部では希望する町内会に設置をしているところです。 

「ふれｉＴＶⅡ」はとても高い機能を持ったタブレットですから、いろいろなサービスを

実現することができます。しかしながら、機器の価格が高いことから、全ての家庭に配布す

るには、費用の問題ですとか、通信費など維持管理費の問題があり、現在は、町内会として

負担していただきながら設置していくことにしています。しかしながら、タブレットやスマ

ートフォンが普及していますので、これからは、さまざまな形でアプリケーションを開発す

るなど、いろんなことを考えなければならない時代になったと思います。そういった意味で、

「ふれｉＴＶⅡ」も含めて、もう少し広く使っていただくことで価格が下がり、もっと多く

の方に使っていただけるようにしたいと思っていますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

議 長  次に、１０番議員、発表をお願いします。 

１０番議員 「元気で安心な暮らし」 

 私が南砺市長になったら、高れい者が元気に安心して生活できるように高れい者向け情報

端末「ふれｉＴＶⅡ」をＰＲして普及させたいです。 

 南砺市は、高れい者の割合が年々増え、十年後には四十パーセントをこえると言われてい

ます。それに伴い、一人暮らしや老人世帯も増えています。 

 私自身、井波小学校で認知症サポーター養成講座を受けて、高れい者が元気に安心に暮ら

していくことがどんなに大切か分かりました。 

 そこで、高れい者向けに使いやすいタッチパネル式の端末を工夫することにより、南砺市

のお知らせや天気などの情報を知ったり、買い物をしたりして、生活を豊かにすることがで

きます。顔を見て電話ができるビデオ通話など、年を取っても安心して暮らすには、この「ふ

れｉＴＶⅡ」がとても便利なアイテムだと思いました。そして、もっと南砺市のみなさんや

高れい者の方に知ってもらい、普及させたいと思いました。もっと内容を充実させ、買い物

のできる店の登録を増やしたり、買い物券や補助金を出すことができればもっといいと思い

ます。 

 このＰＲは、大きな行事があるときや高れい者が集まるような会合のときに、実際にさわ

ってもらってＰＲした方がいいと思います。 

 また、広報「なんと」にも特集を組んだり、どんなに便利か説明すればいいと思います。

タッチパネルなど使い方の分からない人たちには、小学生の私たちが、ふれあい体験を通し

て教えてあげるという活動もできると思います。 

 だんだん高れい化していく南砺市ですが、私たち子供や若い人たちが少しでもサポートし

て元気な南砺市でいられるようにしたいと思います。 
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 議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

