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三郷町子ども議会会議録 

 

開      議 平成３０年８月６日 午後２時４５分宣告 

場      所    三郷町議会議場 

出 席 子 ど も 議 員  

 

  １番  松 本 清 香    ２番  宮 本 菜 摘 

 

  ３番  安 井   愛    ４番  篠 原 早 絢 

 

  ５番  坂 田 充 都    ６番  東   恵 泰 

                    （三郷小学校 議長） 

  ７番  澤 田 隆之介    ８番  西 野 京 伽 

 

  ９番  亀 井 美 優   １０番  山 田 陽 大 

 

 １１番  山 口 翔 生   １２番  若 佐 杏 美 

 

 １３番  安 永   真  

        （三郷北小学校 議長） 

出 席 議 員     議長 山 田 勝 男   副議長 佐 野 英 史 

地方自治法第 121条の

規定により説明のた

め出席した者の職氏

名 

 

   町 長      森   宏 範 

   副 町 長      梶 井 博 之 

   教 育 長      池 田 朝 博 

   総 務 部 長      加 地 義 之 

   住民福祉部長      大 西 孝 浩 

   こども未来創造部長      窪   順 司 

   環境整備部長      西 村 敦 司 

   水 道 部 長      酒 田 昌 和 

   教 育 部 長      渡 瀬 充 規 

 

 

職務のために出席し

た職氏名 

 

  議 会 事 務 局 長   大 内 美 香 

   議 会 事 務 局 長 補 佐   義 久   仁 

 

議 事 日 程     議長は、議事日程を別紙のとおり報告した 

会 議 録 署 名 議 員     １番 松 本 清 香   ７番 澤 田 隆之介 
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三郷町子ども議会一般質問総括表 

 

通告 
番号 

議席 
番号 

質  問  議  員 
質  問  事  項 

小学校名 学年 名  前 

１ １ 三 郷 小 学 校 ６ 
まつもと さやか 

松本 清香 

三郷町民が世代をこえてもっと助
け合い、仲よくなる町にしたい。そ
のためにみんなが集まる企画とし
てパレードを行なってほしい。 

２ ２ 三 郷 小 学 校 ６ 
みやもと なつみ 

宮本 菜摘 
大和川がきれいになるようにイベ
ントを開いてほしい 

３ ３ 三 郷 小 学 校 ６ 
やすい あい 

安井 愛 

三郷町に大型ショッピングセンタ
ーを作って、町民が近場で楽しく暮
らせる町にしたい 

４ ４ 三 郷 小 学 校 ５ 
しのはら さあや 

篠原 早絢 
街灯を増やす。 

５ ５ 三 郷 小 学 校 ５ 
さかた じゅうと 

坂田 充都 
小学校の手洗い場から温水がでる
ようにして欲しい。 

６ ７ 三郷北小学校 ６ 
  さわだ りゅうのすけ 

澤田 隆之介 
三郷北小学校に、もっと遊具を増や
してほしい 

７ ８ 三郷北小学校 ６ 
 にしの きょうか 

西野 京伽 
たつた姫をもっと有名にしてほし
い 

８ ９ 三郷北小学校 ６ 
かめい みゆう 

亀井 美優 
三郷町に小学生が遊べるようなと
ころを作ってほしい。 

９ １０ 三郷北小学校 ５ 
やまだ ようた 

山田 陽大 
三郷北小学校の中庭時計台を造っ
て欲しい。 

１０ １１ 三郷北小学校 ５ 
やまぐち しょうき 

山口 翔生 
三郷北小学校の校区内に商業施設
を造ってほしい。 

１１ １２ 三郷北小学校 ５ 
わかさ  あみ 

若佐 杏美 

ゴミ収集日にカラスにゴミ置き場
をあらされないための対策をして
ほしい。 
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三郷町子ども議会議事日程 

 

                     平成３０年８月６日（月） 

                  午後 ２時４５分 開  議  

 

日 程 

第 １      議席の指定 

第 ２      会議録署名議員の指名 

第 ３      会期の決定 

第 ４      一般質問 

第 ５      「エス・ディー・ジーズ環境未来都市宣言」 

   

  



4 

 

