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平成２９年度 第１回南砺市利賀地域山村留学定住推進協議会会議録（要点記録）

１ 日  時  平成２９年５月２３日（火） 午後７時～午後８時２０分

２ 場  所  南砺市役所 利賀行政センター ２階中会議室

３ 出 席 者  委員１５名（欠席２名）、アドバイザー４名、事務局６名、傍聴者０名

４ 協議事項 （１）森と水の自然体験キャンプの実施について

          ・応募状況及び今後の対応

          ・活動内容

          ・市内参加者募集

（２）その他

   ・先進地視察

教育総務課長：

本日は、お疲れのところご出席いただきまして誠にありがとうございます。また、この

事業の支援をしていただいております公益財団法人育てる会の皆様は、昨日利賀に入られ

まして、今日、明日と現地の事前調査をしていただいているところです。

皆さんご存じのとおり、本市では平成２６年度からこの山村留学定住について調査と研

究を行って参りました。昨年度１７名の委員さんを委嘱してこの協議会を設置し、いろい

ろ意見をいただきながら利賀地域の山村留学定住事業の実施について検討してきたとこ

ろです。新しい年度を迎えたということで、委員さんに一部変更もございます。委嘱状に

関しましては、恐縮ではございますが、机の上に配布をさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。

続きまして、前副会長さんが、役職を退任されたということで、空席になりました。今

年度からの副会長さんの選出をお願いしたいと思います。選出について委員の皆様からご

意見がありましたら、お伺いいたしたいと思います。

－ 事務局一任との声 －

教育総務課長：

事務局に一任というお声がありましたので、誠に僣越ではございますが、自治振興会会

長の米倉宗嗣さんに副会長をお願いしたいと考えておりますが、いかがでございましょう

か。ご異議がないようでしたら拍手で承認をお願いします。

－ （拍手） －

ありがとうございます。米倉副会長は、副会長席へ移動願います。

それでは、開会にあたりまして、城岸会長よりご挨拶をいただきたいと思います。
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城岸会長：

皆さんご苦労さまです。今日は山村留学定住推進協議会を開催しましたところ、各委員

の皆様にはお忙しい中ご出席いただきました。また、育てる会の方、事務局の方にもよろ

しくお願い申し上げます。

さて、学校は地域社会の核になるところです。また、学校が地域を守るということも言

えます。ただ、子どもたちが少ないので、子どもたちが増えてくれればいい、たくさんの

子どもたちが来ればいいというようなことを短絡的に考えますと、独りよがりの考えにな

ってしまいますが、この利賀の大自然を皆さん方に享受してもらい、さらに居住していた

だき、子どもたちがこの利賀で自分を耕していってくれればいいなという想いもあります。

平成２６年に南砺市はこの事業を始められました。２７年度、２８年度と調査を続け、

この推進協議会も昨年度から開催させていただきました。いざスタートというところに参

ったのです。中期・長期の事業の展開になっていけばいいのですが、まずは短期の事業を

これから行うということで、色々とご協力よろしくお願い申し上げたいと思います。

教育総務課長：

ありがとうございました。ここから協議事項に入らせていただきますが、ここからの進

行は会長にお願いいたします。

城岸会長：

協議事項に入る前に、山村留学定住事業のこれまでの取り組みについて、ご報告をお願

いいたします。

－ 資料１に基づき、事務局よりこれまでの取り組みについて説明 －

城岸会長：

これまでの取り組みについて説明いただいたわけですが、委員の皆様から質問等があれ

ばお願いいたします。

－ 特に意見なし －

それでは次の協議事項に入らせていただきます。

森と水の自然体験キャンプの応募状況及び今後の対応について、南砺市商工会及び育て

る会よりご説明をお願いいたします。

商工会利賀村支部：

それでは、南砺市商工会利賀村支部の方から、現在の状況についてご報告させていただ

きます。３月に開催されましたこの協議会を踏まえ、育てる会のご指導のもと応募要領・

チラシを作成して応募を募っております。
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４月２日には武蔵野の桜祭りにおきましてＰＲをしてきました。４月１６日に東京方面