「小学生の私たちが、ふれあい体験を通してタッチパネルの使い方を教えてあげてもいい

よ」と言われて、本当にうれしく思いました。また、「私たち子どもや若い人たちが少しで

もサポートして元気な南砺市でいられるようにしたい」という提案、本当にありがたく、心

を打たれました。 

小学校の皆さんは、認知証サポーター養成講座を受けられたということで、オレンジのバ

ンドを持っていらっしゃるのですね。そういう活動をされている小学生が、この「ふれｉＴ

ＶⅡ」、もしくはお年寄りの暮らしをどのようにサポートするかを考えていただいたことに

大きな価値があります。本当にありがとうございます。 

この「ふれｉＴＶⅡ」には、いろんな機能があって、買い物ができますし、ラジオを聴く

ことができますし、テレビ電話で話すこともできます。地域の中で連絡体制がとれるという

ことで、本当にいろんなことができます。これについても、となみ衛星通信テレビと連携を

して取り組んでいる事業です。南砺市とＴＳＴでは、昨年度と一昨年度に、１００か所程度

の町内会において「ふれｉＴＶⅡ」の説明会で体験していただきました。 

しかし、体験の様子や設置希望者の数を見ると、まだまだ「ふれｉＴＶⅡ」が高齢者にも

優しく簡単に操作できるということが十分伝わっていないように思います。 

提案にありました、ふれあい体験の場を通して「ふれｉＴＶⅡ」をＰＲするということは、

大事なことだと思います。今後、説明会を希望される町内会や、いろんなイベントで実際に

タブレットに触れていただきような機会をつくっていきたいと思っています。 

ありがとうございました。 

議 長  次に、１１番議員、発表をお願いします。 

１１番議員 「新たな事業で老人ホームを大きくしよう」 

私は特別養護老人ホームに入っている人がたくさんいるにもかかわらず、まだ老人ホーム

に入ることを待っている人、介護を求めている人がたくさんいることを知り、自分がもし市

長だったら、老人ホームを大きくしたいと思いました。 

ですが、老人ホームを大きくするだけでは、介護を求めている人は入ることができません。

老人ホームでは、介護する人だけではなく、食事を作る人、入浴を手伝う人、お年寄りの機

能訓練の手伝いをする人など、たくさんの人の支えが必要です。だから、老人ホームを大き

くするとともに、支えとなる人が求められます。 

そこで、私が考えたのは、「なんとで介護の仕事をしてみんまいけ事業」です。この事業

は、他の県や市町村の人たちを南砺市に呼んで、介護の仕事をしてもらう事業です。これを

始めると、良いことが三つあります。一つ目は、新しくできた介護施設で働く人が増えるこ

とです。二つ目は、働く人が増えることによって、南砺市に住む人も増えます。三つ目は、

新しい人が来て、出会うことにより、結こんして、子どもが増えるかもしれません。 

そのためには、医りょう関係の仕事についている人の給料を引き上げて、介護の仕事をす

る人が良い条件で仕事ができると良いと考えました。そして、南砺市で介護の仕事をするた

めに住む人には、「南砺市に住んでみんまいけ事業」などのように、しょうれい金やほ助金
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をあげたらよいと思います。 

このように、「なんとで介護の仕事してみんまいけ事業」を始めることにより、良いこと

がたくさんあります。この事業で介護をする人が増え、今、介護を求めている人が、便利な

環境で介護を受けられるような南砺市になってほしいと私は願っています。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

「南砺で介護の仕事をしてみんまいけ事業」は、すばらしいアイデアと提案だと思います。

議員の言っておられる事は、まさに今日本が抱える一番大きな課題であり、問題の一つだと

思います。特に南砺市は、富山県や全国と比べて１０年ぐらい高齢化率が先に高くなってい

ますから、人口などの数値をもとに何かやっていかなくてはならないので、いろいろ手は打

ちながらおります。これからは、東京あたりでも、どんどん高齢化率が高くなっていく。イ

コール、お年寄りの数が多くなっていく。そして、介護を必要とするニーズが多くなってい

く。その時に、老人ホームですとか、施設は圧倒的に足りない訳です。同じような事が、老

人ホームなど施設は作っても、そこで働く人がいない。このことが、これから私たち地域の

みならず、全国の大きな課題になります。その中で、先程お話しさせていただきましたけれ

ども、数年前から地域包括ケアという事業に取り組んでいます。たいへん難しい言葉ですが、

病院などもその中に入れていろんなことを考えています。このことを簡単に説明しますと、

一人のお年寄りの方、もしくは一人の病気になられた方の幸せを中心にみんなで考えていこ

うという仕組みづくりです。ですから、例えば老人ホームに、もしくは病院から老人ホーム

に入って、幸せになれる方、また、いろんな関係があって家に戻った方が幸せになれる方、

いろんな方々がいらっしゃいますので、福祉の現場というのは大変広い範囲で考えていかな

ければならないということをご理解いただきたいのですが、そういった中でも、やはり専門

職員、介護職員というのも、看護士も含めて数が足りていません。そういったことからも、

「南砺で介護の仕事をしてみんまいけ事業」というのは、本当に的を得た事業だと思ってい

ます。 

市としては、総合戦略構想として、市内の老人ホームの中で介護福祉士の資格を取得する

ための実習先として、学生や生徒を受け入れることで、将来も南砺市で働いてもらえる仕組

みを作ろうと思っています。 

また、介護職員の数は、本当に不足していることから、現在、日本福祉大学と連携しなが

ら、福寿会において、介護職員を育成する講座を今年度から始めました。少しでも介護職員

の人手不足の解消に向けて取り組んでいきたいと思っています。 

数年前から、看護師の奨学金制度を設けて看護師を増やしていこうと取り組んでいますが、

今後同じように、介護職員の方をどう増やしていくかを真剣に考えていかなくてはなりませ

ん。今はそういった制度をいくつか設けて取り組んでいますので、今日皆さんの意見を伺っ

て重要だと認識していますので、ぜひ皆さんも認識していただきたいと思います。 

たいへんきつい仕事だと思いますが、人の幸せをどう考えるかということからすれば、た

いへんすばらしい仕事が介護職だと思っていますので、皆さんもこれから大きくなってどの

ような仕事があり、どのような仕事につくのかを考えるときに、介護職の仕事も選択肢の一

つとしていただきたいと思います。 
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議 長  次に、１２番議員、発表をお願いします。 

