
第５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。 



目  次 

◇第５回南砺市夏休み子ども議会活動記録   ………………………１ 

◇第５回南砺市夏休み子ども議会発表項目一覧表  ………………………2 

◇第５回南砺市夏休み子ども議会発表会   ………………………3 

 １ 開会      …………………3 

  【発 表】 

 ２  １番 宮﨑議員       …………………3 

 ３  ２番 小西議員      …………………5 

 ４  ３番 上坂議員      …………………7 

 ５  ４番 細川議員      …………………8 

 ６  ５番 高瀬議員      …………………9 

 ７  ６番 安田議員     …………………11 

 ８   ７番 松 議員      …………………12 

 ９ 閉会       ……………………14 

◇活動記録写真      ……………………16 



■第５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３０年7月３１日（火） 

  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＞ 

    10：55 「頑張っている地元のお店に行こう」 

【訪問先】エピスリー・スリジェ 

    11：40 「もっと森を元気にしよう」 

【訪問先】城端桜ヶ池「自遊の森」 

    13：05 「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」 

    15：10 「世界遺産を守ろう」 

       【訪問先】世界遺産菅沼合掌造り集落 

    16：00 「健やかな成長を応援しよう」 

       【訪問先】福光保健センター 

  ４ 作文指導 時 間  午後４時００分 

     会 場  南砺市福野庁舎２階 講堂 

【作文指導】 

  １ 日 時 平成 30年８月12日（日） 午前 8時 30分から 

  ２ 会 場 南砺市福光庁舎４階 402会議室 

 【作文最終仕上げと発表会リハーサル】 

  1 日 時 平成 30年 8月 19日（日） 午前 8時 30分から 

  2 会 場 南砺市福光庁舎4階 402会議室、５階 議場 

【発表会】 

  １ 日 時 平成 30年８月25日（土） 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 30年８月25日（土） 午前 10時 15分から 

  ２ 場 所 南砺市福光庁舎５階 議場 
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■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「町を楽しく明るくしたい」 

 項目①街に公園など人が集まるところを作り、人口を増やそう 

１番 

宮﨑議員 

2 

タイトル「自然豊かな緑の南砺市になるために」 

 項目①小中学生や高校生、大学生を対象とした自然を大切にするプロジェ

クトを取り入れよう！ 

2番 

小西議員 

3 
タイトル「南砺市の森林の手入れについて」 

 項目①森林を手入れしてもらうためにブランド化や宣伝に力を入れよう 

３番 

上坂議員 

4 

タイトル「南砺市を木の町にしたい」 

 項目①南砺の森林面積を増やし、資源を住宅や燃料、鉛筆などに活用しよ

う 

４番 

細川議員 

5 
タイトル「南砺市の伝統行事を広めよう」 

 項目①全国から人を呼んで伝統行事を守っていこう 

５番 

高瀬議員 

6 

タイトル「夏でも食べやすいパンみしたい！」 

 項目①市内農家の皆さんが育てた野菜を使った、夏でも食べやすく、ヘル

シーなパンを南砺のブランドにしよう！ 

６番 

安田議員 

7 

タイトル「大学をつくる」 

 項目①南砺に大学を創り、芸術、芸能や伝統工芸、農業、先端技術を学べ

る環境づくりをしよう！ 

７番 

松 議員 
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■第5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。 

午前 9時 0０分 開 会 

議 長  子ども議員の皆さんこんにちは。 

今ほど事務局からご紹介がありました南砺市議会議長の才川昌一でございます。 

今日は、子ども議会発表会の議長を務めてまいります。よろしくお願いをいたしま 

す。 

それでは、ただいまから第５回南砺市夏休み子ども議会発表会を開催いたします。 

本日は子ども議会議員として南砺市内の小学５、6年生７名が出席をしておられま 

す。皆さん全員から意見発表の通告を受けておりますので、これを順次行っていただ 

きます。 

発表項目及び答弁する方は皆さんのお手元にお配りしている通りであります。 

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 宮﨑議員、発表をお願いします。 

（宮﨑議員 登壇・発表） 

「町を楽しく明るくしたい」 

わたしは、人口を増やすために、街に公園や広場があれば、いいと思います。 

それは、城端、福光などは、遊ぶ場所が少ないからです。東京などは、有名な場所がたくさ

んあって行ってみたいと思っている人や住んでみたいと夢を見る人もいます。大人になって、

東京などの大都会へ行く人が増えるので、南砺市の人口が減ってきています。南砺市にもみん

なが楽しめる場所などあれば、行ってみたいと思ってくれる人が増えるのではないかなと考え

ました。 

それに、広場があることで、町の大人の人が子どもを連れて休けいできたり、子供達も、そ

こで友達が作れて、町に親しみやすくなってくれると思います。 
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そして、暑い夏でも、屋根をつけて、軽い運動ができるようにすれば、お母さんたちも運動