の利賀村出身者の会、関東利賀村会においてＰＲいたしまして、会員の方々にもこのチラ

シと、ふるさとの子どもが少ない中で移住定住を図っている旨の文書を付けて会員の方々

に郵送をしたところでございます。４月２３日には推進協議会のホームページを作成し、

商工会利賀村支部のホームページにも掲載いたしました。育てる会のホームページ等でも

宣伝いただいております。チラシにありますように４月２５日から募集開始ということで

ありました。５月１４日には京都での利賀出身会の総会に出向きまして、ふるさとのため

にぜひ参加していただきたいとＰＲをしてきました。会員の方々にもチラシ等を送付した

ところでございます。

申込みにつきましては、東京方面の小学２年生より、５月前に申込みがありましたが、

事情によりキャンセルになりましたので、未だ０件でございます。

大変残念な報告ではございますが、現況のご報告とさせていただきます。

城岸会長：

それでは育てる会の方から何かありますか。

育てる会：

現状申込者０件ということで、非常に残念です。１番最初の協議会で、活動スタッフと

参加者を集められる期間は長くはないということをお話させていただきました。そうは言

っても１月の募集期間はありましたので、１０名とかの状況があればと思っておりました

が、今はこういう現状ということです。育てる会のホームページでも段階的にＰＲを開始

しているところですけれども、やはり行政の窓口、あるいは今ご出席の皆様にも、いろん

な機会だとか手法などについてご意見を頂戴できればと思っております。よろしくお願い

します。

城岸会長：

そもそも今日という日を設定いたしましたのも、このＰＲの答えが出せるのではないか

と思ってのことでしたけれども、大変厳しい状況であるということです。色々ＰＲはして

いるところですので、どこかで検討しておられる方もおられるかと思われますが、具体的

に早く答えを聞きたいと思っています。委員の皆様方からこの状況を踏まえて、ご意見ご

質問等ございましたらと思います。

委員：

利賀村出身者のお孫さんあたりにもふるさと利賀村へ来ていただきたいわけですね。武

蔵野市などへの声掛けはどうですか。

育てる会：

武蔵野市さんとの関係から、教育長さんらも行かれたということですが、利賀村で体験
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キャンプをやるので、全小学校の校長さんに宣伝をお願いしますという依頼の段階である

と思います。その先どういうような手順でどういうふうに広まったとか、その辺を少しお

聞きになられたら良いと思います。あと、今までしてきた周知は、どちらかというと利賀

に関係される方、もともとお住まいだった方とか、そういうようなつながりを利用したと

いうことがありました。これからは、新聞社など不特定多数を集めるということが必要か

と思います。ただ、大都市圏の新聞社はなかなか繋がりが無いという話もありましたので、

関東圏からの参加者がなかなか集まって来ないということになれば、ちょっと視点をかえ

て、金沢市とか富山市とか、近隣の都市というようなところを少し視野に入れてはいかが

でしょう。地元の新聞ですと皆さんもよりつながりが濃いと思いますので、そういったと

ころにも行っていただいて、視点を近場の方にも向けて。まずは子どもを集めることが必

要です。

城岸会長：

教育長さんも武蔵野市へ行かれたのですよね。

教育長：

４月１７日に武蔵野市の教育長さんらに直接お会いして、ポスター・チラシを持参し、

これで各小学校へ声をかけてほしいと依頼しました。５月１０日の校長会から２週間余り

経っていてまだアクセスがない。だから、もう一押しをしていく必要があるのかなという

ような思いもあります。あと、育てる会の方が言われたように、近隣の都市などにも、こ

ういう状態ですのでとにかく足を運んでお願い、宣伝をしてくる必要があるだろうなと考

えております。

委員：

この日程及び内容ですけれども、今年度の武蔵野市小学校からの交流の受入日程が７月

２５日（水）から２８日（金）で、内容もほぼ似ているということもあって、武蔵野市の

児童から見たら違いがあまり分からない可能性もあるのかなと。良く言えば２種類選べる

とも言えますが。利賀小学校の立場から言いますと、指導者の確保が地元でできるのかと

いう点もちょっと心配な面なところです。

委員：

武蔵野市の教育委員会は、児童訪問の日程と今回の行事がオーバーラップしている部分

は何かおっしゃっていたのですか。

教育長：

特にその点は気にかけておられませんでした。７月の訪問に参加できない子どもたちが、

こちらになびいてもらえないだろうかという我々の都合のいい解釈ですが、とりあえず

「わかりました」と言われましたので、前向きに捉えてもらえたかなと思い、気を良くし
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て帰って来ました。

