
第 4回南砺市夏休み子ども議会 

開 催 記 録 

南砺市 市民協働部 南砺で暮らしません課 



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、平成 26 年度から毎年

度夏休み子ども議会を開催しています。 

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4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 29年 7月 30日（日） 

  １ 開会式  時 間  午前 8時 45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30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＞ 

    10：45 「もっと森を元気にしよう」 

【訪問先】なやかふぇ 

    11：40 「もっと地域で支え合おう」 

【訪問先】南砺市協働のまちづくり支援センター 

    13：10 「南砺から音楽文化を発信しよう」 

【訪問先】福野文化創造センター 

    14：10 「南砺から農業文化を発信しよう」 

       【訪問先】湧々農場 

    15：00 「元気のある人あつまれ」 

       【訪問先】南砺市クリエイタープラザ「桜クリエ」 

  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 29年８月10日（木） 午前９時００分から 

  ２ 会 場 南砺市福光庁舎４階 402会議室 

 【発表会リハーサル】 

  1 日 時 平成 29年 8月 24日（木） 午前 9時 00分から 

  2 会 場 南砺市福光庁舎５階 議場 

【発表会】 

  １ 日 時 平成 29年８月27日（日） 午後 2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 29年８月27日（日） 午後 4時 15分から 

  ２ 場 所 南砺市福光庁舎５階 議場 
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 ■第 4回南砺市夏休み子ども議会発表会記録 

発表項目一覧表 

順番 発表のタイトルと項目 議員名 

1 

タイトル「南砺市の交通機関の利用客数の増加について」 

 項目①福光から五箇山を経由する世界遺産バスを運行しよう 

 項目②市営バスの１日運行本数を増やそう 

佐竹議員 

2 

タイトル「野菜を作る若者を増やすために」 

 項目①南砺の安心安全でおいしい野菜を小学生に広めることことで野菜

を作る大人を増やそう 

本多議員 

3 

タイトル「元気な高齢者パワーで支え合い」 

 項目①元気な高齢者が自分たちが育てた野菜でおかずを作りお弁当を届け

たり食堂を開いて支え合おう 
松本議員 

4 

タイトル「社会福祉の充実した南砺市へ」 

 項目①若い世代の福祉施設体験や施設入所の方が作った日本の伝統品を外

国の方にプレゼントすることで南砺の福祉を豊かにしよう 
三輪議員 

5 

タイトル「ふるさと納税を上手く活用しよう」 

 項目①魅力ある返礼品でふるさと納税制度をＰＲして南砺を活気あふれる

市にしよう 
三橋議員 

6 

タイトル「自然と触れ合い笑顔があふれる元気な南砺市」 

 項目①出生祝い品に南砺の木を使った記念品を贈ろう 

 項目②南砺の食材や木材を使った店を森の中に開こう 
古嶋議員 

7 

タイトル「木の温もりを活かして魅了あふれる南砺市へ」 

 項目①木材の新製品を開発してネットでＰＲしよう 

 項目②学校の職業体験で林業や木材に関わる仕事を体験しよう 
長澤議員 

8 
タイトル「木を活用し、災害に強い森をつくろう」 

 項目①森を整備して水害や土砂崩れのない安全な南砺市をつくろう 加藤議員 

9 

タイトル「地域で高齢者を支えよう」 

 項目①高齢者が地域の方々と交流する集会の場を設けたり、認知症勉強会

を行うなど地域で高齢者を支えよう 
瀧本議員 

10 
タイトル「南砺市の木をもっと活用しよう」 

 項目①木を活用してエネルギー循環の流れを作る社会を実現しよう 清野議員 

11 

タイトル「木質燃料を使おう」 

 項目①豊富な森の資源を活用して木質ボイラーなどを整備することで環境

に優しい燃料消費のサイクルをつくろう 
田中議員 

12 

タイトル「南砺市の未来とわたし」 

 項目①市内高校に南砺市ならではの「看護科」や「デザイン科」を作るこ

とで若い人の交流の機会を増やし、人口を増やそう 

梅本議員 

13 

タイトル「人とのつながりを感じ笑顔あふれる南砺市」 

 項目①小学校他校との交流授業をしよう 

 項目②他校の先生の授業を受けよう 

 項目③市内小学校全体の合同学習発表会をしよう 

細川議員 

14 
タイトル「南砺の木をもっと使おう」 

 項目①南砺の木を使って家を建てたり、南砺の木を資源として活用しよう 
早川議員 

15 

タイトル「南砺市の祭りや行事をもっと身近にしよう」 

 項目①県外や外国の方に南砺の祭や行事をＰＲして呼び込もう 

 項目②宿泊施設を確保しよう 

田原議員 

16 

タイトル「南砺市の森林をもっと大切にしよう」 

 項目①南砺の森林を大切にして手入れをすることで災害を防いだり、レク

リエーションなどの交流を整備して人との関わりをつくろう 

安田議員 
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■第4回南砺市夏休み子ども議会発表会 

司 会   皆さん、こんにちは。 

開会前に事務局から、これまでの子ども議員の活動と留意事項についてお伝

えいたします。 

先月７月３０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。その後、わずか１ヶ月の間でしたが、“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い

ただき、本日に至りました。その間、ご苦労様でした。 

このあと子ども議会発表会を行うわけですが、本日は議長のご了解をいただ

いて、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、

取材及び撮影を行うこととなっていますのでご理解願います。なお、ご父兄の

方々などにおかれましては、傍聴席からの撮影についてご了解をいただいてお

りますので、よろしくお願いします。 

それでは、ここからの進行は、南砺市議会の才川昌一議長にお願いをいたし

ましたので、才川議長よろしくお願いいたします。 

午後 2時 0０分 開 会 

議 長  子ども議員の皆さん、こんにちは。南砺市議会議長の才川昌一です。今日は、

子ども議会発表会の議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

それでは、ただいまより第4回南砺市夏休み子ども議会発表会を開会いたし

ます。本日は子ども議会議員の皆さん全員から意見発表の通告を受けています。

これを順次行っていきます。発表項目および答弁する方は、皆さんのお手元に

お配りしてあるとおりであります。 

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 佐竹議員発表をお願いします。 

「南砺市の交通機関の利用客数の増加について」  佐竹議員 

もし自分が市長になったら、南砺市営バスの路線と本数をもっと増やします。 

市営バスの時刻表を見ると、世界遺産である五箇山を通るバスがいくつかありましたが、五

箇山と呼ばれる地域を走っている路線は１０本しかないことが分かりました。そこで自分は、

五箇山を走るバスの路線をもっと増やせばいいと思いました。自分は、福光から五箇山を経由

して名古屋へ行く、世界遺産バスがあればいいなと考えました。北陸新幹線で東京などから来

た人、名古屋から合掌造りを見に来る人、両方から観光客が来て、五箇山への観光客がもっと

増えると思います。ぼくはさらにスキー場にも新しい路線を作ることを提案します。なぜなら、

最近スキー場へ来る人が少なくなっています。そのため２０１３年にスノーバレー利賀と閑乗

寺公園が営業を中止しました。これ以上、利用する人が減ってほしくないので、各スキー場に

来るバスの路線を作ることでお客さんが増えるのではないかと思います。 

自分は、毎回、子ども議会の会場までバスで来ています。ぼくは、井波に住んでいるので福

光へ行くのに市営バスはとても便利です。しかし、ぼくがいつも乗っているバスは乗客がとて

も少なく、特に多くても１０人くらいしか乗っていません。ぼくが考えた取り組みでもっと乗

客数を増やせばいいと思います。さらに運行本数が少なくて、時間が合わなくて早いバスに乗
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らないと時間に間に合わないことがよくありました。１日の運行本数がもっと多くなったらよ

いと思いました。ほかにも、外国の観光客のために、英語で書かれた時刻表がありますが、中

国語や韓国語など英語以外の言語の時刻表を作ったらいいと考えました。 

南砺市はこれから人口が減っていくという予想が立てられていて実際に毎年数百人の人が

南砺市から移住していきます。こうしたことも、バスで解決し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。 