ができて、子供の面どうも見られて、安心することができます。ストレスやひまんの対策にも

なります。 

広場の近くに買い物ができる店をつくれば便利です。 

子供が増えても、「大じょうぶ」と思ってもらえると思います。 

広場にゆう具やベンチを置いて、子供が元気に体を動かせて、楽しく遊ぶことができて、南

砺市はいい所だなと感じてもらえます。そして、南砺市に住んでみたい人が増えると思います 

私は、お母さんや子供が安心して集まって話をしたり、運動できる、みんながつどえる広場

を作ることを提案します。 

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 

宮﨑議員の意見について、私の方からお答えをいたします。 

まずは、町を明るくしたい、楽しくしたいという、本当に私もそうしたいなと思っている提

案をいただきました。その内容といたしましては、街に公園など、人が集まる場所をつくれば

どうだろうか。そのことによって、行きたくなる、住みたくなる人が増えるんじゃないかとい

う提案でございました。 

まさに、今われわれが取り組んでいます地方創生の事業の一番大事なところを提案いただい

たということであります。本当にありがとうございます。楽しく明るいまちづくりというのは、

本当に私たちが進めていなければならない事業だと思います。 

特に南砺市の特徴からいいますと、先ほど宮﨑議員がおっしゃったとおりで、街の中に公園

が少なかったり、また人が集う場所が少なかったりというのがやはり課題だと思います。  

まず、原因の一つとしては、これはもう１５年前ほどになるんですけれども、４町４村が合併

してできたのが南砺市なんですね。その中で、いろんなところに集まる場所が分散していると

いうのが、良い点でもあり悪い点であるかもしれませんけれども、そういったことで、公園が

街の中にないということよりも、ちょっと離れるとまた大きな立派な施設があるということも

皆さんに見ていただきたいなと思います。  

例えば、城端の桜ヶ池の周辺に行きますと、池があって、そして芝生広場があって、そして

子供たちが遊べる遊具もあり、大人が遊べるスケートボードだとか公園もあり、岩登りのでき

る施設もあったりして、いろいろと施設は整っています。   

また、街の中でいいますと、福野には、猿ヶ辻公園のような、小さな子供たちが安心して遊

べるような小さな公園もあります。 

こういうことが、いくつか拾ってみますと、何箇所かあるんですけれども、なかなか買物の

場所だとか、人が集まる場所とか集まっていないというところが少し原因ではあるかもしれま

せん。 

しかしながら、市としましては、例えば街の中にある体育館だとかそういったところにお父

さんお母さんと子供たちが集まる場所ができないだろうか、そういったことも考えています。 

福野の体育館の横にプールがあるんですけれども、そのプールの中に子育て支援といいます

か放課後児童保育の場所をつくったり、体育館のロビーでもいろいろと子供たちが集える場所

を設置したり、そういったことを今取り組んでいるところでございます。  

また、小さな子供から、中学生くらいまで、いろんな道具といいますか、ブランコや鉄棒、

それよりもっともっと楽しく遊べるようないろんな設備が必要になってきますので、バランス

よく今後町の中に設置していかなければならないいというふうに今、思いました。 

一つはですね、街の中というのは割と、法律でこういうものはつくってよい、これはダメと
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いうルールが実はあるんですけど、先ほど宮﨑さんがおっしゃったように、街の中に例えば空

き家があったり、そこに公共施設の今後どう使おうかというものがあったりしたときに、集い

の場、皆が集まる場所、そしてそこから図書館だったり、ショッピングセンターだったりそう

いったところが近い場所に設置できればなというふうに思いました。 

人が多く集まるまち、安全で、安心で暮らせるまちを目指して、また皆さんの意見をいただ

きながら進めてまいりたいと思います。 

大変すばらしい提案をいただきましたので、しっかりわれわれも勉強させていただきます。

ありがとうございます。 

議 長  次に、２番 小西議員、発表をお願いします。 

（小西議員 登壇・発表） 

「自然豊かな緑の南砺市になるために」 

わたしは、南砺市が、自然に囲まれた、緑の南砺になっていくための取り組みについて意見

を発表します。わたしは、もっと、山の木を手入れすると、きれいな南砺市になると思います。 

そのわけは、子ども議会で桜ヶ池の自遊の森へ市内見学に行った時、杉の木があまり手入れ

をされていないということを知って、もっと、自然を守ることができれば、よりよい南砺市に

なると思ったからです。 

けれど、杉の木などは急なしゃ面に植えられていることが多く、手入れをするのはむずかし

いと聞きました。また、木の苗を植えたとしても、木が大きくなるには５０～６０年ほどかか

り、苗を植えた人も、どんどんと年をとっていってしまうので、手入れがあまりされていない

原いんの一つということも聞きました。また、杉の木がどんどんとのびてしまい、手入れをし

ないことで、日光が全体的に葉に、あたらなくなってしまって、かれてしまいます。そこでわ

たしは、木の苗をゆるやかなしゃ面に植えることによって、みんなが手入れをしやすくなると

考えました。また、小学生や中学生が自然の大切さについて学ぶことができるじゅ業や、大学

で自然と深く親しむことができるプロジェクトや、自然のことについて学ぶことができる学部

などを取り入れ、若い人たちに受け継いでもらえるような工夫もしていけば、よりよい南砺市

になると思います。 

最近では、木はいろいろな物に利用されます。家具や燃料、はしやえん筆などにも利用され

ているので、木は私たちの生活になくてはならないものだと思います。 

わたしの意見の一つ目は、木の苗を手入れのしやすいゆるやかなしゃ面に植えるということ

です。二つ目は、木の手入れをわかい人に受け継いでもらうために、小中学生や高校生、大学

生などを対象に、自然を大切にすることについて学ぶことができるプロジェクトを取り入れれ

ばよいのではないのかという意見です。わたしは、自然豊かな緑の南砺市を、次の世代にどん

どんと受け継いでもらい、緑の南砺市として、全国に知られるようになれ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 