１２番議員 「市民が住みやすい町にするには」 

少子高齢化が問題となっている南砺市で、市民が安心・安全に暮らせるようなネットシス

テムを作り上げることを、私は提案します。 

 私は南砺市のケーブルテレビ局を訪問しました。その時、タブレット端末を使った『ふれ

ｉＴＶⅡ』という高齢者向けのサービスがあることを知りました。 

このサービスは行政センターや地区からのお知らせなどを見ることができ、お知らせが配

信されると、画面に大きく表示され、文章を自動で読み上げてくれます。また、通話するこ

とができるので、はなれて住んでいる家族からも元気に過ごしているのかどうかの確認もで

きます。南砺市の高齢者世帯全てに、この便利なサービスを活用できれば地域ぐるみでの見

守りや、防災活動の素早い配信が簡単に行えると考えました。 

 さらに、このサービスを発展させて、小・中学生の学習用タブレットとして活用できない

かと考えました。きっと、学習へのやる気がアップして、成績もよくなると思います。 

スマートフォン等の情報端末機器は、私の周りでも急速に広がっています。被害者・加害

者にならないよう、ネットを利用するときのルールやマナーを身に付けなくてはいけません

が、有害なサイトから子ども達を守るサービスを確立することも大切です。 

 さて、今の時代において、インターネットは生活に欠かすことのできないものになりつつ

あります。だからこそ、犯罪に巻き込まれない社会を作っていくことが、市の重要な課題だ

と考えます。もちろん、家庭や地域社会の協力が必要です。ネット犯罪に巻き込まれないよ

うな、大人向けのサイトには強制的に入れないようにするシステムを作り、高齢者や子ども

のいる全世帯に、タブレット端末を配布し、生活を便利にするよう提案します。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

となみ衛星通信テレビを訪問され、「ふれｉＴＶⅡ」を見ていただいたということで、タ

ブレット端末等の提案でございますが、議員のおっしゃる通りで、高齢者や子どもがいる全

世帯にタブレット端末を配布して生活を便利にする提案をいただきました。本当にそのこと

は大事だと思いますが、どうしても行政としては経費をどうするかということが、重要にな

ってくるわけです。「ふれｉＴＶⅡ」については、「高齢者の地域での見守りの手段」や「防

災情報の素早い伝達手段」として利用しています。小中学生の学習用タブレットとして、全

国的にも、タブレットを使った授業というのは、モデル的には実施していると思いますが、

通信費や機材のタブレットの経費をどうするかということが、これからの課題だと思います。

このような機会に、「ふれｉＴＶⅡ」を見ていただいて、今のようないろんなアイデアをい

ただくというのは、大変ありがたい事です。タブレットを授業でどのように使うかというこ

うことは、これからまだまだ研究が進んで価格が安くなるということも今後出てくると思い

ますので、そういう時はいち早く手を上げて、皆さんの授業や生活の中で使えるようにでき

ればいいなと期待しています。 

反面、ネット犯罪ですとか、いじめだとかが大きな問題の一つになっています。南砺市で

は少ないとは言いながら、携帯のラインによる孤立感だとか様々な問題がありますので、リ
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テラシーに対する勉強も今後必要になってくると思います。ＰＴＡの皆さんともタイアップ