市 長  田中 幹夫 

佐竹議員の意見についてお答えします。 

まずは、佐竹議員には、バスでこの子ども議会に参加していただき、実際にバスに乗って考

えていただきました。本当にありがとうございます。 

佐竹議員ご指摘のとおり、現在、高岡駅及び白川郷を始発とする世界遺産バスは毎日、５往

復１０本のバスが運行しています。さらに、城端・白川郷間のシャトル便が、平日１往復２本、

土日祝日は、４往復８本運行しており、世界遺産バス全体の運行本数は、増えてきています。 

これは、外国人を含む旅行者が数多く南砺へお越しいただいているからです。五箇山を経由

して名古屋へ行く世界遺産バスの運行についてですが、現在、世界遺産菅沼合掌造り集落にあ

るバス停から、乗り継ぎになりますが、バスルートを利用して名古屋に達することができます。 

 佐竹議員からご提案のあったスキー場への新路線設置ですが、現在でも世界遺産バスをご利

用いただければ、平スキー場、タカンボースキー場には、最寄りのバス停まで乗車いただけ

ます。また、イオックス・アローザスキー場については、金沢駅及び高岡駅からの直行バス

が、土日祝日に運行しています。しかし、まだまだ充実した運行ではないと感じております。

新しい路線の新設や、本数を増やすことも大事ですが、乗車されるお客様の要望や、バスの

使い易さも考えバスの運行会社に働きかけていきたいと思います。 

次に、市営バスの運行本数を増やす意見についてお答えします。 

市営バスの運行本数が増えれば南砺市で暮らしやすくなる、今よりも便利になると思います。

そうなればたくさんの人が利用し、収入の増加にもつながると思います。しかし、バスを多く

走らせるにはお金が更に必要になるということです。バスの本数が増えることによる収入と、

かかってしまうお金のバランスを考えると、今より多く走らせるのは難しいことも考えられま

す。 

ですが、バスについて何も変えられないわけではありません。同じ分のお金でも、上手にど

う使うか、ここが一番重要だと思います。例えば、佐竹議員が考えられたように、「この時間

にバスがあれば使うのに」とか、「今の時間は使いにくいなぁ」という意見が多くあれば、そ

れをもとに走らせる時間を変えることで、同じ本数でも前より使いやすいバスのダイヤを組む

ことができると思います。また、乗車を事前に伝えるデマンドバスというやり方もあります。 

バスの本数を増やすことは難しい点がありますけれども、市民の皆様の意見を多く聞いて、

もっと便利な市営バスになるように今後も考えて生きたいと思います。 

交通や他の要素も含め、暮らしやすい、暮らしたいと思ってもらえる南砺市にしていくため

に、これからも皆さんからたくさんのアイディアをいただいて、私たちに教えていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

議 長  次に、２番 本多議員、発表をお願いします。 

「野菜を作る若者を増やすために」  本多議員 

南砺市の野菜を作る人が減少しています。高齢化が進んでいるし、野菜を作ろうと思う若者
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が少ないからだと思います。南砺市に住んでいて、野菜を作っている若者は５０９人しかいま

せん。若者が農業に興味を持ってもらうには、僕達のような小学生の頃から、南砺市の野菜が

好きになる取り組みが必要です。また、南砺市の野菜が安心安全であることをＰＲすればよい

と思います。 

今、学校の給食では、南砺市の野菜を使ったメニューがあります。そのメニューの中に調理

されたものばかりでなく、野菜が嫌いな子供が食べられるように、果物ピーマンのような甘い

野菜を取り入れたり、南砺市で作っているいちごやリンゴを使った、デザートがあったりすれ

ばよいと思います。僕達が好きになった南砺市の野菜を、今度は市外の小学生に教えたらよい

と思います。お互いの野菜を給食のメニューに取り入れて、食べ比べてみたいです。料理され

たものばかりではなく実物を見せたり、作っている様子をみせます。安心安全でおいしいこと

を小学生が紹介したらよいと思います。市外の小学生がおいしいと言ってくれたら、今度は県

外の小学生に教えて、少しずつ広めていきます。南砺市の野菜が広く知られたら、南砺市産の

野菜を求める人が増えて、野菜を沢山作らなくてはいけません。南砺の野菜が広まるころ、僕

達は大人になっています。南砺市の野菜を好きになった子供達は、野菜を作ることに興味を持

つと思います。そうすれば、野菜を作る人が増えると思います。 

このように、小学生の頃から、野菜に触れていると、南砺市の野菜を作る人が増えるかも知

れません。だから、小さい頃から触れておく必要があるのです。 

僕は、小学生の頃から野菜作りが好きになる取り組みを市長さんに提案します。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

本多議員の意見についてお答えします。 

すばらしい意見をありがとうございます。 

 南砺市は、都会と違って豊かな自然ときれいな水に恵まれ、安全で安心な環境で暮らすこと

ができます。その中で、環境にやさしい野菜の生産に取り組んでいる方が多い町です。 

 本多議員の意見のとおり、市としても小学生の時からしっかりと農業に興味を持ってもらい、

あわせて食に興味を持ってもらう、また、地域のお店で地域の中で生産されたものを選ぶ、

こういったことに興味を持ってもらうことは非常に大切なことだと私も思います。 

保育園や小中学校の給食における地元産野菜をたくさん利用したり、小学生等に農業を体験

してもらう事業等も行っています。また、南砺市の特色としては、保育園、小学校、中学校す

べてが自校給食にこだわっています。それぞれの学校等に給食を作る場所があって、給食を作

る人がいて、そして、温かく、おいしい給食が食べられる、これは南砺市の良い特色だと思い

ます。さらに昨年度は、南砺市地場産食材活用推進協議会において、「なんとうんまいもん給

食」のレシピや野菜の出まわる時期を記載した地場産カレンダーを作成して、市内の小学５年

生と中学３年生に配布いたしました。このように小中学生に南砺市の旬の野菜について理解し

てもらうようにＰＲを行っています。 

 また、高岡市や砺波市など、富山県西部に位置する６市が集まり、それぞれの市の代表的野

菜を学校給食の食材として使用することも現在検討中です。 

本多議員も含めて楽しみに期待していてください。 

 南砺市は県内でも高齢化が一番進んでいますが、議員の皆さんも、若者の野菜作りを推進す

るためのアイディアがあれば、是非提案していただきたいと思います。 

 市としても、農家や直売所と連携して地場産野菜のＰＲ及び支援に取り組んでいきたいと思

います。 

議 長  次に、３番 松本議員、発表をお願いします。 
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「元気な高齢者パワーで支え合い」  松本議員 

 ぼくは先日、南砺で暮らしません課の方から、「人口減少の影響で、将来、南砺市は消滅す

るかもしれない」という説明を受けて、とても驚きました。そこで、人口減少と高齢者の割

合について調べてみることにしました。 

 現在、南砺市の人口は、約５万２千人で、６５歳以上の高齢者が３６．６パーセントもいる

と南砺市のホームページに載っていました。これは、３人に１人が高齢者だということです。

それが、２０６０年には、人口が約２万３千人に減少し、高齢者も１万人を超えると予想さ

れるため、２人に１人が高齢者となるそうです。 

 南砺で暮らしません課でも、移住者を増やすための取り組みが行われていますが、南砺市か

ら出て行く方や亡くなられる方も多く、子どもが生まれる数も増えないため、移住者が増え

たとしても、人口減少は避けられないと思います。 

 移住者を増やすことも大事だと思いますが、ぼくは、今南砺市に住んでいる人たちが、どう

支え合っていくのかがより大切なのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

 お年寄りの皆さんは、戦争後の大変な時代を支え合って生きてこられたと聞いていますが、

現在ぼくたちのような若い人が生活をしていく中で支え合いが必要だと思う場面はなかなか

ありません。 

 でも、４０年、５０年後、２人に１人が高齢者になってからでは、助け合い活動を行おうと

しても支えてくれる人がいないし、支え合いの意識も生まれないと思います。そのため、今

からお互いに支え合っていかなければいけないんだと意識を持つことが重要であると考えま

した。 

 南砺市は、高齢者も多いけど、元気な高齢者もたくさんいると思います。そんな元気な高齢

者を通して、支え合いの関係が作れたらいいなと思いました。 

 そこで、ぼくが提案したいのは、「元気な高齢者が、自分で作った野菜でおかずを作って、

お弁当を届けたり、食堂を開いたりする」というものです。 

 ぼくの家の近くには、それほど大きくないけれど畑があります。そして同じ畑に何人ものお

年寄りがそれぞれ野菜を作りに来ています。水をやったり、土を耕したり、草をむしったり、

お互いに協力しているように見えます。 

 顔を合わせて、声を掛け合いながら、楽しそうに野菜を作って、いきいきとしています。 そ

こで、せっかく作った野菜をみんなで料理して、ご飯を作るのが大変な人や買い物に行けな

い人のために弁当を作って届けたりできれば、お弁当を届けてもらった人も助かるし、作っ

ている人たちも生きがいを感じられるのではないかと思いました。 

 お弁当を届けることで見守りができたり、「支えているんだ」、「支えられているんだ」と助

け合う意識につながったり、住民同士のつながりも生まれると思います。 ぼくもお母さん

が仕事で帰ってくるのが遅いときは、一人で夜ごはんを食べる事があります。夏休みや冬休

みのお昼ごはんも、一人で食べたりします。そんなとき、子どもでも安心して利用できる食

堂があればいいと思います。それがお年寄りによる食堂であれば、子どもも大人もお年寄り

もつながれる関係を築いていくことができるのではないでしょうか。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

松本議員の意見についてお答えします。 

若い人が生活をしていく中で、支え合いが必要だと思う場面はなかなかありませんと書いて

ありますが、今、松本議員の意見を聞いて、本当にお年寄りの皆さんのことを考え、地域のこ

とを考えているなと感心しました。ありがとうございます。 

松本議員の言われるとおり、今後、南砺市では、高齢化が進む、つまり６５歳以上の高齢者
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の割合、高齢化率が高くなると予測しています。その中には、健康なお年寄りや介護が必要な