小西議員の意見について、私の方からお答えをいたします。 

私たちの暮らしを考えてみてください。 

私が小さい頃は、家も周りも山にある木を使って、自分の家を実はつくったりしていました。
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そして、ストーブをたいて、山から持ってきたまきをたいて、そこで煮たきをしてご飯をたい

てそういった暮らしをしていました。日本は、もしくは地方はずっとそういう暮らしをしてき

たんですけれども、途中から木の材料で家を建てるときに、お金の価値でいくと非常に木が高

くなったり、海外のものの方が安く入ったり、いろんなことがあって、実際われわれの家はコ

ンクリートや鉄でできたり、いろんなことが時代が変わって、自分たちの山の木を使わなくな

ってしまったのが、やはり大きな原因の一つだと思っています。経済が変わってきた、もしく

は木を使わなくても生活できるようになってきたということだと思います。 

そういったことから、地方の山はどんどん手入れがされなくなりました。そして、自分たち

の山であってもなかなか手入れをしてその木を使おうという人が少なくなって、そして、だれ

も手入れをしない山ばかりが実は増えてきたのが今の問題です。 

ですから、小西議員がおっしゃるとおりでありまして、われわれは南砺の財産である木、森、

自然、そういったものをちゃんと守って、次の世代に伝えていく、つなげていくことがたいへ

ん重要だと思いました。 

これから私たちが、この山を、そして木を使い、環境を考えることはもちろんですけれども、

本当にうれしかったのは、みんなが、小学生がそのことに気づいてみんなでやろうよといって

いただいたことがほんとにうれしく思いました。 

４～５年前でしたか、エコビレッジ構想という構想を南砺市でつくったときに、城端小学校

の子供たちが同じような提案をしてくれました。森が荒れているので、みんなで森のことをも

うちょっと勉強しよう、森のことを考えようといって、提言をしてくれました。 

そういう森が身近にある、森が目の前にあるという南砺のよさを子供たちといっしょに考え

ながら進めていくべきだなと思ったことを今思い出しました。 

東京と南砺の違いは、やはり山があって、森があって、そこから酸素がでて、そのことが日

本全体の環境をつくっているといっても、南砺だけではないですが、過言ではないと思ってい

ます。 

最近また、地球全体が温暖化している原因の一つに、山は大事だなということで国のほう

も森林環境税というあたらしい税金をつかって、森をもっともっと活用しようということに

なりました。来年からそういった事業もはじまります。 

そして、南砺市としては、ぜひみなさんといっしょに、例えば、小学校の林があったり、

また、小学校のまわりの花だんにみなさんが花を植えていただいたり、そういったことと同

じように、南砺市はきれいで緑豊かなまちづくりをしていかなければならない、そういった

ことが、最終的には子どもたちの豊かな心を、体をつくっていくんだということを思ってい

ますので、ぜひみなさんといっしょにそのことを考え、取り組んでいきたいと思います。 

また、市ではできるだけ小学校だとか保育園だとか中学校だとか公共施設に木を使いたい、

地元の木を使いたいということで、みなさんの学校も少し周りをみると木が多いと思うんで

すけど、児童館もそうですね、そういったことを今積極的に取り組んでいることころであり

ます。 

また、住宅の応援をするときに、地元の木を使った人には少し補助金を出すといった事業

もしております。そういったことで、できるだけ山の木を使うということを考えていきたい

なと思います。 

今、南砺市は立派な木は家をつくるための材料として使います。そして次に立派な木は壁

にしたり、板にしたりして使います。そして、なかなか材料にならないものは、今度はペレ

ットをつくって燃料として、まきを使って燃料として使って、山の材料は全部使う、そうい

う仕事、そういう事業を今進めています。それをエコビレッジ構想というのですが、森を生

かす技術や、またチェンソーを使ったり、木を切る技術も勉強しなければなりませんので、

森の大学校という事業も今進めていっているところでございます。 

小学生、中学生、高校生、大学生、若い人、いろんな立場で森や自然に関わることが必要だ

と思いますので、市といたしましても皆さんといっしょに取り組んでいく、そういった場をこ

れからも機会を増やしていきたいと思います。すばらしい提案をありがとうございました。 
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議 長  次に、３番 上坂議員、発表をお願いします。 