しながら、悪質なサイトに入れないような仕組みや家庭の中でもルールづくりを進めて使っ

ていただければと思います。大阪でも痛ましい事件が発生しております。南砺市に当てはめ

たときに、誰かが声かけできるのか、大人の目の届かないところも沢山ありますので、家庭

や地域と一緒になって、事件に巻き込まれないよう、まずは考えていきたいと思います。ネ

ットトラブルについても心配ですが、私自身も使っている大人として、ルールを守るという

ことで、今後進めていきたいと思っています。 

時代がどんどん変わってきていますので、皆さんが中学生になる頃には、タブレット端末

で授業をする時代が来るかも知れません。そういったことも期待しながら取り組んでいきた

いと思います。 

議 長  次に、１３番議員、発表をお願いします。 

１３番議員 「～市の悩み～どうしたらいいか」 

 南砺市は人口がへっているそうです。しかも２０４０年には、約５万３千人から約３万２

千人になるそうです。こうならないためには、「あの市に住んでみたい」「くらしてみたい」

などみ力的な市にすればいいと思います。 

南砺市は緑がきれいでいいところです。しかも日本の水げん地は世界で第三位と言われて

います。それを生かして登山やサイクリング、ドライブコースなどわかい人からお年よりま

で利用できる場所を作ったらいいと思います。それに、きれいな水を生かして温せんや室内

プールなど、手がるな料金で何回も利用できるしせつにしたらいいと思います。 

 また、今は車社会なのでちゅう車場がないとお店を利用しにくい世の中になっています。

一つの物だけ買いに大型店へわざわざ車で出かけ、とても時間がかかります。行ったらつい

でに必要のないものまで買ってしまうむだづかいもします。そこで、あき地など整備してよ

りおいしくいい物で、人が買いたくなるような商店街を市の中心に復活させたらいいと思い

ます。肉、魚、野菜などお店が分かれていると自転車でも行きやすいのでいいと思います。

お店の人と会話することで、お年よりの人のぼけぼうしにもなるし、商店街の力で人と人と

のつながりも広がります。道路を３つに分けて自転車、車、歩道に分けるのも安心してお買

物ができることにつながります。 

 豊かな自然を利用し、商店街を活性化できれば、とても便利になると思います。そして昔

みたいにお年よりから子どもができるだけ地いきで会話をたくさんして今よりも笑顔でい

る南砺市をつくりたいです。そのために私は、商店街のお店がしまらないように、少しでも

買い物をして、その輪を広げていきたいです。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

南砺市のみどりの豊さに着目し、そこから水の大切さ、その利用を提案された議員の意見

は大変意味があることと思います。 

今、私たちは無いものを作るというより、この地にあるものを探して、それを磨き込んで



20 

発信するということが大切だと思います。 

南砺市の森林面積は５２，４７８ha で県内２番目の大きさであります。この森林が南砺

市のみどりの豊さ、水の豊富さにつながっています。 

南砺市には、登山として利賀の金剛堂山、上平の大門山、福光の医王山等の名山があり、

サイクリングコースとしては、福野・井波地域を通る富山・庄川・小矢部自転車道がありま

す。 

また井波、平、上平を通過する国道１５６号線のドライブは、四季折々の風景を楽しむこ

とができます。 

温泉も市内にたくさんありますし、プールも沢山あります。これらをつないでＰＲしてい

くことが大事だと思います。これは、施設と施設をつなぐということ、そして、つないだ間

に、どのような風景があり、どういう所があるのかをお知らせすることも重要だと、今の意

見を聞いて思いました。 

また、商店街についてのご意見についてですが、本当に議員のおっしゃる通りです。商店

街を守るために私たちが買い物をする。このことが大事です。今商店街は、少しずつ人が行

かなくなって、お店が減っていく訳ですので、このことをもう一度考えて、商店街があるか

らこそ、その周辺に暮らす私たちがいる訳ですので、それで町が形成されています。それが、

車が発展して、車でないと行けない所に広い駐車場を持つショッピングセンターができて、

商店街に人がいなくなるような現象は、人が形成してきた町が崩壊してしまいますので、反

対のことになっていくと思います。 

議員の提案は、もう一度自分で考えて、それぞれの商店街で買い物をして、商店街に人が

集まるような場所になるように、商店街の人と一緒になって考えていくというまちづくりを、

市としてもしていかなければならないと、あらためて思いました。 

今、市として、中小企業・小規模事業者が元気になるための条例を作ったり、商店街の空

き店舗を使って新たにお店を出される方を支援する制度や新たに事業を起こされる方を支

援する制度などを作って、空き家や空き地等を活用して賑わいを創り出そうとしている方を

応援していますので、ぜひ皆さんにもご理解いただいて、商店街に人が集まるように、もう

一度、みんなで取り組んでいきたいと思いますし、魅力のあるお店や商店街を積極的に応援

していきたいと思います。 

議 長  次に、１４番議員、発表をお願いします。 

１４番議員 「南砺市のもっと工夫してほしいこと」 

わたしは、市内見学に行き、南砺市がもっと工夫できたらよいことを見つけました。 

まず、老人ホームへ行ったとき、たくさんのおじいちゃんやおばあちゃん達が楽しそうに

近所の方みたいに関わっている姿を見ました。「福寿園」のような老人ホームが南砺市にふ

え、みんなが楽しく一つの町になってくれればいいと思いました。南砺市には、おじいちゃ

んやおばあちゃんがたくさんいます。その人達が楽しめるように住んでいる地域でもたくさ

んのイベントをしていくのも良いと思います。 

次に、森に関わっている江尻美佐子さんの話から、林業をする人をふやし、「南砺市には

自然があるんだよ！」と他の県の人にもっとアピールすれば良いと思います。木で薬をもっ

とつくれることを薬局に宣伝してもらうことも南砺市の魅力を伝える一つの方法です。そう

すれば、南砺市っていいところだなと思って人が移住してくれると思います。 

最後に、砺波えい星通信テレビでの岩崎成一さんの話から、おとしよりが便利に楽に使え
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る、「ふれｉＴＶⅡ」も、せん伝やＣＭで放送すれば、たくさんの人に行き渡るのではない