城岸会長：

武蔵野市の訪問事業は３０名を超える応募があると思うのですが、１５名分しか予算が

無いもので、半分はカットされます。ですから、単純にいえばそういう子どもたちがここ

へ来てくれたらいいなというのは、非常に短絡的な考えですけれども。ただ体験キャンプ

は参加費として４万円が必要です。

商工会利賀村支部：

日程が重複するのは当初心配もしていましたけれども、活動内容と指導体制は別だとい

うことや、いろいろな事業との兼ね合いもありまして、この日程になったということです。

育てる会：

武蔵野市さんは小さい子どもを大事にしておりますが、対象年齢が違う。これは小学校

１～６年生が対象で、向こうは決まった学年に限られたものですので、それでこっちに来

ないということは余り考えなくていいと思います。

委員：

武蔵野市の学校へのチラシは、子ども全員に配布されているのですか。

教育長：

そこまでは配られていません。

委員：

かつてこういう募集をしたときに、全校生徒に配布するようにすると全然参加率が違う

ので、もし今からされるなら、セカンドスクールに来ている団長や来たことのある方、よ

く利賀村に来られる学校の全校児童分渡してみるとまた全然違うのではないかなと思い

ます。いかんせん親が見てくれないと意味がないので。

委員：

特に武蔵野市さんにこだわらないのであれば、近隣の市町村の人たちも夏休み前になる

と児童クラブの人たちが少年自然の家や国際キャンプ場の利用についての問い合わせが

あります。今年は災害の関係でキャンプ場がフルに使えないので、そういう対応があった

ときに、ふるさと財団にお願いして、キャンプ場はフルには使えないけれども今年は体験

キャンプもありますというような協力体制はとれないですか。

商工会利賀村支部：

これまでは都会の方をターゲットにしておりました。近隣の金沢市なども南砺とのつな
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がりはありますので、そこへも働きかけていかなければと思います。

城岸会長：

マスコミ関係にもできるだけ働きかけ、皆様方にもいろんなつながりのところに声をか

けていただき、何とかして子どもたちを集めていきたいと思います。

それでは活動プログラムについてご説明をお願いしたいと思います。

育てる会：

私どもとしては、事務局とも協議した結果、できれば６月２６日くらいには参加者を決

定して、それから延ばしても１週間から１０日かなと思っています。それ以上延ばすと受

入れ準備等の計画ができないと思うので、６月を目途に参加者が定員まで集まるようでき

る範囲で周知していきたいと思っております。

説明会は、名古屋で７月１日、東京が７月２日とありますが、今お話にあります金沢だ

とかは南砺から近くですので、どこかを借りて説明にあがるということも必要かなと思い

ます。夜だとか遅い時間でもよろしいかと思います。それから、実際に活動が始まる前に

は、７月の上旬だと思うのですが、参加者、関係するスタッフ等が大まかに決まった段階

で皆さんに集まっていただいて、実際の参加者のメンバー、人数等も含めながら、それぞ

れホームステイ先はホームステイ先、子どもを指導する関係者は関係者、行政も車の手配

だとかいろんな応援が必要だと思いますので、一緒に協議しながら、最終的な活動計画を

作成していきたいと思います。

 － 資料に基づき、活動プログラムについて説明 －

会長：

現段階での活動計画、具体的な内容でございます。気になるところがございましたら伺

いたいと思います。

商工会利賀村支部：

他の団体の利賀村での活動も大体似たような感じかと思います、それぞれの特色もある

かと思いますが。

育てる会：

川がたくさんありますし、ハイキングができそうな山もあります。利賀は山が売り物で

すが、かといって夏はやはり小さい子にとって山歩きばかりすると暑いというイメージも

あります。山の素晴らしさを知っていただいたり、山での生活も必要ですが、やはり夏は

水辺の活動は非常に魅力があります。水資源もたくさんあって、今はライフジャケットを

着て滑るだとかということが盛んになっています。小さい子もいますので、安全に配慮し

ながら、水辺の活動も十分に入れていきたいなと思っています。
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非常にオーソドックスな形で、農家のホームステイであったり、川遊びであったり。夜