（上坂議員 登壇・発表） 

「南砺市の森林の手入れについて」 

わたしは、南砺市の森林の手入れについて発表します。南砺市の面積の７８パーセントが森

林です。平成２０年７月の集中豪雨で、山々から流れてきた木々がひ害を大きくしました。そ

こで、森林をできるだけ手入れをすることが大切だと考えました。 

その理由は、木は１００年近く手入れをすれば良い木になります。南砺市の木で、家具やえ

んぴつやわりばしなど、いろいろな物を作ることで、南砺の自然を生かすことができます。ま

た、手入れをすることで良いことがふえます。良いことの一つ目は、まず、南砺市の山々がよ

りいっそうきれいになります。二つ目は、さらに、木が災害を起こすこともなくなり、自然に

とってもわたしたちにとっても、良いことになります。だから、木を手入れして、木から物を

作って、南砺の木を役立たせていきたいと思いました。手入れの方法は大きな木を残すために

小さな木を少しずつ切り、大きな木は残していくという方法でやればいいと思いました。その

ために手入れの大切さをパンフレットなどでせんでんしたり、ブランド化して木の値だんがあ

がるようにする方法です。 

このように、森林を手入れしてもらえるようにブランド化やせんでんなどをして森林がもっ

ときれいになったらいいなと思いました。 

わたしは、この南砺市子ども議会に参加するまで南砺市の森林について深く考えたことがあ

りませんでした。今回、子ども議会に参加して、わたしは、森林の手入れをしっかりして南砺

市の木をブランド化することを提案します。 

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 

上坂議員の意見についてお答えをいたします。 

上坂議員の提案についても、ほんとにすばらしい提案をいただきました。先ほど小西さんと

同じように、森を、森林をちゃんと守っていきましょう、こういう意見でございます。 

もう一度森の役割を考えてみたいと思います。 

森の役割は、私たちの家をつくったり、材料として使うこともありますし、燃料として使う

こともあります。また、森全体をみますと、二酸化炭素を吸収して、そして地球の温暖化を抑

えたり、われわれの住む地域の環境をきれいにしてくれる、そういう役割もあります。また、

まちがいなく、水をきれいに流してくれるということもあります。森はきれいな水をちゃんと

川に流して海までずっとつながっていくわけですし、また、川も森が立派なら川も海もきれい

になる、こういうことになります。 

また、災害が発生したときに、ちゃんと手入れができていれば、根が山の中にしっかりと入

って土砂くずれが起きない、そういうふうにも効果があります。 

最近、思いもしないところで土砂くずれがありますが、山の手入れがなされていないことも

原因の一つなのかもしれないと私は思っております。そこで、やはり木を利用しなければなり

ませんので、南砺市の立派な山には立派な木がありますよということを、上坂さんの提案にあ

りましたように、PRをしていくべきだと思っています。 
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そのなかで、ブランド化、南砺市の木をどうブランド化していくかということはやはり考え

ていかなければならないと思います。そういったことによって、木の価値が高くなって、山の

価値が高くなる、大きくなる。そして、そこへみんなで山をきれいにしようという気持ちもふ

くらんで大きくなるんだと思います。 

例えば、南砺市は家具をつくっている会社もありますし、日本遺産になった彫刻のまちでも

ありますので、そういったことで、いろいろとブランド化をしたり、デザインをしたり、今後

考えていきたいなと思います。 

ちょうど今日、このあと、京都の大学生が、井波の彫刻のみなさんと、どういうデザインに

すればいいのか、どういうものがあればいいのか、そういったことを研究する会に私もでてき

ますけれども、いろんな若い人たちの意見を聞きながら、これからもっともっと南砺市の木を

どう外にアピールしていくのかを考えていきたいと思います。 

先ほどの話にもありましたように、もっともっときれいな森を環境といっしょに守り、また

南砺の木を生かしていきたいと思いますので、ぜひみなさんも身近にある木が、もしくは身近

にあるものが木でできているかどうかということをいつも意識をして、また提案をしていただ

きたい。もしくは、こういうものもできるんじゃないかということを学校でみんなで話し合っ

ていただきたいと思いますので、そのこともよろしくお願い申し上げ、しっかりとわれわれも

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、４番 細川議員、発表をお願いします。 

（細川議員 登壇・発表） 

「南砺市を木の町にしたい」 

私が市長だったら南砺市を木の町にします。 

南砺市の７８パーセントは森林ですが、南砺市の環境ももっと良くなるし、環境が悪い所に

住んでいる人や病気の人などを受け入れる事で、南砺市の人口が増えると思います。 

南砺市の森林を８５パーセントにするためには、木を切った後にボランティアを集めて木を

植えたり、下草刈りをしたりして、山を守っていけば良いと思います。 

木をたくさん使った公共しせつを建てて近くにショッピングセンターなどを建てれば、ショ

ッピングのついでにしせつに立ち寄れるようになって良いと思います。 

たとえば、木の自然館などを作って体験ができるコーナーを作ったりすれば良いと思います。

また、南砺市の木をつかって家を建てた人には、南砺市からえんじょのお金がもらえる取り組

みをしたら南砺市に住む人も増えます。あまった木は、ペレット工場で木をくだいて固めて燃

料にして、それでもあまった木があれば、えんぴつやわり箸に再利用すればむだがなくなりま

す。また、木の特産品を作って、お土産にして観光地に置くのもどうでしょうか。「木の町 南

砺市」という名しょうで南砺市を観光名所にして、移住者には南砺市の木を使った家をていき

ょうしていけば良いと思います。私は、木を大切に育て、木で南砺市をもり上げていくことを

提案します。 

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 

細川議員の意見について私からお答えをいたします。 
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南砺を木の町にしたい、「木の町 南砺市」という名前、新しいインパクトのある提案をい