かと思いました。「ふれｉＴＶ」は、地しんや火事があったときに音がなって役に立つし、

ビデオ通話もできて、お孫さんやむすめさんにも連らくが取れて、通話しているどちらとも

安心できてます。また、ネットにもつながるので、一石五鳥くらいになって、「ふれｉＴＶ」

一台でみんなが幸せになるからです。わたしだったら、おじいちゃんやおばあちゃんがお孫

さんと一緒に楽しめる図かんや料理のレシピのアプリを入れます。 

このように、南砺市の特色はいろいろあるけれど、もっとおじいちゃんやおばあちゃん、

そしてみんなが楽しめる南砺市を作りたいです。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

まず、「老人ホームを増やそう」ですが、特別養護老人ホーム福寿園に入所されている高

齢者の方々が毎日楽しそうに生活しておられることは、大変うれしいことだと思っています。 

先程、他の議員のご意見にもお答えしていますが、まずはお年寄りの方の幸せをどのよう

に考えるかということが、介護や福祉の一番大事なことだと思います。その次には、今、老

人ホームや特別養護老人ホームに入所される方については、施設も作らなければなりません

し、そこに入所されるということでコストがかかります。このコストの負担には、国民全体

で負担する部分と入所される方の負担する部分があります。施設で介護を受ける場合は、在

宅で介護をする場合と比較して３倍近くの費用がかかります。このことは、私たち全体でそ

の配分を受け入れられるかという所からも考えていかなくてはならないことです。たいへん

難しい話ですが、今、南砺市は砺波市と小矢部市の３市で、大きなキャパシティの中で介護

保険料を算定して、一人当たりの負担額をういただきながら、そのお金で介護保険を使って

介護サービスをしています。ですから、この中で３年に１度、介護サービスの単価を決めま

すが、１つの施設を作りますと、この金額が一気に増えてしまうことになります。このこと

についてもバランスをよく考える必要があります。当然、老人福祉の観点から施設は必要で

すし、在宅介護サービスについてはご家族や高齢者の方の負担などいろいろなことを考えな

がら、施設やデイサービス、在宅サービスなど様々なサービスを考えていかなくてはいけま

せんので、まずはこのことをご理解いただければと思います。 

あと林業についての話がありました。 

先程の質問で、森林面積を５２．４７８ヘクタールとお答えしましたが、こんなに小さく

ありません。５万２，４７８ヘクタールで、富山県で２番でございます。たくさん山があり、

このことは、南砺市には山の財産がたくさんあるということですので、江尻さんのように、

いろんなアイデアで薬を作ったり、新しい山の資源の活用に取り組んでいらっしゃることは、

たいへんありがたいことだと思います。最近は、若い人も山に入りたい、木を伐採したり、

管理したりする人の増えています。また、江尻さんのように、森林に生えているクロモジを

お茶や加工品に利用し、昔の人の知恵を活かして資源として有効に活用する取組みも行われ

ており、アイデアとしては大切だと思います。豊かな南砺の森をさらにＰＲしていきたいと

思っていますので、ぜひ、この議員の皆さんの中でも話を聞かれて、情報発信していただけ

ればと思います。 

「ふれｉＴＶ」については、災害時に、一番最初に情報発信することも大事ですし、元気

で暮らしているかなど皆で連絡を取り合うことも大事ですので、そういう意味では、優れた
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機器であると思います。このことをもっと広げていく意味において、何人かの議員から提案