の活動も、キャンプファイヤーとかだけではなくて、暗闇を体験するというようなことも

考えています。これの発展形として、例えば森の観察だとか動物の観察だとか、そういう

ことにすごく興味のある子どもだったらそのような案もあったり、あるいは高学年になっ

てくると３日間こちらは一切手を出さないで自分たちで自炊をして、というのは発展形と

してあったんですけれども、今回は一番オーソドックスな形だと思っていただければと思

います。

城岸会長：

いかがですか、何か質問はございませんか。

委員：

スタッフの中には看護師さんとかはおられないのですか。

育てる会：

こちらの計画には入っておりませんが、場所によって看護師さんだとか保健師さんなど

の経験のある方に入っていただけるようでしたら、詳細計画の中に子ども相手のスタッフ、

それから行政や地元のサポート、保健師さんという案も作りまして、特に初めてのことで

すので、安全に配慮してこれから協議をしていきたい。

委員：

キャンプ場等は食べ物が多いので、虫刺されが心配。子どもによってはとても腫れる子

もいるので、虫よけスプレーをたくさんもってきていただいてほしい。

育てる会：

ふるさと財団の方には言われたのですけれど。我々も活動中は非常に苦労していますの

で、どの程度出るのかという心配はあります。刺されたらすぐに対応できるようにしなけ

ればなりません。子どもと一緒に活動するリーダーにはとにかく注意していきたい。滅多

にないですが、ショックがあるとすぐに病院に連れて行かなければいけないこともありま

す。乾かしてる靴の中に虫がいて足を刺されたということもありますし。

会長：

色々とご質問があったのですけれども、活動プログラム等について共通理解を図りたい

と思います。

当初は関東圏と中部圏でご案内、チラシ配布をしたところでございますが、関西圏のつ

ながりももう少しあればとお願いをしています。先程ありました富山市や金沢市のことも

あります。それから、南砺市の子どもも対象となっておりますので、市内からの募集につ

いて説明をお願いします。  
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事務局：

南砺市内からの募集につきましてですが、現段階ではまだ募集を開始しておりません。

参加費は２万円で募集をする予定です。人数は５名程度ということとなっておりまして、

今後、市のホームページ等でも周知するということも考えられますけれども、まずは小学

校の校長先生方と協議しながら募集方法について話を進めることを予定しております。

会長：

よろしいでしょうか。

では次の協議に入っていきます。先進地視察についてご説明をお願いいたします。

事務局：

先進地視察の日程案につきましては、育てる会のほうでこの資料３を作成していただき

ました。資料では日帰り又は１泊２日というようにはなっておりますが、それらも含めて

協議していただきたいと思っております。また、日程については６月下旬という案が前回

の推進協議会で出ておりましたが、体験キャンプの直前でもありますし、来年に向けての

事業展開も考慮いたしまして、６月下旬にこだわらず、秋頃実施するといったような案も

考えられますので、併せて協議していただければと思います。以上です。

会長：

視察先について育てる会より説明をお願いいたします。

育てる会：

説明資料１の中に先進地視察とありましたとおり、平成２７年７月に教育委員会のご担

当の方が２人いらっしゃいました。この八坂美麻学園というのは、我々育てる会が昭和４

２年に日本で初めて山村留学を実施したところです。内容としては学校、教育委員会の

方々と協議とか、我々現場に携わっている指導員の方から山村留学の生活とか、システム

のようなお話をさせていただいたわけです。このときはちょうど長野市の旧大岡村という

ところでも山村留学をやっておりまして、それが隣の地域でしたので、１泊２日で来てい

ただいて、両方見てお帰りになられました。

今回は皆さんのご都合もありますので、日帰り又は２日としましたけれども、非常に近

隣ですので、可能であれば１泊２日とし、２ヶ所視察されるのが良いのではと思います。

八坂美麻学園は、育てる会が山村留学をやろうということで自分たちで立ち上げて、学校

それから教育委員会、地域の方々のご協力の中でやっていったところです。それに対して、

大岡ひじり学園は、長野市の教育委員会、旧大岡村の教育委員会のほうから山村留学を導

入したいということで育てる会にお話がありまして、行政主体で山村留学をスタートさせ、

そこへ育てる会の指導員を３名派遣して運営しているということで、成り立ちと形態が違

います。山村留学の原点ということで八坂美麻学園はぜひ見ていただきたいんですけれど
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も、そういったやり方とはちょっと違う山村留学地もあるということで、ご提案させてい