ただきまして、ありがとうございます。 

ここ４人くらいの意見を聞いて、私たちは本当にみんなが自分たちの地域を見て、よくよく

考えてくれたなと思っています。特に、森林、木、環境といったことについて、一生けん命提

案していただいたことに、大変うれしく思っています。  

よくよく考えてみますと、私たちの周りには、プラスチックだとか、木以外のものがどんど

ん増えてきています。もともと、私たちが着ている服も、このわれわれの地域でつくった糸で、

これを織って服をつくっていた時代もあったわけですね。 

今は、ナイロンのような生地が増えてきていますけれども、例えば、南砺市は、おかいこを

飼って、きぬ糸をつむいで着物をつくって着たり、木綿で服を作ったり、そういった文化がち

ゃんとあったわけですね。暮らしのなかには、木をつかって、もしくは紙をすいて、自分たち

でつくったもので着物を作ったりして、まさに衣食住が全て地域の中でできたのが、われわれ

の先輩たちの暮らしでした。 

今は、例えばスーパーへ行ったり、インターネットで何でも買える時代になりましたけれど

も、やっぱりもう一度、われわれの地域でつくった野菜、お米を食べて、地域でできたものを

大事に使っていく、そういったことを考えていくとその先には、木をどう使おうか、「木の町、

南砺」にするときには、どうあればいいのかを考え、答えが出てくるんじゃないかなと、今日、

細川議員をはじめ、皆さんの木に対する提案を聞いて思いました。 

南砺市の木をつかって家を建てていただくと、少し援助するような制度もありますので、そ

ういったことと、やはり最後まで木の皮まで全部、燃料とか、いろんなもので使っていくこと

も大変重要だと思います。 

今、皆さんにいっていただいたことをトータル的に今後またしっかりと押さえながら進めて

いきたいと思いますが、灯油を買ってくるよりも山の木を燃料にしたらどうなるのか、そして、

皆さんの給食だとか食べ物の中に南砺市でできたもの、もしくは富山県でできたもの、もしく

は日本でできたものがどれだけ含まれているのか、もしくは海外から輸入したものがあるのか、

そういったことも興味をもって、日々、お父さんやお母さんと相談しながら、おじいちゃん、

おばあちゃんのお話を聞きながら、暮らしていっていただきたい。 

そのことを議員さん以外の友達にもぜひ、こういうことを発表したんだよ、そしてこういう

ことが議題になったんだということをお知らせいただきたいと思いました。 

いろんなやり方がありますけれども、「木の町 南砺市」これを新しいキャッチコピーとし

て、子供たちが遊ぶ遊具だとか、積木だとか、いろんなものに作っていける可能性があります

ので、ぜひ皆さんといっしょに森を考えたり、植樹をしたりする場面を作っていきたいと思い

ますので、お友達といっしょに参加をしていただきたいと思います。 

ありがとうございます。 

議 長  次に、５番 高瀬議員、発表をお願いします。 

（高瀬議員 登壇・発表） 

「南砺市の伝統行事を広めよう」 

南砺市には旧８つの町や村があり、それぞれに伝統があります。その伝統には、それぞれの

町や村の一つ一つの想いがあります。しかし、各町などの伝統への想いがしっかりと伝えられ

なくなりつつあります。それは、南砺市の人口がへってきて、この伝統を伝えていくことがで

きなくなってきているからです。 

たとえば、伝統行事であるお祭りを守っていくには、全国から人を呼んで、いっしょに行っ

ていけばいいと思います。でもすぐに人が集まるということはないので、ポスターやインター
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ネットで、知らせたりして、人を集めたらいいと思います。 