お年寄りなどの方々が含まれている訳であります。 

それに伴って、介護が必要となるお年寄りの人数が増えることが、介護に係る負担が増える

ということです。率と数については今後いろいろな調査を行っていきますが、予想される介護

に係る負担の増加については、「南砺市に住んでいる人たちがお互いにどう支え合っていくか

という意識が重要」というポイントに目を付けられた、松本議員には、非常に感心いたしまし

た。 

南砺市では、全国に先駆けて８年ほど前から地域包括ケアシステムの構築に力を入れてきま

した。全国の先進地のひとつとしても、全国的な広がりを見せています。「お互い様の支え合

い」と言っていますが、地域で支え合う仕組みづくりに特に力を入れています。中でも各地域

において、元気な高齢者の方に協力してもらい、高齢者が集まることができる場として「サロ

ン」が開催されています。 

地域の高齢者の方が支え合い、活動をとおして健康や生きがいを見つけられておられます。

サロンは介護予防にも効果的であり、これからも増やしていきたいと考えています。 

また、南砺市では高齢者の方に健康で自立した生活が送れるよう、バランスのとれた配食を

提供し、見守りをするサービスも同時に行っています。 

松本議員から提案のありましたように、顔を合わせて、声を掛け合いながら、楽しそうに作

られた野菜は、特別なエネルギーも含まれて、とてもおいしそうですね。 

それら食材を使ったお弁当だと、作った側も、食べる側も、お互いに元気になれそうです。 

元気な高齢者が自分たちで作った野菜でお弁当を作って届けたり、食堂を開いたりするとなり

ますと、多くのスタッフや１年を通して安定した食材の確保などが必要となります。それには、

多くの高齢者の皆さんのご理解とご協力が必要になります。 

例えば、今ある配食サービスの事業所に自分たちで作った野菜を使ってもらったり、地元の

野菜直売所で販売したりして、やりがいを見つけていただくことから始めるのもいいかと思い

ます。 

地域で支え合う意識の高い南砺市に向かって、子ども議会の皆さんにも地域の支えあう一員

として、ぜひ、これからもご協力をお願いしたいと思います。 

私個人の意見ですが、南砺市の子どもたちに会ったときには大きな声であいさつをしてくれ

ます。そのあいさつで、僕は元気になれますので、地域のおじいちゃんやおばあちゃんにも、

学校に行くときにお会いしたら、大きな声であいさつをしていただきたいと思います。以上で

す。 

議 長  次に、４番 三輪議員、発表をお願いします。 

「社会福祉の充実した南砺市へ」  三輪議員 

私は、市内見学で地域包括ケアセンターの松田さんから聞いたお話が心に残りました。特に、

印象に残ったところの１つ目は、平成１７年、１８年は、６５歳以上の人の割合が１位で、１

５歳以下の人たちが１番少なくなったことです。２つ目は、お年寄りの人を介護するお金も人

手も足りていないことです。 

そこで私は、人手不足を解消するために、中学生や高校生、福祉に関わる仕事に興味のある

２０代、３０代の人に、もっと積極的に福祉に関わる仕事を体験する機会を作ったらよいと思

います。さらに、お金不足を少しでも解消するために、福祉施設に入っている方に折り紙など

の日本の伝統の物を作ってもらい、それを市が買い取ります。そして、来日した外国人にプレ

ゼントしてみてはどうでしょうか。市が買い取ったお金で福祉を充実させようということを提

案します。 

私は、福祉の仕事に魅力がたくさんあると思っています。施設にいる方を笑顔にしたり、身

体が不自由な方の生活を楽にしたりするなどの魅力があると思います。しかし、そのような魅
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力を知っている学生や若い人は少ないと思います。だから、学生や若い人に福祉の仕事を知っ

てもらう機会を積極的に設けることが必要だと思います。この機会で魅力を知った学生や若い

人が福祉に関わって働くようになれば、この先続くであろう高齢化に対処できるようになると

思います。 

福祉施設に入っている方に折り紙などの伝統の物を作って市が買い取り、来日した人にプレ

ゼントすることについては、一石二鳥で効率が良いと思います。 

そう思う理由の１つ目は、施設にいる方の脳の活性化になるからです。インターネットで調

べると、認知症予防に良いことがたくさん書いてありました。私もクラブで折り紙や切り絵を

したとき、工程が多くて大変でした。けれども、完成したとき、達成感があって気持ちが良か

ったです。だから、施設にいる方も元気になると思います。 

２つ目は、福祉施設に入っている方の生きがいになると思うからです。私は、生きがいをな

くして自殺したというニュースを観たときがあり、とても心が痛みました。だから、このよう

な事を減らしたいと思いました。そこで外国から来日した人にプレゼントするぞという気持ち

で作れば、やりがいがあり、生きがいにつながると思います。 

このようにして、南砺市の福祉が豊かになれば、南砺市に今住んでいる人たちも安心して老

後を過ごせるようになると思います。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

三輪議員の意見についてお答えします。 

現在、高齢者を介護するスタッフや介護保険を運営する資金などが不足しています。このこ

とは全国的な問題で、今後ますます深刻化すると考えられています。 

そこで、三輪議員からのご提案のように、若い世代の方々が、もっと福祉の仕事に興味を持

ってもらえるような体験をしてもらえばどうかというアイディアは、とても素晴らしいと思い

ます。 

南砺市内でも、関係の皆様にご協力をいただき、中学生の１４歳の挑戦や福野高校福祉科の

生徒さん達などが施設での体験をしてもらっています。三輪議員のお友達にも、福祉の仕事の

魅力をご紹介していただき、多くの方が参加いただけるようなＰＲをしていただければ大変有

り難く思います。また、施設も若い人が魅力が持てるような、そういう施設にしていくことも

考えていかなくてはならないと思います。 

また、２点目のご提案であります、施設入所の方からの折り紙などの伝統的なものを市が買

い取り、外国からのお客さんにプレゼントするという「おもてなし」の心は、大変素敵だと思

います。 

高齢者にとって「やりがいや生きがい」、そして「頼られている」もしくは「作ったことで

人が喜んでくれる」と感じてもらうことは大切なことで、最高の長寿薬です。 

その中で、市が施設入所者から買い取ればいいか、民間の宿泊事業者ですとか、お土産屋さ

んが購入して連携してやればいいのか、いろんなやり方があります。また、各種のイベントで

直接販売したり、いろいろな方法があると思いますが、一番大事な「やりがい」を生み出して

いただくことが重要ですので、いろいろ考えて生きたいと思います。 

南砺市の豊かな福祉のため、子ども議員の皆さんにも、ぜひ、介護の仕事に興味・関心を持

っていただき、将来の自分たちの進路として考えていただければ、大変うれしく思います。 

議 長  次に、５番 三橋議員、発表をお願いします。 

「ふるさと納税を上手く活用しよう」  三橋議員 
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ぼくは、南砺市の人口が年々減少していることや、あまり財政が良くないということを聞い

たことがあります。この問題を解決するために、ふるさと納税制度を見直してみたらどうでし

ょうか。 ふるさと納税制度とは、市外の人がその市や町に税を納めたら、お礼としてその市

や町の特産品をもらえるという制度のことです。そこで、今よりももっと魅力のある返礼品で、

南砺市をＰＲすることを提案します。 

 ぼくは、ふるさと納税を上手に使うことができれば、南砺市の人口減少や財政の問題の解決

につながり、南砺市をもっと活気のあふれる、魅力のあふれる市にすることができるのでは

ないかと考えました。でも、より多くの人達に納税をしてもらうためには、今よりもっと魅

力のある返礼品にすることが必要ではないかと考えました。魅力のある返礼品とは人それぞ

れだと思います。でも、ぼくは先日お話を聞かせて頂いた湧々農場さんが作ったこだわりの

旬の野菜や城端で作っている稲塚権次郎という方が開発した小麦「農林１０」を使ったパン

やクッキー等を開発して返礼品にすればいいと思います。南砺市には、こういった魅力のあ

るものがあるんだというＰＲにもなると思います。 

 さらに、納税してくださって集まったお金を使うことで、お年寄りの介護や子育ての支援が

今まで以上に力を入れることができるようになるし、五箇山の世界遺産の近くに宿泊施設や

体験施設を新たに開くこともできます。このようにして、便利で住みやすい市になると、自

然と人が集まってきて、今までよりもっと活気があふれて、よい市になると思います。 

 ぼくは、今までより少しだけ、ふるさと納税に力を入れたら、人口が増えて、財政の問題も

解決するので、もっともっと住みやすい市になると思います。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

三橋議員の意見についてお答えします。 

南砺市がうるおい、活気にあふれ住みやすく魅力ある市にしたいとの想いはとても大切な 

ことだと思います。 

ご提案いただいたふるさと納税制度ですが、全国的に見ると、いろいろな課題が出てきてい

る制度ですが、南砺市においても、ふるさと納税の返礼品を充実することによって額は増えて

きています。現在５４種類の返礼品を用意しており、南砺市ならではの「かぶらずし」や「干

柿」が人気の返礼品となっています。ご指摘の野菜については準備しておりませんが、南砺市

ではこだわりの農産物の生産農家がいくつもあり、生産者の顔が見える安心安全な野菜を返礼

品に加えることにより、美味しさを実感していただき、継続した購入に結びつけば活性化にも

繋がると思われます。 

また、野菜だけでなく南砺市には魅力ある特産品が数多くあり、これら特産品を返礼品とし

て採用できれば生産者もうるおい南砺市のＰＲとあわせ寄附金の増加にも繋がると思われま

す。 

今後は関係する職場と協力し、魅力ある返礼品の発掘や新たな特産品の開発に努力したいと

思います。結びに、議員にはこれからも熱い想いを持ち続けていただき、いろんな意味でご提

案いただければ、たいへん嬉しく思います。 

議 長  次に、６番 古嶋議員、発表をお願いします。 

「自然と触れ合い笑顔があふれる元気な南砺市」  古嶋議員 

 私は、自然と触れ合うことで人々の笑顔があふれる元気な南砺市にしたいです。 
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 昨年、私は、花と緑の少年団に参加して富山県の山に木の苗を植える活動をしてきました。