いただきましたが、さらにＰＲしていきたいと思います。 

議 長  次に、１５番議員、発表をお願いします。 

１５番議員 「じょうはな線リニューアル」 

今、城端線は、利用する人が年々減っています。それはマイカーを利用する人が増えたり

人口減少が、進んだりしているからです。 

そこで、ＪＲ城端線のリニューアルを提案します。 

１つ目として、城端線を直流電化します。それにより、あいのかぜ富山鉄道やＪＲ「サン

ダーバード」や「しらさぎ」が城端線に入り、南砺市に来やすくなると思います。 

２つ目として、スピードを上げます。今は、８５ｋｍ/ｈまでしか出せないけど、１２０

ｋｍ/ｈに上げれば、その分南砺市のたいざい時間を２、３０分のばせるのではないかと考

えました。 

３つ目として、福野・福光駅の、みどりのまど口と、改札のえいぎょう時間をのばすこと

です。６時から２１時ぐらいまで、やったら、大阪や東京などの、遠くの切符を買えて便利

だからです。 

４つ目として、大阪で使っている新型車両３２１系電車をどう入し、つめこみをきくよう

にしたら良いと思います。前つめこみの効かない車両で、前と後ろだけ大こんざつして、乗

り下りしづらかった経けんがあるからです。 

５つ目として、ワンマンカーをはい止にします。ワンマンカーは、人けん費は、安いです

が、乗り下りしにくいのです。 

６つ目として、特急「サンダーバード」や「しらさぎ」を城端線で運転します。そうする

と、大阪、名古屋から南砺市により来やすくなります。 

この６つのことを、実現できれば、マイカーの利用者がへりエコになると思います。また

南砺市のたいざい時間が多くなり、それによって、消費もふえていくよさがあります。そし

て、南砺市が豊かになります。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

この質問にはまいりました。すばらしい。本当に城端線のことを勉強して、電車が好きな

んですね。本当にすばらしい知識をお持ちです。驚きました。 

城端線は、私たち南砺市民にとっても、また観光客の皆さんにとっても、とても重要な路

線です。高山市や飛騨市の皆さんと話をしても、「城端線は大事なんだ」、「みんなで守るん

だ」ということをよく言っていただいています。私もその通りだと思って、この城端線は一

番大切な公共の乗り物だと思っています。このあたりは、議員と同じ考えですが、実は、城

端線は南砺市のものではなく、ＪＲ西日本の会社のものです。この路線をどのように電化す

るかというのは、今後、皆さんから知恵をいただきながら考えなくてはなりません。今のと

ころ大変難しい話かも知れません。同じようなことをよく質問されます。「城端線の車両を
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新しくしてほしい」、「あいの風鉄道のように電車にしてほしい」と言われますが、電化され

ていないので難しいという話はいろいろな所でしています。まさに、同じような考えの方が

たくさんいらっしゃるのだと思います。 

コンパクトシティとして有名な富山市では、昔の富山港線を低床型の電車にして注目され

ているように、電車は潜在的に人気があり、便利な乗り物ですので、城端線をどう活かすか

は、南砺市としてもいろいろな知恵を出していかなくてはならないと思います。運行スピー

ドが上がればいいと思いますが、駅間の距離の問題もありますので、実際問題としてどうす

るのかを考えていく必要があります。 

今、確かに福野駅や福光駅の窓口の時間というのは、午前７時頃から午後７時となってい

ますけれども、利用者の利便性がどうなのか、調査もしなければなりませんし、その中で人

件費の問題も出てくると思います。 

一方、１０月からは、ＪＲ西日本でコンセプト列車「べるもんた」という車両が導入され

ます。この車両は、見るからに重厚感のある美術館のような列車で、外の景色がよく見える

ように座席が工夫して配置されていますし、南砺の井波彫刻なども車内に飾っていただいて、

たいへんすばらしい列車になる予定です。１０月からの運行ですので、観光客用に日曜日に

城端線を走るわけですが、ぜひ、皆さんも乗っていただき、車窓を眺めながら、今までにな

い城端線の旅を楽しんでいただけることを期待しています。 

私たちが城端線について思うことは、「もっと本数を増やしてほしい」、「もっといい時間

に走ってほしい」、「新幹線との接続をよくしてほしい」など、いろんなことがありますけれ

ども、私たちができることは、まず、多くの方に城端線を利用していただくことが大変大切

です。ぜひ、議員の皆さんにも、富山や高岡など近隣へ行かれる際にも、列車やバスなど公

共交通機関で移動していただきたいと思います。 

議員の話は夢のような話ではなくて、未来にどのような列車が走るのか、ワクワクしなが

ら私たちも考えていきたいと思いますので、いろいろな問題はありますが、夢を持って城端

線を考えていくことが大事だと思います。 

議 長  次に、１６番議員、発表をお願いします。 

１６番議員 「みんなの力で南砺市を変えよう」 

私たちの住んでいる南砺市は、高齢者にとって、住みやすい町となっています。私は、南

砺市をこれからも高齢者にやさしい町に変えていきたいと思います。 

 南砺市には、介護施設がたくさんありますが、もし火事などがあったらどうするのか心配

になりました。なぜそう思ったかというと、介護施設の中は暗証番号でエレベーターを使え

たり、自動のとびらを開閉したりできます。もし火事などが起きたら、あせってしまって番

号を間違えてしまったり、何より高齢者が歩き遅れてしまったりしたら、どうするのかと思

ったからです。だから、私はこんなアイディアを考えました。たとえば、暗証番号がついて

いないエスカレーターを火事などのときに使うようにおいたり、不審な人が分からない暗証

番号を住んでいる高齢者の一部に教えておき、もし、火事が起きて、管理人の人がいなくて

も逃げられるようにしたりしておけば、ケガなどをする人も少なくすることができると思い

ます。 

南砺市は、今、すごい速さで人口が減っています。それを止めようと頑張っている人々が

南砺市にはいます。私は、やっぱり南砺市に住んでいる人々にとても良い環境となって変わ

っているということはいいことだと思いました。 
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だから、これからも、どんどん南砺市は変わっていってほしいなと思いました。 