それから、全国から集まってもらった人に、南砺市内を見学したりして南砺市のみりょくを

伝えればいいと思います。例えば、美術館や観光しせつの入館料を無料にしたり、特産品をわ

り引にしたりするということなどが考えられます。そうすれば、南砺市に住んでみたいと思う

人もふえて、人口がへるのは、止まって、逆に人口が増えるかもしれないかなと思います。し

かし、南砺市の伝統は、南砺市で生まれ育った人が、守り、伝えていかないと南砺市の伝統で

はなくなってしまいます。ただ、いろんな人が、集まる交流の場所みたいになるので、やるの

はやはり南砺市で生まれた人がやるほうが、この伝統行事のみりょくを伝えられると思います 

そして、南砺市に住んでいる人がみんなで参加して、楽しめるあたらしいイベントを南砺市

に住んでいる人がみんなで考えればいいのではないかなと思います。 

南砺市の伝統を守り、広め、そして新しい南砺市のイベントをつくって、南砺市のみりょく

を全国に知ってもらえばいいと思います。 

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 

高瀬議員の意見についてお答えをいたします。 

伝統行事を守っていこうというそういった提案でありました。 

南砺市には多くの伝統行事があります。皆さんに少しだけ考えていただきたいことがありま

す。南砺市が誇りに思っていただきたいということであります。 

南砺市には五箇山の世界文化遺産というのがあります。これはユネスコの文化遺産。世界の

みんなが認めた、これから大事に守っていかなければならない伝統的な集落、合掌づくり集落、

これが一つあります。 

もう一つは、城端の曳山祭、この曳山祭もユネスコの無形文化遺産に選ばれました。これも

世界中の人が認めた大事な大事な祭り、だから守っていきましょうよというユネスコで認めら

れたものがございます。 

福野の夜高祭というのが、行燈の祭りなんですけれども、日本未来遺産として日本のユネス

コから認められた日本の宝物ですよというのがあります。 

また、井波の彫刻が今年日本遺産に認定をいただいて、まさに日本人の大事な大事な財産な

ので、井波彫刻を含めて、祭りだとか、ある意味彫ったものをちゃんと守っていきましょうと

いうことなんですね。 

その中に、例えば曳山もそうですし、それぞれの地域にある獅子舞、獅子頭も、これも大事

な大事な日本遺産なんですね。今、南砺市には１０２の獅子舞の団体がそれぞれの地域に実は

あります。これも伝統行事です。 

今、曳山だとか、夜高だとか、神輿の祭りだとか、獅子舞だとか、ほんとに同じ課題があり

ます。これは人が少なくなって、そしてみんなで担いだり、引っ張ったり、獅子舞をする人が

少なくなった、ここが共通の大きな課題なんですね。 

そこで、南砺市はこういった伝統行事をまた未来につなぐために、獅子舞に関しても、来年、

今度は獅子舞競演会というイベントを今計画しております。そして、いろんな地域の獅子舞を

まず、どんな道具をつかって、どんな踊りがあって、どんな笛の音なのかそういったことをみ

んなで知って、もしかしたらそこで手伝いができるかもしれない、同じ日じゃなかったらちょ

っとお手伝いができたり、そういったことも含めて、今回南砺市の獅子舞の競演会を計画して

はどうかということで今準備を進めているところでございます。 

ぜひ、みなさんも子供さんが獅子舞、そしてお祭りに参加していただくこと、そういった人

が1人でも多くなるように、また皆さんにもお願いしたいなと思っています。 
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先ほど、世界遺産の話をしましたけれども、一つのまちで世界遺産が二つある、もしくは日

本未来遺産がある、日本遺産がある、この小さな南砺市で、三つも四つも遺産があるというこ

とは、実をいうと日本でそんなにありません。京都と南砺市くらいじゃないかなと思っており

ます。 

ですから、皆さん、ユネスコとかそういったことの活動は、幅の広い活動があるんですけれ

ども、伝統行事、集落だとかお祭りだとかちゃんと守っていくために、そういった制度があっ

て、その世界遺産に三つも四つも遺産に選ばれている南砺市ですので、ぜひみなさんの力を借

りて、この大事な大事な遺産を守り続けていきたいと思っていますので、また南砺市もそうい

った企画を考えていきますので、ぜひ皆様にも参加をいただきたいと思います。本当にありが

とうございます。 

議 長  次に、６番 安田議員、発表をお願いします。 

（安田議員 登壇・発表） 

「夏でも食べやすいパンにしたい！」 

私は、南砺市城端の桜ヶ池近くにあるエピスリー・スリジェというお店に行って、見学をし

ました。そのお店の店長である青能さんは、お店の近くにあるビニールハウスで野菜を育てて

います。今、一番の課題が、地元のお店が減っていることを心配しておられ、夏でも食べやす

いパンを作りたいと言っておられました。 

青能さんのお話を聞いて、一番興味をもったことは、夏になると、エピスリーに来るお客さ

んが少なくなるということです。その理由として青能さんが考えたのは、パンは、パサパサで

水分が全然入っていないから、食べにくくて、お客さんが買いに来ないのではないか、と言っ

ておられました。私も、確かにそうだなと思いました。夏に食べるものといえば、そうめんや

冷やし中華など、すずしくなるものが思い浮かびます。 

そこで、私が考えたことは、夏でも食べやすく、女性にも人気のでるヘルシーなパンを作る

ことです。地産地消できるように、青能さんや南砺市内の農家のみなさんが、育てている野菜

をたくさん使ったパンをお客さんたちに買ってもらって、喜んでもらえるように、ポスターや

チラシで宣伝したらいいと思いました。 

また、南砺市の人はもちろん、富山県の人、そして全国の人にもエピスリーの商品がおいし

いと思ってもらうために、移動販売をしてみてほしいと思います。でも、それだけではありま

せん。お祭りやイベントの時などに、移動販売をして、買ってもらい、また、そのお祭りやイ

ベントに行って、「ヘルシーで食べやすいパン」を買いたいなと思ってもらえるようにしてい

きたいです。 

ぜひ、田中市長にも一度だけでもいいので、買って、食べてもらって、知り合いの方に紹介

していただきたいです。 

南砺市の野菜がたくさん入った、夏でも食べやすいヘルシーなパンを南砺市のブランドにし

たいと提案します。 

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 

安田議員の意見についてお答えをいたします。 
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まちづくりを考えると、若い人達の意見のなかに必ずまちの中にパン屋さんがあるというこ