その時は、自然が多い方がいいし空気がきれいになるのかなと思って木を植えていました。

しかし、理科の授業で木は二酸化炭素を吸って酸素を出すことを学び、木の大切さが分かり

ました。子供議会では、南砺市の面積の約８割が森林で、そのほとんどが手入れされていな

いため、土砂崩れなどの災害が置きやすくなっていると聞いて驚きました。 

 そこで私は、手入れをするために切られた木を使って南砺市に産まれた人の思い出に残る記

念品を作ったり、職人や料理人に作品を作ってもらったりすることを提案します。 

 私が１才になる年に、記念品としてしゃくなげの苗をもらい庭に植えてあります。毎年１回

花が咲くので、花と一緒に年をとっている気がしてうれしいです。しかし、世話をするのは

大変で自分ではなかなかできず、おじいちゃんにまかせっぱなしになっています。アパート

に住んでいる友達は、庭がないのでおじいちゃんの家に植えさせてもらい、なかなか見に行

けないようです。だから、誕生記念に南砺市の木を使った製品を渡したらよいと思います。

木はぬくもりを感じ、香りもよいので、それを生かして赤ちゃんでも、大人でも使える食器

などを渡すのはどうでしょう。その記念品を使う時に子供のころを思い出して家族と会話を

すると、そこにいるみんなが笑顔になれると思います。 

 また、森の中に家を建て、期間を決めてお店が開けるようにしたらどうかと考えました。職

人や料理人などが登録できるところを作り、南砺市や富山県の食材を使って料理を考えても

らったり、木でいろいろなデザインのいすや机を考えてもらったりします。お皿やカップな

どもできるだけ南砺市の木を使ってもらって、審査をして選ばれた人にお店を開いてもらい

ます。そうすれば、南砺市外からも人がたくさん来て、南砺市や南砺市の木の良さが伝わる

と思います。期間が終わってもお店を開きたかったら、南砺市でお店を開けるようにしたら

どうでしょうか。 

 南砺市の自然は良いところがたくさんあります。それを生かさないのは、とてももったいな

いと思います。もっと自然と擦れ合い、南砺市のことを好きになって人々の笑顔があふれる

元気な南砺市にしましょう。 

議 長  答弁をお願いします。田中市長。 

市 長  田中 幹夫 

古嶋議員の意見についてお答えします。 

南砺市の宝である豊かな自然を生かし、笑顔があふれる元気な南砺市になる提案をありがと

うございます。そして、自分の１歳の記念品にかかわる体験を踏まえての意見は大変素晴らし

いものだと思います。 

誕生記念として、南砺市の木を使った製品が自分の成長とともにいつも身近にあり、家族み

んなが笑顔になれるということはとても良いアイディアだと思います。実を言いますと、私も

それがいいと思っていました。最近、視察に行きました。そしたら、１歳の誕生日に小さな木

の椅子をプレゼントする町がありました。また、小学校へ入学する際に、机の天板に地場産の

杉を使い、9年間使ってもらうという町もありました。愛着が湧いたり、中学を卒業する時に

記念として家に持ち帰る仕組みになっています。また、木のおもちゃをプレゼントするなどい

ろいろな市町村があります。このようなことも参考に、いろいろなアイディアを考えていきた

いと思っています。そして、それが森林の手入れにもつながるということですので、大変魅力

的な話だと思います。 

市では以前から、子どもたちが木のぬくもりを感じながら育つ環境づくりのため、保育園や

児童館、小中学校などをできる限り地元の木を使って建築してきました。木の香りや木の優し

さ、木の良さを知ってもらえるようにしてきました。 

今回、貴重な意見をいただいたので、市が行っている出生祝いの制度で、南砺市の木を使っ

てどのようなお祝いの記念品ができるのか、費用の面など色々な事を考え提案が生かせるよう
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に検討したいと思います。 

皆さんがもっと南砺市を好きになって、笑顔あふれる元気な南砺市となるように、これから

も一緒に考えていきましょう。 

次に、南砺の食材や木材を使った店を森の中に開こうの意見についてお答えします。 

 森の中に建つ南砺づくしでおもてなしするレストランといった大変夢のあるご意見だと思

います。 

 南砺市として、森の中にお店を建てることについては議論が必要ですが、しかしながら、現

在あるキャンプ場ですとか、豊かな自然と歴史、文化・伝統といった魅力が溢れる南砺市の

中にレストランを開きたいという民間の方からのご相談があれば、積極的に応援していくと

いうことも考えられます。 

現在、南砺市では、市民の皆さんが「やりたいこと」が「できる」地域を実現することに取

り組んでいます。南砺市で頑張っていこうとする人達を応援していこうというものです。 

これまでにも多くのお店が誕生しており、今年に入ってからも、自然の中でカフェやレスト

ランを開業したいといった相談を受けています。南砺市でお店を開いてもらって、南砺市の食

材や木など、優れたものをできるだけ多く使って、市外からたくさんの人に来ていただき、い

つまでも末永く営業していきたいと考えている人達を南砺市は応援し、また大切にしていきた

いと考えています。 

 これからも、自然を活かして、南砺市の木の良さが伝わるお店がたくさんできて、笑顔あふ

れる元気な南砺市になるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。 

議 長  次に、7番 長澤議員、発表をお願いします。 

「木の温もりを活かして魅力あふれる南砺市へ」  長澤議員 

私は南砺市が大好きです。緑あふれる医王山、水のきれいな小矢部川、南砺市にはすばらし

い自然がいっぱいあります。 

そこで私は、木の温もりを活かして、魅力あふれる南砺市にしたいと考えました。木を使っ

た家はやすらぐし、木のよい香りがするので、その温もりを活かします。そうすると、南砺市

に住んでいる人には自慢できて、他の県や都会の人には、住んでみたいなと思ってもらえます。

そんな魅力あふれる南砺市にするための具体的な案を２つ考えました。 

１つ目は、南砺市の木材を日本中、世界中にアピールして、南砺市にはこんなにすばらしい

ものを造っている企業があるのか！と興味を持ってもらうことです。南砺市の森は、市全体の

面積の約７８パーセントを占めており、南砺市の特色でもあります。現在は、机の天板やファ

イルなど、様々な製品に南砺市の木材が活用されています。野球のバットなども有名です。木

材の新製品を積極的に開発し、インターネットなどでＰＲしたり、製品の注文を受けたり販売

したりするとよいと思います。 

もう１つは、学校の職業体験に林業などの木材に関わる仕事を組み込んだり、林業体験ツア

ーなどを企画したりして、南砺市の企業に活気があることをアピールすることです。そうする

と、南砺市の魅力を多くの人に知ってもらえると思います。 

このように、南砺市の木の温もりを活かして、南砺市を「住んでみたい所」に変えていき、

人口増につなげることで、にぎやかなふるさとにしていきましょう。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

長澤議員の意見についてお答えします。 
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 南砺市の特色である、木材を使った新製品の開発やインターネットによるＰＲ、販売等につ