ただいている次第です。皆さんのご都合で決めていただけたらと思います。

城岸会長：

皆さんいかがしょうか。６月下旬とはありますけれども、別の時期に変更するとか、１

度受入れを経験した上で実施するというのもいいのではないかというご意見もあります。

９月という日程であれば季節的にはどんなもんですか。

育てる会：

私達の山村留学は、ホームステイをしている期間と、センターで集団生活をしている期

間と２つあります。留学センターでなくてホームステイしている期間に来られるというこ

とになりますと、センターで子どもがワイワイしているところを見ていただけないという

ところもありますので、できれば視察はセンターの生活中という期間がよろしいのかなと

思います。おそらく、例年の予定ですと、９月８日から１９日がセンター活動期間なので、

その間に来ていただけると、我々指導員がどういう指導をしているかというようなところ

も見ていただけるのかなと思います。ちなみに土日の休日は２回あるわけですけれども、

週末は地域の運動会があったり、稲刈りをしたりする活動もあります。皆さんは平日いら

っしゃるのかなと思いますが、期間としては９月ですとその間ですね。ちなみに１０月で

すと、１０月２から１５日になります。活動内容としては収穫した稲の脱穀とか、とんぼ

狩りだとか。これは土日に行っています。

城岸会長：

今やっているのは短期留学ですが、これを中期、長期に持っていき、更に加速化させて

いきたいと考えています。短期だったらどこかのキャンプ施設でいいのですが、長期にな

りますと、どこに住むかということが一番重要なことになってくるのでありまして、拠点

施設で子どもたちが夜どのようなことをしているのか、また日中農家でどういう作業をし

ているのか。そういうことも見てこられるのかなと思います。日帰りとすると１箇所とな

るが、１泊すれば２箇所見られます。

育てる会：

今おっしゃられたような、子どもたちが学校から帰ってきて寝るまでの時間というのが、

特に１年間ということになると生活習慣だとか健康面だとか非常に重要になってきます。

土日の活動も重要ですけれどもその何倍も平日があるわけですから、そこを見ていただく

にはやはり夜の時間、やはり夕食を済まされたあとに来ていただいて、寝る前の時間を一

緒に過ごしていただく、そういうようなことをすると非常に有意義だと思います。

あとは、山村留学生は学校に通っていますので、学校とどういう連携を図っているかと

いう、その辺も重要なポイントかなと思います。
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城岸会長：

育てる会の方々が指導者として、それとともに市役所の職員や教育委員会がそれに携わ

り、力を合わせるわけですよね、そういうのはどこにでもあるわけですので、そういうの

もやっぱり見てこなければならない。

それではここで、育てる会の青木代表理事さんに、せっかく来ていただいているところ

でございますので、少しお話いただければなと思います。

育てる会（青木代表理事）：

会長のご指名でありますので、少しお話させていただきます。

参加者が今のところ０名。いい状況ですね。ここからがスタートです。今までも利賀の

皆さんの体験活動には子どもがいっぱい来ているようですけれども、どちらかといえば受

入れです。こちらが主体となって募集をやっていたというのが無いように見受けられるの

ですけれども、今回が初めてのチャレンジです。素晴らしいことだと思います。０からス

タートする。０よりも下はないですから。実際に足で稼いできたことというのは皆さんに

とって宝になります。受入れの子たちっていうのは結局誰かが集めてきて、ここの自然を

楽しんで帰るということになる。言いかえれば都会の人たちに楽しみの場を提供すること

になるわけです。ところが自分たちが主体になって集めてきた子どもっていうのは、愛情

が違います。ですから私はいい状況ですねと申し上げました。まだ２ヶ月あります。７月

１日に説明会がありますけれども、まだ１ヶ月半あります。皆さんどうしましょう。私ど

ももできるだけご協力さしていただきたいというふうに思っております。ここにいる皆さ

んが１人連れてくればもう１５人になるわけでしょ、それぐらいの気持ちになってくださ

い。

私は秋田県から始まって、西は島根県の太田市まで、大都市圏からここより遠いところ

で活動をたくさん企画してきました。１番最初の秋田県では、６０名定員で企画をしたの

ですが、３５人しか集まりませんでした。でもその３５人の子どもたちは地域の方々が集

めてきてくださったのです。ここと全く同じ形で立ち上げてきました。それでいいのです。

この３５人が宝になるのです。ですから最低人員は２０人になっていますけれども、まず

は２０人目標にしましょう。それは宝になるはずです。そこから来年どう考えていけばい

いかということで、まずは皆さん２０人を目標にして、１人連れてこれば楽に越えてくる

わけですから、そのぐらいの気持ちで取り組むということが必要だと思います。

まずは新聞社ですね。朝日、毎日、読売、産経、これが一番読者の反応があるかなと思

います。ここにそれぞれ生活情報系のセクション、それから社会部の教育取材班というの

は必ずありますので、そこを訪ねてください。市役所の中にも記者クラブはあるはずです

から、支局からたどってそこから紹介をしてもらって足で稼ぐこと。また、ホームページ

を立ち上げましたけれども、立ち上げたということを誰も知らないわけです。そこに誰か

が自動的にアクセスするということはない。アクセスをする導線をつくってあげなければ

いけない。それはやっぱりマスコミだと思います。文字にしてもらうことを考えましょう。

あとはツイッターをそこに併設するとか、あるいはフェイスブックあたりでどんどん流し
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ていくということを考えていただければと思います。