とが、いろんな全国的なアンケートを取るとやはり出てくるんですね。 

ですけど、私もまだまだ若いんですが、最近の若い人達はやはりパンというものは、生活、

食事、そしておいしい甘いパンもありますので、そういったパンは大事だということだと思い

ます。その中で、ヘルシーなパン、夏もしっとりとしたおいしいパンをということで、すばら

しい意見をいただきました。 

スリジェさん、私もよく知っていまして、何度か食べておりまして、大変おいしくいただい

てます。当然私は一回食べると、100人くらいの人においしいおいしいと言いたいんですが、

みなさんもおいしいよと伝える事が大事だと感じました。今、意見をいただいた、アイデアを

いただいた話は、ぜひ南砺市に何軒かあるパン屋さんにお伝えしたいと思います。 

スリジェのパンも大好きなんですけれども、最近南砺市の材料で全てつくるということで、

米粉パンというのがあって、米粉でパンをつくる。これは福光の道の駅に行きますとあって、

少しねっとりとして、そこに野菜がのったり、チーズがのったりして、大変おいしいですけれ

ども、そういったところもありますので、いろんなパン屋さんがもっともっとおいしいパンを

つくって、そして販売できて、そしてそれで野菜も使って、つくっていただけるようなことを

提案していきたいなと思います。 

最近、ピザにも米粉が入ったり、いろんなものが入ってますし、南砺市内には乳牛、牛乳を

つくっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、アイスクリームをつくる方もいらっしゃいま

す。チーズだとかでパンをおいしくするとか、そういったことも考えていく工夫も必要かもし

れません。 

また、南砺市にはキッチンカーといいまして、トラックの後ろにキッチンがついた車もあり

ますので、パン屋さんがイベントだとか、人が集まる場所へ出て販売できるような仕組みもあ

りますので、南砺市内のいろんなパン屋さんとそういったことを相談したいと思います。 

当然、ポスター、チラシ、インターネットを活用して、市としても、商工会のみなさんとか、

お店のみなさんとか、どういったことで南砺市のおいしいものを発信していくかを考えていき

たいと思います。 

東京のお店でよくあるんですけど、テレビに出ると急に有名になる、テレビで有名になれば

いいのか、有名人が来て食べておいしいと言えばいいのかわかりませんけど、私がおいしいと

言ってもあんまり世界に広がりませんので、みんなでじわじわとおいしい、この店おいしいと

言って広げていくことが大事かなと思います。 

私もパンが大好きです。そして、そういったことをいつも、先ほどからみんなに言いますけ

れども、お母さんと一緒にパンを買いに行ったときに、このパンはどこだ、このパンはおいし

そうだとこういったことも買う時に見ていただいて、地元のパンを食べていただいて、また、

地元のパン屋さんにこういうことができるんじゃないのということで提案もいただければな

と思います。 

子供たちの発想、子供たちのアイデアは本当に大切で、すばらしいものがあると思いますの

で、われわれは、子供たちが言っていることが、逆にいうとわれわれの感性にないものがある

と思います。それがヒット商品につながっていくといつも思っています。柔軟な発想でこれか

らもいろんなことを発想して、またお伝えしていただければと思いますのでよろしくお願いい

たします。ありがとうございます。 

議 長  次に、7番 松 議員、発表をお願いします。 

（松 議員 登壇・発表） 
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「南砺市に大学をつくる」 

ぼくが、夏休み子ども議会でていあんしたいことは、未来へつながる南砺市づくりです。 

桜クリエでは、クリエイターが集い、それぞれが交流し、意見を持ち寄り、新たな南砺の持

つ魅力を、世界に向けて発信する取り組みをしています。夢や期待が詰まったこの桜クリエで

も、より良い南砺市に、そして、未来につながり、世界との交流を大切にする活動に、積極的

に取り組んでいます。 

ぼくは、このことにヒントを得て、若い人たちが、南砺で学べる環境づくりをしたらいいと

思います。そのために、南砺市に大学をつくればいいと思います。 

大学では、芸術、芸能や伝統工芸、農業、すばらしい自然の中で先端技術などを学べるよう

にすればいいと思います。全国から学生を集め、海外からの留学生なども集めたらいいと思い

ます。南砺市と友好関係にあるアメリカのマルボロ町や中国の紹興市などからも、積極的に学

生を受け入れます。そして学生が住みやすいような、住宅も作れば、活気あふれる若者のまち

づくりにつながります。南砺市にたくさんの研究者や専門家が集まって会議をしたり、交流を

したりすれば、南砺市の観光のＰＲにもなります。 

大学を卒業したら、しょうらい、南砺市に住んで、働いてもらえば、南砺市の人口がふえる

し、産業も発達するのではないでしょうか。 

自然環境にめぐまれ、伝統・芸術の南砺市に加えて、学問や文化のまち、南砺市になると思

います。 

「南砺市に大学をつくる」これがぼくの考えです。 

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 

松 議員の提案にお答えをいたします。 

「自然環境にめぐまれ、伝統・芸術の南砺市に加えて、学問や文化のまち、南砺市になると

思います。南砺市に大学をつくる、これがぼくの考えです。」未来へつながる南砺市づくりと

いうほんとにすばらしい提案、わくわくして聞かせていただきました。ありがとうございます。 

今、大学をつくるという話をいただきました。私たちも大学をつくれたらいいなと思いもあ

りますが、今のところ日本の大学生の数も減っていますので、新しい大学をつくるのがどうい

うやり方があるのか、どういうジャンルがあるのかということを、研究をまだまだしていかな

ければならないというふうに思っております。 

南砺市は、例えば、大学との連けいというものに力を入れています。金沢大学だったり、富

山県内の大学はすべて連けいをしていっしょにやっています。たとえば、井波の施設の中には

富山国際大学のサテライトの学校として場所も提供しています。五箇山の合掌造りの家は、金

沢大学のサテライトの施設として大学生がいつも使っていただけるようになっています。また、