いてのご意見をいただきました。 

城端の桜ヶ池ハイウェイオアシスにある市クリエイタープラザ桜クリエには、アニメ関連会

社やデザイン事務所などのクリエイターが集まって仕事をしています。地元の事業者の皆さん

とクリエイターが協力して、南砺市の特色を活かした商品づくりが出来るように、市は応援を

しているところです。 

その中で、井波彫刻や五箇山和紙のような南砺市の伝統産業を活用して、木材の新製品を開

発することが出来ることを期待しています。 

 インターネットによるＰＲ、販売については、今後南砺市の優れた商品を南砺ブランドとし

て認定し、インターネット等により全国に発信・販売することを計画しています。南砺市の

木材を活用した製品についても、大いにＰＲ・販売していきたいと思います。 

このような取り組みを通して、木材を活用した製品をはじめ、南砺市の魅力を、日本中・世

界中の皆さんに興味を持っていただけるように発信したいと考えています。 

木の温もりと同じように、南砺市には優しさと温かさがいっぱいありますから、是非住んで

みてくださいとＰＲして、にぎやかな故郷となるようにしていきたいと思います。 

次に、学校の職業体験で林業木材に関わる仕事を体験しようの意見についてお答えします。 

 富山県内では、中学校２年生になりますと、「社会に学ぶ１４歳の挑戦」をおこなっていま

す。南砺市でも各中学校で５日間の期間を設けて実施しています。 

南砺市では林業に関わる職場として、富山県西部森林組合があり、中学生も受け入れてもら

っています。今のところ市内で林業に関わる職業体験ができる職場は限られていますが、 「１

４歳の挑戦」は自分が希望する職場を選択できると聞いていますので、今後も林業を選択肢と

して選ぶことができるよう、受入をお願いしていきたいと考えています。 

また、林業体験ツアーを企画するご提案ですが、林業には専門的な知識が必要となることや、

危険も伴うことから、簡単に体験ツアーというものを実施することは難しいところもあるかと

考えていますが、例えば、南砺市では現在、4月のみどりの日に民間の実行委員会の皆さんが、

「南砺の山々を守る植樹祭」を開催されています。こうした植樹祭に参加して植樹したり、森

や木の話を聞いたり、そういうことも紹介していきたいと思います。大人になりますと林業カ

レッジですとか、実践するものがありますが、今後は既に行っている南砺市移住体験ツアーの

中に林業体験を組み込んだりすることなどもメニューとして考えていきたいと思います。あり

がとうございます。 

議 長  次に、８番 加藤議員、発表をお願いします。 

「木を活用し、災害に強い森をつくろう」  加藤議員 

南砺市の約７８パーセントは森林です。だから、もっと災害に強い森をつくり、森林活用に

力を入れたらいいと思います。ぼくがそう思った理由は、なやかふぇオーナーの山瀬さんから、

「もっと森林を手入れし、木の活用方法を考えて整備すれば、災害が防げたかもしれない」と

言う言葉を聞いたからです。 

災害を防ぐには、強い森づくりが必要です。強い森の条件は２つあります。 

１つ目はいろいろな種類の木が生えていることです。いろいろな種類の木が生えていると、

根の張り方が違うので、地震が起きても土砂崩れなどの災害を防ぐことができるのです。 

２つ目は、木が密集し過ぎず、適度に木の間隔があり、背の低い木や草にも日光が当たるこ

とです。背の低い木や草に日光が当たると、成長し、大きくなるにつれて根を張るので、災害

に強い森づくりになります。適度に木を切り、木の間隔を開けることが必要です。森林全体の

５分の４も間引きしなくてはいけません。 

間引いた木を活用するためには、①木造住宅を建てる、②紙にする、③たんす、テーブル、

お椀、箸などの道具にするなど、再利用するといいと思います。再利用することで、切ってき
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た木を消費できるし、生活に役立てることができます。水害が起きても、丸太や手入れされて

いない木が流れてくることもなくなり、安心です。一石二鳥です。 

このようにすれば、水害や土砂崩れのない安全な南砺市になって、他の地域から南砺市に移

住する人も増えると思います。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

加藤議員の意見についてお答えします。 

「強い森づくり」は、災害を防止するためにもとても大事なことであり、また、きれいな水

を守るためにも森づくりというのは大切なことだと私も思います。南砺市の森林においては間

伐などの森林整備に取り組んでおります。その実績としては、平成２７年度が１５７ha、平成

２８年度が１６３haで、毎年森林面積の０.３％程度となっています。 

間引いて出来た木材のことを間伐材と言いますが、その多くが柱や板などの建築材料に用い

られたり、紙の原料やバイオマス燃料などのエネルギーとして利用され、新しい製品に生まれ

変わっています。以前は林の中に残してきたことが多かったのですが、最近は林から出して再

利用しようということになっていますので、間伐材については全て利用されているということ

になります。先ほど提案の中にありましたように、まずは建築、家を作る材料にするというこ

と、そして最近は市民の方々による割り箸づくりなども行われています。また、ボイラーです

とか、ペレットに加工して燃料化する工場も今年作ることになっています。また、南砺市では、

南砺市の木利用促進事業補助金を予算化し、木造住宅の推進に努めているところです。 

議員が話されたように、南砺市は面積のおよそ７８％近くを森林が占めており、非常に重要

な存在であります。今後これをどのように生かすかということは、地方創生の目玉になると思

います。今後も、この豊富な自然資源に対してどう向き合っていくのか、一緒に考え議論して

いきたいと思います。 

議 長  ここで暫時休憩といたします。 

議場の時計で３時１５分より発表会を再開をいたします。 

＝ 休 憩 ＝ 

議 長  それでは休憩前に引き続き、発表会を再開いたします。 

９番 瀧本議員、発表をお願いします。 

「地域で高齢者を支えよう」  瀧本議員 

今回、地域包括ケアセンターを見学して、高齢者の住み良い南砺市をどうつくっていくかを

考えてみました。日本の平均寿命は男女含めて８３才です。平成１８年では６５才以上の人数

が世界一となり、１５才以下の人数が減りました。このことから、増えた高齢者を地域で支え

ていくことが大切だと思いました。私は２つのことを提案します。 

１つ目は、高齢者が健康であり、充実した生活を過ごせるようにするためには、地域の方々

と交流し、気楽に語り合ったり、手遊び、体操などをしたりして、みんなが負担と思わない集

会の場を設けることです。また、その集会にいつも参加する人の欠席が続けば、その人の家を

訪ねます。もしかして倒れているかもしれません。このように、地域の人達がその家を訪ね、

そこで高齢者の異変をいち早く見つけることで早めの治療ができます。高齢者一人ひとりが健

康で生きがいを持って生涯を送れる、明るい長寿社会にしていけると思います。 
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２つ目は、本で調べてみると、２０２５年には、５人に１人が７５才以上、３人に１人が６

５才以上という超超齢化社会になると言われているそうです。一般的に①高齢者は病気になり

やすい、②１人の患者が複数の病気を持つことが多い、③高血圧などの特徴があり、平成２５

年では、高齢者６５才以上１，０００人のうち、６９０人がこの３つに当てはまるということ

が分かりました。 

そこで、高齢者の中で増加してきている認知症の日常生活をどう地域で支えるかという視点

に立って今後進めていくことが重要です。例えば、認知症を持つ高齢者の家の方が地域の人に

「私の家のじいちゃん認知症なの」と伝えることで、もしその認知症のじいちゃんが徘徊して

いたら、「あんたのうちのじいちゃん、山に向かって歩いとったから家まで送っといたよ」と

伝えてくれて、認知症のお年寄りを抱えた家族の日常生活が楽になります。地域で認知症勉強

会を行い、正しく理解し、偏見を持たず温かい目で見守ることが必要です。認知症になっても、

本人の意思が尊重され、老人ホームに行かず、住み慣れた地域で暮らし続けるために地域で日

常生活を支えることは大切です。 

このように地域での取り組みが欠かせないと思います。みなさん、地域で助け合って高齢者

を支えていきましょう。  

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

瀧本議員の意見についてお答えします。 

「高齢者の方を地域で支えていく」というご意見に、私は大賛成です。本当に嬉しく聞いて

いました。 

瀧本議員をはじめ、議員の皆様から「地域で支え合う」という言葉をお聞きして、大変うれ

しく、また頼もしく感じております。南砺市には、６５歳以上の方が約１万９千人おられます。

その中には、高齢者お一人で生活している方が約２千２百人もおられます。誰かと一緒に生活

をしていれば、家族の異変に気付くことができますが、お一人暮らしの方は、気付いてくれる

人がいません。また、高齢者お二人暮らしであったとしても、「困ったこと」を誰かに伝える

ことが難しいかもしれまん。そんなときに、力になってくれるのが地域の皆さんの存在です。

高齢者の方は「不安」や「寂しさ」を感じておられます。誰かのお顔を見ること、一緒にいる

ことは「安心」を生みます。それが地域の顔なじみの方であれば尚更です。 

そこで市では、瀧本議員のご意見のように「地域の集会の場」がたくさんあればいいなと考

え、様々な形で後押しをしております。現在、自主的に地域の皆さんが中心となった週１回集

まれる場所が、市内に１０ヶ所以上あります。このような地域の活動が広まることが、明るい

長寿社会に繋がるものと考えています。 

次に認知症についてですが、瀧本議員の考えの素晴らしいところは、「認知症であることを

人に伝える」という視点があることです。認知症の方自身も、とても困っていらっしゃいます。

そして一緒に過ごす家族も、見守りなどを一生懸命されています。しかし、ご家族の方には、

なかなか「私の家のじいちゃん、認知症なの」と周りの人に言えない方がおられます。そんな

ときに、地域の方が認知症のことを正しく理解し、応援してくれる地域を作っていくことが大

切です。 

地域包括支援センターでは、認知症の方を応援する方（認知症サポーター）を養成する講座

を、地域の方や児童、生徒の皆さん向けに開催しております。平成２９年３月末現在で約４千

８百人の方がこの講座を受講し、認知症サポーターとして活躍されておられます。 

市内の小学校でも高学年の皆さんを対象に実施しておりますので、瀧本議員も他の議員も機

会があれば、認知症サポーター養成講座を是非受講してください。ちなみに、私も議会の皆さ

んも講習を受けて、認知症サポーターとなっています。今後、傍聴の皆さんも講座があれば、

ぜひ受講いただければと思います。 
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また、認知症の方が「お家に帰れない」「道に迷っている」ときに、地域の人やお店の人が