私が南砺市長になったら、南砺市の人々と一緒に人口を増やしていったり、高齢者の住ん

でいる介護施設を本当に安全な場所なのかを考え、変えていきたいと思いました。そのため

に、私は、家にいるおじいちゃんやおばあちゃんの仕事を手伝ったり、やさしくしてあげた

りして、もっと高齢者の気持ちを分かってあげたいです。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

議員の意見についてお答えします。 

本当に人口が減ってきているということです。人口が減って、それをどうにかして止めな

くてはいけないというのが今、私たちの大きな仕事です。行政と市民の皆さんとが総力戦で

そのことを考えなくてはならないと思っていますので、２０６０年の人口がどれ位になるの

か、そこに向けて減らさないために何をすべきなのか、どうするのかということを９月の議

会で議員の皆さんと話をして、議決をいただければ、市民の皆さんに説明に回りたいと思っ

ています。 

ここに書いていただいたように、南砺市の人々と一緒に人口を増やしていかなくてはなら

ないと思っており、ぜひ、総力戦で、この南砺の未来のために皆さんと共にがんばっていか

なくてはならないとあらためて思います。また、この提言の中で、「おじいちゃんやおばあ

ちゃんの仕事を手伝ったり、優しくしてあげたい」、「もっと高齢者の気持ちを分かってあげ

たい」と述べられ、このことに感動しました。本当に心優しい方だと思いました。介護施設

を見て回ったときに、今の施設は出入りが自由にできなくなっています。これは、いろんな

意味で、安全のために番号を入れたり、誰かがいないと開かないようになっているのですが、

何かが起きたときに心配になるのだと思います。まさにそのことが大事です。火災など大き

な災害が起こったときに、この施設には一人で移動できない方がほとんどです。ですから、

日々、介護職員や関係職員が、いざという時にどうするのかということを毎日シミュレーシ

ョンして、年に何回も避難訓練をしています。有事の際には、しっかり全員を安全な場所へ

誘導することを訓練として、仕事の一環として取り組んでいます。そういった中では、普段

は消防法ですとか、いろんな法律がありますので、扉が閉まったり、暗証番号が必要だった

りしますが、例えば、火災が発生した場合に、全ての扉が開くようになっていますし、職員

がボタンを押せば全てのドアが開くシステムになっていますので、訓練として何が起きても

大丈夫なように取り組んでおくことが、安全対策にとって一番大事だと思います。 

逆に、耐震化ですとか、防火については、しっかりとしている建物ですので、大きな災害

時に在宅の高齢者の方がその施設に避難していただく相互の連携もしていますので、自宅の

お年寄りの方が福祉施設へ来ていただく訓練も行っています。まさに地域のお年寄りを守る

施設にしていかなければならないと思っています。何度も言いますが、入所されている方に

も安全で、地域の方々にも何かあればそこに避難していただくような建物であるべきだとの

思いで、日々訓練をさせていただいています。どれだけ訓練を重ねても、安全で安心して暮

らせるまちづくりのために、やるべきことはたくさんありますので、ぜひ、皆さんと一緒に

知恵を出し合って進めていきたいと思います。 

議 長  次に、１７番議員、発表をお願いします。 
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１７番議員 「南砺市の問題を解決していく」 