慶応大学、東大、今日も五箇山に来ているんですかね、法政大学だとか、いろんなところから

この南砺市に来て、いろんな勉強をしていただいております。ゼミで来られたり、メンバー、

サークルで来られたりいろいろとあるんですけれども、南砺市はそういう学生を受け入れられ

る、そういった場所になって、これは全国でも有名になってきているところでございます。 

それと、今日は、桜クリエに行っていただいてヒントをいただいたのだと思いますけれども、

特色のあることをやると必ず海外からも全国からも人が集まってくることは実証されていま

す。 

大学という形ではございませんけれども、例えば、昨日から「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワー
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ルド」というワールドミュージックのイベントが始まりました。また、利賀では劇団が集まっ

て、「劇団SCOTのサマーシーズン」というこれも世界的なイベントが始まりました。この２

つを見てみますと、例えば利賀ですと６月くらいから１５カ国１５０人くらいの演劇を学ぶ世

界の若者が集まって、1ヶ月半くらい勉強して、今回本番を迎えているというものがございま

すし、演劇のコンテストもあります。 

また、「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」も一年を通じて、太鼓だとか、スティールドラ

ムオーケストラだとか、そういった練習をしに県外からも人が集まってきて、今回こういった

イベントでは世界的に有名なミュージシャンが来ますので、その皆さんと一緒に練習をすると

いう場面があります。 

また、日本遺産井波の彫刻についても、優れた技術を学ぶために全国から若者が集まってく

るわけでありますが、そういった施設、学校をつくっておられます。これももう７０年前から、

こういった彫刻の学校をつくっておられるわけであります。 

また、五箇山和紙だとか絹織物、そういったものに関しても、体験ができるように今進めて

いただいておりますので、まさに国内外からお客さまが来ておられます。 

井波の家をリフォームしてゲストハウスをつくられた方がいらっしゃいます。これは、B&C

というコンセプトなんですけれども、ベッド＆クラフト、そこに泊まりますと井波の彫刻家が

ちゃんと教えてくれるといったプログラムがあります。そうすると、６泊とか７泊、８泊、長

くそこに泊まって、外国人の方が泊まって、一生懸命彫刻の勉強をしていかれる、そういう場

所もできておりますので、まさにそういったことが、南砺全体が大学のような、そんな形に今

なってきておりますので、そういった特色あるものをどう生かしていくかということが、今後

われわれの考えをまとめていかなければならないと思いますが、現在はそんなところでござい

ます。 

また、北海道大学の観光関係の研究室との連けいをしておりますので、そういったところで

ポスターだとかアニメに関するイベント等をいっしょにやっています。現在、全国の大学から

毎年数百人の大学生が南砺市に集まって、いろんな交流、調査・研究をしていただいています。

また、祭りも手伝っていただいておりますので、まさに今大学生、全国のいろんな大学生と一

緒に南砺市が地域づくりをしているということも皆さんに知っていただきたいと思います。 

そういった方々が、また南砺へ戻って来たり、南砺に住んでいただけるような、そういった

人達も少しずつ増えてきているようですので、がんばってやっていかなければならないという

ふうに思います。 

議員の皆さんは、南砺市の将来を担うとても大切な宝物でございますので、皆さんが今南砺

市のことを学び、考えていただけることを続け、南砺市全体、住んでおられる地域でいろんな

ことに皆さんがぜひ参加をして体験をして、良いところをたくさん見つけていただいて、将来、

東京へ行ったり、ニューヨークへ行ったり、パリに行ったりして勉強してでも、ふるさとを忘

れることなく、いつかはふるさとに帰ってきてみんなで南砺を守っていっていただきたいなと

思います。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。 

子ども議会の皆さんにお伝えします。 

本日はたいへんご苦労様でした。どの発表もたいへん立派で、そして、堂々とした

発表だったとそんなふうに思います。 

今日に至るまで、南砺市のいろんな施設をめぐっていただき、いろんなことを考え

ていただいた、その発表が今日のご意見だったり、提案だったりしたことかなとそん

なふうに思います。 

私たち議会としてでも、皆さんのご意見を参考にしていただきながら、皆さんが大

きくなっても、南砺市っていいところだなとそんなことを思えるようにがんばってい

きたいなと、改めて感じたところであります。 
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これからも、元気な住みやすい南砺市のために、南砺市のことをいろいろと考えて

もらって、いろんなご意見もこれからも聞かせていただきたいなとそんなふうに感じ

ました。 

以上をもちまして、第５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。 

午前 10時１０分 閉 会 
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■活動記録写真 

＜７月31日（火）＞ 

【開会式】子ども議員当選証書付与 

【市内見学】地元のお店見学＠スリジェ 

【市内見学】活用と保存を学ぶ＠菅沼集落 

【市内見学】母子保健を学ぶ＠福光保健センター 【作文指導】初日作文作成のポイント指導 

【市内見学】元気のある活動を学ぶ＠桜クリエ 

【開会式】記念撮影 

【市内見学】森林資源を学ぶ＠自遊の森 
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   ＜8月 25日（土）＞ 

【発表会】発表会直前の緊張感 【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】議員一人ひとりが意見発表 
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