みんなで情報を出し合い、捜し出すシステムも作っています。認知症の方についても、瀧本議

員のご意見のとおり地域で支えていくという考えで進めています 

人は皆、必ず高齢者になるのですから、他人ごとではなく「私の事、自分事」として、また

「負担」ではなく「支え合っている」という気持ちを我々が持つことが一番大切です。 

地域包括ケアセンターは、正に今回の瀧本議員のご意見を実行するために設置された施設で

す。困ったことなどがありましたら、気軽に相談できますので、お知り合いの高齢者の皆様や

そのご家族の方へ、是非、「地域包括ケアセンターへ行ってみられ」とお伝えください。 

 ありがとうございました。 

議 長  次に、１０番 清野議員、発表をお願いします。 

「南砺市の木をもっと活用しよう」  清野議員 

僕は、なやかふぇで山瀬さんからお話を聞きました。南砺市は面積の７８パーセントが森林

ですが、その多くは手入れされず、放置されているそうです。 

利用される木材は、大体外国産のもので、南砺の森林が生かされていないと聞いて驚きまし

た。南砺市の豊かな自然を生かして、植林して、育てて、切って、運んで、加工して使うとい

う流れを、南砺市が作ればいいと思います。ペレット工場を作って、木材を地産地消し、薪ス

トーブやボイラーを各家庭で使ってもらうように呼び掛けるとよいと思います。山が手入れさ

れるようになれば、災害にも強くなり、石油や原子力に頼らないエネルギーで暮らせるように

なります。問題は、林業を仕事にしている人が高齢化していることです。このままでは、どん

どん林業をする人が減ってしまいます。もっと、南砺市の木材を活用しようと思う人が増えれ

ばいいと思います。そうすれば林業を仕事にしようとする人が増えると思うからです。 

 議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

清野議員の意見についてお答えします。 

日本国内で使われる木材の取引価格はピークの約２割程度に下がっていると言われており、

木材の量も、一番多かった昭和４８年に比べると約６割程度となっています。このようなこと

から林業が仕事として成り立ちにくく、山から木が切り出されずにそのままとなり、森林が荒

れてきている状況となっています。 

このようなことから、南砺の山にある木を燃料として活用しようと、南砺市と民間企業との

協力による木質ペレットや薪を作る工場の整備を進めています。もちろん、山から切り出す木

は、先ほどの質問にもありましたように、家を作る柱にすること、板材として住宅などに使う

ということ、いろいろな使い方がありますが、Ａ材、Ｂ材、Ｃ材、Ｄ材という言い方をします

が、最後、用途がない木については燃料として使うことが一番の目的の一つであります。 

また、木質ペレットや薪を燃料とする温浴施設等へのボイラー導入、木の切り出しに対する

助成や、各家庭でペレットストーブや薪ストーブの購入補助等により、木質燃料の製造や消費

が活発になるような取組みも進めています。 

木質資源の地産地消によって、林業が活発化し、林業を仕事とする人も増え、山の手入れが

進むことで、健全な森林の姿が保たれていくことを期待しております。 

森林は、土砂崩れや洪水を防いだり、私たちに心の潤いを与えるなどの大きな働きがありま

す。清野議員がおっしゃるとおり山の手入れはとても大切なことであり、森林資源の豊富な南

砺市としても積極的に取り組んでいくべきものと考えております。 
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議 長  次に、１１番 田中議員、発表をお願いします。 

「木質燃料を使おう」  田中議員 

ぼくは、木質燃料の使い方を提案します。 

先日見学したなやかふぇの山瀬さんが「南砺市の７８パーセントが森林だからもっと使わな

いといけない」と言っておられました。そこでぼくは、せっかく豊富にある南砺市の森の木を

もっと使わないといけないと思い提案します。 

まずぼくが考えたのは、南砺市の各家庭に木質ボイラーや薪ストーブなどを置くことです。

しかし、木質ボイラーや薪ストーブは、薪をひんぱんにくべたり、灰の処理や機械の整備など

手間がかかるので、忙しい今の暮らし方を変えなければいけないし、お金が普通よりも多くか

かるので、利用されにくいのではないかと考えました。それに、家庭で使う燃料の消費量は少

ないので、森の木もあまり減らないし、せっかくたくさんの燃料を作ってもあまり売れません。

それでは森の資源が活用できません。 

お父さんやお母さんから森の資源を上手に使っている国があると聞きました。そこで、海外

ではどのように木質燃料を使っているか調べてみました。 

海外では、各家庭はもちろん、工場や学校、体育館やプール、それにハウス栽培の暖房をと

して木質燃料が使われていました。 

人がたくさん集まる大型施設に木質ボイラーを付けることによって、木質燃料の活用も進む

し、今まで使用してきた化石燃料や電力の使用を減らすことができます。南砺市に豊富にある

森の資源を活用して、環境にやさしい燃料消費のサイクルができあがります。 

それに、ハウス栽培に利用すれば、冬でもいろいろな種類の花の栽培が可能になり、新しい

産品が産まれるかもしれません。 

このような取り組みによって、森も元気なるし、空気もきれいになり、暮らしやすい南砺市

になると思います。そして、それだけではなく、南砺市民の生活の仕方も変える必要がありま

す。安さばかりを追い求めたり、面倒くさい気持ちや楽をしたいと思う気持ちをなくして、山

瀬さんのおっしゃったように、手間も楽しんで自然と一緒に暮らしていくという考えを持てる

大人が増えるといいと思います。ぼくもそんな大人になりたいと思います。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

田中議員の意見についてお答えします。 

エコビレッジ構想は、自然と共に生活し、人と人とが支えながら自然を大切にし、環境への

問題を考えながら暮らす、そのことが真の豊かさであるという「新しい暮らし方」を目指すも

ので、田中議員の意見は、エコビレッジ構想を進めるうえで大変勇気付けられるものです。 

南砺の豊富な森林資源の利用を促進するため、木質ペレットや薪の木質燃料を製造する組合

が設立され、製造工場の整備が進められています。 

南砺市では、住宅にペレットストーブや薪ストーブを設置する際の購入代金の補助制度や、

木質燃料を大量に使うペレットボイラーや薪ボイラーを公共施設、例えば桜ヶ池クアガーデン

ですとか市内のプールなどへの導入を積極的に進めているところです。 

これらの取組みにより、木質燃料の製造、販売、消費までの一括した流れの構築を目指して

おり、新しい地場産業として担っていって欲しいと考えています。 

また、木の皮やくずが分解される過程で発する熱を利用したハウス栽培や、木材の不要な部

分で割り箸を造るなどの取組みも行われています。 
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南砺の豊富な森林資源を、全て木質燃料として使うわけではなく、住宅の柱などの材木利用

も大変重要であり、柱などを作る過程で、不要となった部分を、燃料などとして利用するのが

本来の形と考えています。森林資源を余すことなく使う仕組みを作り上げることで、元気な山

に囲まれた、自然と一緒に暮らしていける南砺市になれると考えています。 

議 長  次に、１２番 梅本議員、発表をお願いします。 

「南砺市の未来とわたし」  梅本議員 

日本は、今、東京に住む人は年々増えてきているのに、南砺市は反対に減ってきています。

南砺市の人口を増やすために、わたしはこうすると良いと思います。 

それは、今よりもっと若い人の交流の機会を増やすということです。それによって南砺市で

結婚する人が増え、人口が増えると思います。 

若い人の交流を増やすには、市内の高校に南砺市ならではの科をつくると良いと思います。

例えば、南砺市には地域包括ケアセンターがあります。地域に暮らすだれもが生き生きと暮ら

せるように活動しておられる所です。わたしは、将来看護師になり、地域の人が健康に暮らす

ことができるように手伝いたいので南砺市の高校に看護科を作って欲しいと思います。高校生

の頃から地域包括ケアセンターなどで看護について勉強したり体験したりして、夢の実現につ

なげていきたいと思います。 

他にも、南砺市には、桜クリエがあります。若い人がものづくりなどの創造的な仕事ができ

るように支援しています。そこで、デザイン科を作って高校生も桜クリエで勉強できると良い

と思います。アニメが好きな人やもっと南砺市をＰＲしたい人などデザインに関することを勉

強したい人は多いと思うので良いと思います。 

これらの科をつくることによって、南砺市以外からもたくさんの人が来ると思います。若い

人が増えると若い人同士の交流が活発になり、南砺市で結婚する人の増加につながるかもしれ

ないです。 

 南砺市、日本の人口を増やし、未来をより良くするために、これらのことを提案します。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

梅本議員の意見についてお答えします。 

梅本議員のご意見のように若い人たちを市内に呼び込む方法を考えていかなければならな

い、そのことが南砺市の人口を増やすことにつながるということは私も同じ思いです。 

今ほど、市内の高等学校に「看護科」や「デザイン科」などの南砺市にしかないような、特

色のある学科を設置して、若い人、特に高校生の交流機会をつくればという提案をいただきま

した。現在、市内には３っつの高校があります。その中で、普通科、農業環境科、福祉科、国

際科がありますが、高等教育については富山県が管轄で、高等学校にどのような学科を置くか

ということは、県の教育委員会が最終的に決定する訳です。南砺市としても、このような科を

作ってほしいというお願いをすることはできるかも知れませんが、現在、県全体で高校再編の

議論が進められています。中学校を卒業する人数がどんどん減少する状況にある中で、どんな

特徴的な科を作るかに関しては、重要な議論だと思います。 

ここでニュースですが、桜クリエを中心にアニメの事業を行っていますが、昨日、全国で８

８ヶ所のアニメの聖地ということで、「true tears」という作品の聖地として南砺が選ばれま

した。現在も「サクラクエスト」という作品が上映されており、アニメに対する注目度が高く

なっている状況です。 
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梅本議員は、看護師となって地域の人が健康に暮らせるよう手伝いたいとの目標をすでにも