それから、企業系の労働組合、福利厚生をやっているところをまわってください。結構

反応があると思います。看護師さんの協会とか、児童クラブ・学童保育関係の方とか、ご

両親が働いていて、子どもを夏休みどうしようかというご家庭は必ずあるものです。そう

いうところへ情報を流していく。そういう手だてを考えていただきたい。これだけ大勢の

皆さんがいらっしゃったら、何らかのコネクションは絶対あるはずです。さっきおっしゃ

ったように、武蔵野の子たちは利賀には５年生になったらお金を払わなくても行けるわけ

ですよ。もちろん武蔵野の子たちは馴染みもあるし、１年生から参加できるとなれば、そ

のお膳立てとして興味もあるかもしれないけれども、子どもがいるのは武蔵野だけじゃな

いじゃないですか。他のところにも視野を拡げましょう。

あと、今日は非常にいい山歩きをさせていただきましてありがとうございました。あそ

こに来られる子どもたちは非常に幸せですね。私も楽しい時間を過ごさせていただいたわ

けですが、非常にいい素材、体験材と私達は呼んでいますので、ぜひこれを推していきた

いという風に思っていますし、武蔵野の子ども以上に深みのある活動を、皆さんに目指し

ていただければなと思います。以上です。

城岸会長：

長時間に渡り慎重審議していただきありがとうございました。定住化に向けて今後とも

ご協力をよろしくお願いいたします。これで一応協議を終了し、司会を事務局に戻したい

と思います。

教育総務課長：

いろいろご意見をいただきありがとうございました。私の方からは今後のスケジュール

の確認させていただきたいと思います。

次回の定住推進協議会ですが、７月にキャンプ、９月から１０月に先進地視察を行うと

いうことで、これらの行事が終わったあとに反省も踏まえ、来年の事業展開について協議

を行うことでどうかと考えております。今は日程を決めることは出来ませんが、「育てる

会」の皆さまにも出席していただく必要がありますし、会長さんとも相談して日程調整を

行いたいと考えております。

それとは別に、キャンプの参加者が決まりましたら、活動計画の協議を７月に行います

ので、日程が決まりましたらご連絡をいたします。

それでは、これで本日の協議を終わりたいと思います。２人の委員さんから最後にご挨

拶をお願いしたいと思います。最初に教育長からお願いいたします。

教育長：

今年度第１回の山村留学定住推進協議会でしたが、大変お忙しい中お疲れの中お集まり

いただきありがとうございます。今日は行政の方では気づかないアドバイスもたくさんい

ただきました。予算の関係もございますから、我々もどこまでできるのか相談しながら進
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めていきたいと思っております。最後に青木さんからの励ましがあり、これからがスター

トだということで、この山村留学の最終ゴールである定住化に向けて、第１歩を踏み出す

意味でぜひ我々もう少し足で稼いでいきたいと、新たな覚悟をさせていただいたというと

ころでございます。推進協議会の皆様方とも我々お話をさせていただきながら、これから

も連携を密にして進めていきまして、この説明会にたくさんの子どもたちが集まるような、

そういうことを願って、私の挨拶とさせていただきます。今日は皆さん方本当にありがと

うございました。

教育総務課長：

ありがとうございました。続きまして、米倉副会長さんから、最後に閉会のご挨拶をお

願いいたします。

米倉副会長：

立場上、副会長に選出されました。未熟ではありますが精一杯やりたいと思います。教

育委員会の皆様方には大変お世話になっていることを改めて感謝申し上げます。本当にあ

りがとうございます。利賀の子どもたちのために、どうしていけばいいか。そういうこと

でこの会は始まり、活動しているわけですが、なかなか難しいものがあることは今日改め

て分かりました。これが少しでも現実化になっていくようにご尽力いただければと思って

おります。今日は委員の皆さんにお集まりいただきましたが、この方々がいろんな意見を

言えるような場になっていくように、それこそ活動後となればもっといろんな意見が出る

と思うんですね。そういうことを願いまして、閉会の言葉とさせていただきたいと思いま

す。今日はどうもありがとうございました。

教育総務課長：

これで本日の協議会を終了させていただきます。ありがとうございました。

（午後８時２０分閉会）