私は、クリエータープラザの未来の活用を考えると建設を進めてもっと増やしていっても

いいと考えました。それは、いろいろなことにつながっていくからです。 

クリエータープラザ建設場所に見学に行き、コンテンツ系や産業、ものづくりのクリエー

ターなどが南砺市の未来を明るくするという考えを持ち、それと同時にクリエーターを応援

できるような環境づくりが重要だと思いました。さらに、これから先の未来のことも考える

と、様々な分野のクリエーターの存在で南砺市に来る観光客を増やすことで、南砺市が世界

に知られる場所となる可能性があることにも気が付きました。このことは人口の低下や若い

次世代の担い手が減っているという問題を解決することにもつながるのではないかと考え

ました 

そこで、産業に関わりやつながりがあるクリエーターを増やすということを重点的に行う

ことが大切だと考えています。私は、農業に目を向けるといいと思います。次世代の担い手

がへっている分野であり、もう少し生産をしやすくしたり、ここでは育てられない野菜でも

品種改良をして育てられるようにしたりする場を提供することも必要だと考えます。興味の

ある人が集まれば、その知識が深まり、周りの人も興味が出て、農業を職業とする人が増え

ていくと考えたからです。 

これまでの考えをすべてまとめると、南砺市の未来を明るくするためには、、観光客の増

加と次世代を担う人材の育成が必要だと考えました。二つの問題をクリエータープラザで解

決することができます。だから私は、クリエータープラザを今後、もっと発展させていけば

いいと思いました。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

（田中市長 答弁） 

市 長  田中 幹夫 

議員の意見について、お答えします。 

クリエイタープラザの発展と観光客の増加ということで、ご意見をいただきました。 

クリエイタープラザを造るきっかけの一つに、今社会の構造が少しずつ変わってきたこと

を実感したからです。一つは、この南砺市に働く場所を確保しなければなりませんので、大

きな企業や小さな企業などいろんな企業を誘致しなければならないと思い、そのことについ

ては、今も広く積極的に行っているところです。社会構造が変わってきたというのは、都会

で一つの会社が一つのプロジェクトを立ち上げるときには、その会社一つでやっている訳で

はなくて、そのプロジェクトの中に、いろんな人たちが、いろんな形で関わって、一つの仕

事をするという場面が非常に増えてきています。例えば、映画を作るときは、映画会社が全

てを作るのではなくて、映画監督がいて、俳優さんや女優さんは別の会社から参加して、カ

メラマンや音声さんや衣装の仕事をする人たちも全て別会社から参加して、いろんな会社が

一つに集まって仕事をする形態が非常に増えています。そういう人たちは総称してクリエー

ターと呼ばれていますが、このクリエーターの人たちは自分たちの持つ技術で仕事をしてい

る人たちです。そういう人たちはほとんどが東京にいます。しかしながら、高い家賃の中で

家や事務所を借りて、子どもができてもなかなか保育園にも入れられない都会に住んでいる

ときに、今はインターネットの時代ですので、クリエーターの皆さんは、遠く離れた地方で

も仕事ができる分野の人たちだと思います。これを実証したのが徳島県の神山町という町で

す。なぜ神山町が有名になったかというと、一つの写真からです。川にある石に腰を下ろし
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てコンピューターを１台持って仕事をしている写真がインターネットで流れたんです。これ

は、その町の人たちがクリエーターを集めたいと思って作ったサイトの写真です。その川で

仕事をしている写真が世界に流れたので、みんなが神山町に注目し始めたんです。今はＩＴ

の会社だとか、ものづくりの会社がそこには入ってきています。この話は成功事例ですが、

それと同じようなことをやっていこうということではないかも知れませんが、同じような発

想で、この緑豊かな、家も空いている所は使って、そこにクリエーターの人たちが集まって

こられるような土壌を作れるのではないか。「南砺市ではできるんですよ」ということを発

信するためにシンボリックなものとしてこのクリエイタープラザを立ち上げていきたいと

思いました。南砺市には、ＰＡワークスというアニメで人を集められる会社がありますので、

そういう会社とセットにしたり、また、伝統工芸をやっている方がそこで一緒に仕事をする

ことによって、新しいものづくりに発展していくことを含めて、このクリエイタープラザを

立ち上げてＰＲしていきたいと思ったのです。今、クリエーターの方々や大学からのお問い

合わせもいただいていますので、少しずつではありますが、発信ができていると思っていま

す。 

先程、農業や観光とクリエイタープラザを絡めるというお話もありましたが、このクリエ

イタープラザの発想には、もう一つプロジェクトがあります。リバースプロジェクトのリバ

ースビレッジという構想ですが、デザイナーやクリエーターが農業や林業などに少しずつ携

わりながら、この地で仕事をしようという仕組みづくりを考えています。ものづくりをしな

がら、食べるものも自分で少し作れる、山に入って仕事をして、その材料を冬の燃料にする。

その暮らしの中で、クリエイティブな仕事をしていこうという構想もありますので、それら

を含めて、エコビレッジ構想、クリエイティブ、そして観光誘客、ものづくりなど、いろい

ろな分野を結びつけて、まちづくりとして取り組みたいと思っています。 

議 長  これをもちまして、発表と答弁はすべて終了しました。 

  子ども議員のみなさん、本日の意見発表会、たいへんお疲れさまでした。 

  どの発表もたいへん立派で、そして堂々とした発表だったと思います。 

皆さんには、南砺市のいろいろな施設を巡っていただいて、そして南砺市に

ついて、いろんなことを考えていただきました。そして本日、子どもさんな

らではの斬新な意見やいろんな提言をいただいた所であります。 

本当にありがとうございます。 

これからも、元気な南砺市のために、皆さんの貴重な意見をお聞かせいただ

きますようお願いをいたしまして、第２回南砺市夏休み子ども議会を閉会い

たします。 

午前１１時１０分 閉 会 