っておられ、本当にすばらしいと思います。将来ぜひ南砺市の病院などで看護師として働いて

いただけること期待いたします。富山県内では高等学校から５年で看護師の資格を得るために

学べる、県立富山いずみ高等学校がありますし、高等学校を卒業してからでも看護師の資格を

勉強する大学、短大や専門学校等があります。 

進学する際には、市では「南砺市看護学生修学資金貸与制度」を設けており、有利な制度で

すので、積極的に支援を行っていきたいと考えています。看護師を目指して頑張っている学生

を支援しています。梅本議員も将来看護師になって、地域の人たちのために活動するという夢

を実現できるように頑張ってください。市としても、そういった方を応援したいと考えていま

す。 

議 長  次に、13番 細川議員、発表をお願いします。 

「人とのつながりを感じ笑顔あふれる南砺市」  細川議員 

私はもっと南砺市を人と人とのつながりが感じられ、町の中を笑顔あふれる市にしたいです。

南砺市を人のつながりを増やして笑顔があふれ、活気のある市にしたいと思ったからです。 

そのためには、南砺市の小学生同士の交流や地区や町ごとにワークショップを開いたりして、

人との交流をより強める必要があります。 

そうすると、笑顔あふれる南砺市になると思います。 

私はそうするための案を３つ考えました。 

１つ目は小学校同士の交流授業です。これは、小学校の頃から交流を深めることによって、

大人になっても関係が続くようになるのではないかと思い、考えました。 

内容は例えば、福野小と福光東部小の交流授業で一緒にボランティア活動をやってみたり、

仲良くなった記念にドッヂボール大会を開いたりします。ドッヂボールなら男女問わず遊べる

し、白熱もするので、とても楽しく遊べると思います。 

楽しく遊ぶので笑顔になるし、交流授業の後も一緒に遊ぶことで、絆が深まり友達もたくさ

んできます。 

２つ目は、他校の先生との授業です。 

前に福光東部小で吉江中学校の数学の角先生に来ていただいて授業をしました。 

その授業では色々なお話をお聞きすることができ、新しい発見や興味が出てきました。 そ

れと同様に福光南部小の先生に井波小の授業に行っていただいたりするといつもの学校の先

生ではないので、新鮮な気持ちで授業をいつも以上に楽しく受けることができると思います。 

またその授業やその他の時間に福光南部小のことを教えてくださったり、福光南部小の友達

と会った時に、その先生のことで、話が盛り上がったりもするのでその友達とより仲良しにな

れます。 

３つ目は南砺市小学校合同学習発表会です。内容は、小学生の皆がその年に発表した劇や作

品を見せ合う発表会です。 

これは小学生だけでなく幼児から、老人まで、幅広い世代の方が入場無料で入れるようにし

ます。また小学生が自分たちで飲み物や食べ物を販売して出た利益を、社会福祉協議会などに

寄付します。 

販売を通して人とのつながりを感じ寄付することで、地域の方に役立つこともできます。 

以上の３つを私は提言します。この緑の里からさきがけて、人とのつながりを感じ、笑顔あふ

れる南砺市になってほしいと思います。 

これで私の提言を終わります。 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  
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市 長  田中 幹夫 

細川議員の意見についてお答えします。 

交流授業について、小学校同士の交流と言えるものは６年生の連合運動会や特別支援学級の

合同学習などに限られます。福野小学校での演劇鑑賞に利賀小学校が参加するなどの事例もあ

りますが、それぞれの学校の事情もあり、簡単には交流授業ができないというのが現状です。 

一方、近年南砺市では、ＩＣＴを活用し、大型ディスプレイやタブレットパソコンを利用し

た遠隔協働学習に力を入れています。既に上平小、利賀小、井口小の３校では、一昨年から合

同の授業を始めていて徐々に成果が現れ始めています。３校の子どもたちは卒業後も中学校で

合同授業を行っており絆が深まってきているところです。今後、ＩＣＴ遠隔協働学習が普及す

れば他校と交流授業ができるようになるのではないかと期待し、進めていきたいと考えていま

す。 

続いて、他校の先生の授業を受けようとのことですが、細川議員がおっしゃられているとお

り、いつもと違った先生の授業を受けることで、新しい発見があったり、新鮮な気持ちで授業

を楽しく受けられるというのはたいへん良いことです。 

南砺市では、平成２６年度より小中学校連携の取組みとして、市内全ての校区の小中学校で

乗り入れ授業を行っています。これは小学校６年生の皆さんが中学校へ入学したときに、少し

でも不安感が軽くなるよう、中学校の先生が小学校で授業をしたり、逆に小学校の先生が中学

校で授業をしたりするものです。現在のところ、小学校同士の乗り入れ授業は考えておりませ

んが、提案のありました意見を参考に、可能であれば進めていきたいと思います。 

また、市内小学校全体の合同学習発表会についてですが、非常に斬新な素晴らしいアイディ

アです。しかしながら、現在それぞれの学校で実施している学習発表会はどうするのかや、会

場や移動の問題、そして何より各小学校の学習発表会の日程は、それぞれの地域の行事を考慮

して決められていることから、一斉に開催するための日程調整など、これらの理由から課題も

非常に多いと思われます。 

例えば、それとは別に、先ほどのＩＣＴを活用した大型ディスプレイなどを利用することで、

お互いの発表を可能な範囲において、リアルタイムで鑑賞するなどといったことが可能になる

のではないでしょうか。全ての授業でＩＣＴを活用すれば良いというわけはありませんが、地

理的な制約がある南砺市では効果的に活用できるのではないかと考えています。 

議 長  次に、14番 早川議員、発表をお願いします。 

「南砺の木をもっと使おう」  早川議員 

わたしは、もっと南砺の木を資源として使えばよいと思います。 なぜそう思ったかという

と、なやかふぇのオーナーの山瀬さんが、南砺市の森林をもう少し手入れしていれば、木の根

っこは水を蓄えるから洪水にならないし、土砂崩れが起こらず、災害がもう少し軽くすんだか

もしれないと言われていたからです。また、南砺市全体の木が１年間に太る量で約２,０００軒

も家が建てられると言われていました。 

わたしは、外国の木ではなく南砺の木を使って家を建てたり、南砺の木を資源などにしたり

して使ったりすればよいと思います。たとえば、薪ストーブや薪ボイラーは高いけれど、薪は

ほとんどもらったものだからただと言っていたので、もっと木を採り過ぎないくらいに使えば

いいと思います。また、家の材料に木を使えばとても気持ちよく過ごせます。 

わたしの家にも木で作ってあるものがあります。たとえば、箸やスプーンや机や本棚、椅子

などです。だから、もっと木を使う家が増えればいいと思います。 
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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 

早川議員の意見についてお答えします。 

議員が提案されたように南砺市は多くの森林に囲まれており、森林を資源としてより多く活

用していくことがとても重要です。 

学校や会社、公共施設などの床や天井、壁に木材が使われていたり、机や名札が木で出来て

いると、木の温もりや素晴らしさを身近に感じることができます。 

議員が提案されたように、南砺の木を使って家を建てたり、家具や食器を作ったり井波彫刻

のような芸術作品として活用していかなければなりません。南砺市では、市産木材の利用を進

めることと、林業を活性化することを目的として、市産木材を利用して住宅を新築・改築され

る人を応援しています。 

南砺市の木材をもっと多くの人に知ってもらうために、その“魅力”を再発見し、発信・ア

ピールしていくことが欠かせません。皆さんが通っている学校では、教室や職員室、トイレな

どを案内するサインを、井波彫刻で作ってありますが、これも木の魅力をＰＲする取組みのひ

とつです。 

議 長  次に、15番 田原議員、発表をお願いします。 

「南砺市の祭りや行事をもっと身近にしよう」  田原議員 

ぼくは、南砺市の祭や行事をもっと身近にしたいと思っています。 

しかし、今の南砺市の祭や行事は、入場者数が減っています。スキヤキ・ミーツ・ザ・ワー

ルドの、２００６年～２０１３年までの入場者数をインターネットで調べてみると、２０１２

年までの入場者数は年々多くなっていますが、２０１３年の入場者数は、約１，０００人少な

くなっていました。 

そこでぼくは、県外や外国の人達にぜひ南砺市の祭や行事に来てくださいとインターネット

やその国の言葉でかかれたポスターを使って宣伝することが大事だと思っています。そして、

県外や外国からたくさん人が来ても大丈夫なように、南砺市の宿泊施設の数を増やしたり、他

の市と連携して、宿泊施設を確保したりしたらいいと思います。県外や外国の人がたくさん来

て、祭りや行事ｇあ盛り上がれば、南砺市民も祭や行事にたくさん来て、もっと身近なものに

なると思います。 

あと、ぼくの通っている福野小学校では、毎年アメリカのリッチモンド小学校との交流があ

り、１週間ですが楽しみました。祭や行事を通じて外国の人や県外の人との交流ができればい

いと思っています。また、人がたくさん来ると近くのスーパーなどの売り上げが良くなるし、

世界遺産の五箇山合掌造り集落にもたくさんの観光客が来ると思います。 

南砺市には、いろんな祭や行事がありますが、ぼくは、福野のスキヤキ・ミーツ・ザ・ワー

ルドや福野夜高祭ぐらいしか知りません。こういう人は、ぼく以外にたくさんいると思います。

ぼくは、もっと南砺市の人に祭や行事の様子を動画にしてインターネットに出せばいいと思い

ます。そうすれば、ぼくみたいな人に南砺市にはこんな祭や行事があるんだと知ってもらえる

と思います。そして、もっと南砺市の人の中で身近になればよいと思います。 

みんなで南砺市の祭や行事をもっと身近なものにしていきましょう。 

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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田原議員の意見についてお答えします。 

南砺市には「城端曳山祭」や「福野夜高祭」「こきりこ祭り」など、多くの歴史ある伝統文

化をはじめ、「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」や「劇団 SCOT」「いなみ国際木彫刻キャ

ンプ」など多彩で魅力的な文化芸術が存在している、いわば「文化芸術の宝庫」です。 

平成２３年には、伝統的な文化と創造的な文化の共存と地域振興が高く評価され、全国では

確か１７番目、北陸では金沢市に次いで２番目となる文化庁長官表彰「文化芸術創造都市」を

受賞しています。 

議員ご指摘の「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」の入場者数が２０１３年に前年から約１,

０００人減少したことは、会期中に豪雨に見舞われたことが最大の理由であります。その後、

２０１４年は１１,０００人、２０１５年は１２,０００人の入場者数があり、毎年盛況に開催

されています。 

南砺の祭りや行事のPRにつきましては、主催者や市及び観光協会がポスターやパンフレッ

トを作成し県内外へ発送するほか、インターネットを利用して情報発信を行っています。現在

では、ＳＮＳが全国として世界へ広がる手段ではないかと考えています。昨日、一昨日も、ス

キヤキ・ミーツ・ザ・ワールドと利賀の演劇に行ってまいりましたが、多くの外国からのお客

様が、ＳＮＳを使って発信をしておりました。このことで、さらに広がっていくと思います。 

市内の祭や行事を市民の皆様にもっと身近なものにしよう、という議員の思いはとても重要

です。まちづくりの主役は、他ならぬ市民の皆様であります。まずは、私たち市民一人ひとり

が南砺のお祭りや行事をよく知って好きになること、そして、それを伝道師として多くの人に

伝えることが重要だと考えております。このことを、これからも市民の皆さんと進めていきた

いと思います。 

次に、宿泊施設を確保しようとの意見についてお答えします。 

議員ご指摘のとおり、福野地域のスキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド、夜高祭そして城端地域

の曳山祭のような大きなイベントでは、宿泊施設が不足する場合があります。南砺市としても

多くの観光客の皆様に宿泊していただきたいと考えています。 

その解決方法の一例として、利賀地域の山野を駆けるスポーツイベントとして開催している

「ＴＯＧＡ天空トレイルラン」では、選手の宿泊を一般のご家庭で受け入れました。いわゆる

イベント民泊ですが、イベント期間中の宿泊施設が不足する問題を解消するとともに、地域住

民との交流促進や、買物をたくさんしてもらえる効果につながったと思います。 

田原議員が、ご指摘されたリッチモンド小学校との交流によく似ており、南砺市では「観光

客を受け入れる新たな方法」の一つとして注目しています。 

また、南砺市ではゲストハウスと呼ばれる宿泊施設が増えてきていますが、宿泊施設を新し

く作ろうと考えている人や、古くなった施設や空き家を直してゲストハウスにするといった人

がいらっしゃれば応援する仕組みもありますので、是非、たくさんの人が南砺市に来て、市民

の皆さんと触れ合い、身近に感じていただければと考えております。 

議 長  次に、16番 安田議員、発表をお願いします。 

「南砺市の森林をもっと大切にしよう」  安田議員 

南砺市は全面積の約８割が森林でとても多いです。多いことはいいのですが、その多くは手

がつけられていなくて荒れてしまった森林です。そこで、これからぼくは森林を大切にしない

とどうなるか、森林の大切さを説明します。 

森林は大切な役割を持っています。森林をしっかり手入れすれば土砂災害などの災害を防げ

ることをはじめ、キャンプ場などのやすらぎやレクリエーションの場所を作ることもできます。

逆に手入れが行われないと災害が起きてしまいます。レクリエーションなどの交流の場が減る

と人との関わりが減り、「南砺市っておもしろいところあまりないなあ」という悪いイメージ

を持つ人もいるかも知れません。なので、やはり森林を手入れをするって大切だとぼくは思い
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ます。手入れをすると間伐材が出ます。育ちが悪いと使えないからこのままでいいやと言う人

がこの世の中に何人もいると思います。なやかふぇの山瀬さんは、木で家も建てられるし、ペ

レットなどを燃料としたストーブを使えば外国の木を輸入したり買ったりするお金が少し減

り、たくさん交流の場が作れると言われました。ペレットなどの燃料を使うと、わざわざ外国

から化石燃料を買わなくても南砺市の木で作れるのでお金がかかりません。南砺の木材を使う

方法はほかにもあります。例えば、椅子や机を木で作ったり、新しく建てる家に市がお金を出

してあげて薪ストーブをつけることもできます。こうすると森林はきれいになり、交流の場が

増え、とてもよい南砺市ができると思います。 

ぼくは南砺市ってすばらしいと思います。でもさっき言った通り、まだたくさんの問題があ

ります。ぼくは、森林の保護や育成によっていろんな問題が解決すると思っています。ぼくは

森林を大切にすることが大事だと思います・ 

議 長 答弁をお願いします。田中市長。  

市 長  田中 幹夫 

安田議員の意見についてお答えします。 

議員が話されたように森林を大切にすることはとても大事なことだと思います。 

そのため、森の中でオリエンテーションや植樹活動などのイベントを行ったり、間伐材を利用

したりといろんな取組みを行っています。 

その例として議員が提案されたように、南砺市の木を使った家を建てたり、薪や木くずを燃料

として使うストーブが普及するように、市は応援体制を整えています。 

また公共施設のエネルギーとしても、木材を薪やペレットに加工したものを利用しています。 

南砺市にある膨大な自然を活用し、大切にしていくためにはいろいろなアイデアや視点が必要

です。これから南砺市の未来を担っていく皆さんとともに木の使い方を考えたり、新たなレ

クリエーションを取り入れるなど、森林を大切に守っていきたいと考えていますので、ぜひ

皆さんと一緒に取り組んでいきましょう。ありがとうございます。 

議 長  これをもちまして、発表と答弁はすべて終了いたしました。 

   ここで、一言ごあいさつ申し上げます。 

子ども議員の皆さん、本日の意見発表大変お疲れ様でした。慣れない場所での

発表であり、ずいぶん緊張もしたと思いますし、たくさんの傍聴者もおられた

ということでしたが、どの発表も堂々として立派な発表ではなかったかなと思

いました。子ども議会ならではの斬新な意見やいろいろな提言をいただいたと

ころであります。これからの市政にぜひとも私たち議員も取り入れていきたい

と、あらためて感じたところであります。特に、南砺市のことが大好きになっ

て、南砺市の人々が笑顔あふれる、そんな元気な南砺市にしましょうというご

意見や、そしてまた、南砺市を住んでみたいところに変えていき、人口増につ

なげていくことで、賑やかな市にしていきましょう、そんな前向きなご意見も

たくさんありました。そんな風に思います。ぜひとも、皆さんと一緒になって、

元気で賑やかな市にしていきたいものだと、あらためて思っている所です。 

今年の夏は、随分と暑い日や大雨が続いたりした中において、南砺市内のいろ

んな施設を巡っていただいたと思いますが、南砺市には、まだまだいろんな沢

山の伝統や文化ある施設、そしてまた、祭りや行事もたくさんあります。これ

からも、南砺市のいろんな所へ行ったりして南砺市と関わっていただきたいと

思いました。子ども議員となった皆さんの、これからのますますの活躍に期待

したいと思います。 

皆さんには、進行にご協力いただき、大変ありがとうございました。 
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以上で、第4回南砺市夏休み子ども議会を閉会いたします。 

皆さん、ご苦労さまでございました。 

午後４時１０分 閉 会 
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■活動記録写真 

＜７月３０日（日）＞ 

【開会式】子ども議員当選証書付与 

【勉強会】市について学ぶ＠福野庁舎 

【市内見学】文化資源を学ぶ＠ヘリオス 

【市内見学】農業資源を学ぶ＠湧々農場 【市内見学】ものづくりを学ぶ＠桜クリエ 

【市内見学】地域包括ケアを学ぶ＠アスモ 

【開会式】記念撮影 

【市内見学】地域資源を学ぶ＠なやかふぇ 
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   ＜8月２７日（日）＞ 

【発表会】子ども議員意見発表 【発表会】子ども議員意見への市長答弁 

【閉会式】修了証授与 【発表会】大勢の方が傍聴 
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