開   会   午後 ２時４５分 

〔開会宣告〕 

議長（安永  真）  皆さん、こんにちは。  

 ただいまより三郷町子ども議会を開会します。  

 このたび、三郷町子ども議会の議長として進行を務

めます、三郷北小学校６年、安永  真です。よろしく

お願いします。  

 直ちに本日の会議を開きます。本日の出席議員は１

３名です。  

 議事日程は、配付のとおり行ないます。  

       〔町長挨拶〕  

議長（安永  真）  町長からごあいさつがあります。森町長。  

町長（森  宏範） 皆さん、こんにちは。三郷町長の

森  宏範でございます。どうぞよろしくお願いします。

三郷町子ども議会の開会にあたりまして、一言ごあい

さつを申し上げたいと思います。  

本日は、１３名の子ども議員の皆さんにご参加をい

ただき、大変うれしく思っております。ありがとうご

ざいます。ここから、皆さんのお顔を拝見しますと、

緊張した面持ちの中にも強い熱意が伝わってきて頼

もしく感じられます。  

 さて、皆さんが座っているこの場所は議場と呼ばれ、町議会議員の方々と、町の執行

部で、「三郷町に住んで良かった」「住んでみたいな」と思われる施策や予算などについ

て話し合い、決定する大切な場所であります。  

 今から、子ども議員として、私達に色々な角度でご質問いただけると言うことで、私

も副町長も教育長も、そして各部長も、ドキドキした緊張感とワクワクした期待が増

してきました。  

これから皆さんの質問に精一杯、答弁をさせていただき、皆さんが考えた意見、提案

を三郷町のために活かしていきたいと考えています。  

私は、今年５月の町長選挙において、当選させていただきました。今回で３期目とな

るわけですが、三郷町の皆さんが安心して暮らせるまちづくり、また「三郷町って良い

まち」と言っていただけるよう、精一杯仕事をがんばってまいりますので、よろしくお

願いします。  
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 その仕事の一つの柱として、「安心・安全なまちづくりのために」という目標があり、

「未来に残る素晴しい環境づくり」を目指していこうと考えております。  

 子ども議員一同から「環境についての意見書」をいただいていますので、少しお話を

させていただきます。  

まだ皆さんの記憶にも新しい、昨年１０月に発生した超大型台風２１号は、日本各

地で記録的な大雨になり、三郷町でも浸水被害、斜面崩落などの被害が発生しました。

また、先月の中国・四国地方に甚大な被害をもたらした豪雨災害、その後、最高気温が

３５度以上の「猛暑日」と言われる日が続き、皆さんもいつもとは違う夏を経験されて

いるのではないでしょうか。このような異常気象の原因の一つには、地球温暖化の傾

向が加速しているからだと思います。  

今まで引き継がれてきた貴重な自然を未来に残し、かけがえのない地球を守り続け

るために、私達は何をしなければならないのでしょうか。環境に対して意識を高め、一

人一人ができる、地球にやさしい「えぇこと」に、どんどん取り組まなければならない

と思っています。今日は、子ども議会議員の皆さんに、「地球にえぇこと」を考えてい

ただいていると聞いていますので、のちほど、皆さんの発表を楽しみにしています。  

また、皆さんより「環境についての意見書」が提出されていますので、今こそ三郷町

一丸となって、環境にやさしいまちづくりに取り組む決意を皆さんと一緒に宣言した

いと思います。詳しくは、のちほどご説明させていただきます。  

 それでは、子ども議会の経験を今後の良い思い出とし、町の政治への関心を高め、ふ

るさとを愛することの大切さを学んでください。  

子ども議員の皆さん、今日一日よろしくお願いします。  

議長（安永  真）  ありがとうございました。  

       〔議席の指定〕  

議長（安永  真）  日程第１、議席の指定について議題とします。  

議員の皆さんの議席は、ただいま座っている議席を指定します。  

       〔会議録署名議員の指名〕  

議長（安永  真）  日程第２、会議録署名議員の指名について議題とします。  

議長において指名を行ないます。議席番号１番、松本清香議員。議席番号７番、澤田

隆之介議員。以上の２人を指名します。  

       〔会期の決定〕  

議長（安永  真）  日程第３、会期の決定を議題とします。  

おはかりします。子ども議会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。ご異議あ

りませんか。  

       （「異議なし」の声あり）  
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議長（安永  真） 異議なしと認めます。したがって、子ども議会の会期は本日１日限

りと決定しました。  

 次に、森町長を初めとして、職員の皆さんの自己紹介を順番にお願いします。  

       〔町長から順次自己紹介〕  

 町長の森  宏範です。どうぞよろしくお願いします。副町長の梶井博之です。よろし

くお願いします。教育長の池田朝博と申します。どうぞよろしくお願いいたします。総

務部長の加地義之と申します。よろしくお願いします。住民福祉部長の大西孝浩と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。こども未来創造部の部長の窪  順司と申

します。よろしくお願いいたします。環境整備部長の西村敦司と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。水道部長の酒田昌和です。どうぞよろしくお願いいたします。

教育部長の渡瀬充規と申します。どうぞよろしくお願いいたします。議会事務局長の

大内美香です。よろしくお願いいたします。最後に議会事務局局長補佐の義久  仁で

す。よろしくお願いします。  

議長（安永  真） ありがとうございました。本日、三郷町議会を代表いたしまして、

山田勝男議長、佐野英史副議長に出席していただいています。  

 続きまして、子ども議会議員の自己紹介を議席番号１番からお願いします。  

       〔議員自己紹介〕  

 議席番号１番、三郷小学校６年、松本清香です。議席番号２番、三郷小学校６年、宮

本菜摘です。議席番号３番、三郷小学校６年、安井  愛です。議席番号４番、三郷小学

校５年、篠原早絢です。議席番号５番、三郷小学校５年、坂田充都です。議席番号６番、

三郷小学校６年、東  恵泰です。議席番号７番、三郷北小学校６年、澤田隆之介です。

議席番号８番、三郷北小学校６年、西野京伽です。議席番号９番、三郷北小学校６年、

亀井美優です。議席番号１０番、三郷北小学校５年、山田陽大です。議席番号１１番、

三郷北小学校５年、山口翔生です。議席番号１２番、三郷北小学校５年、若佐杏美です。

議席番号１３番、三郷北小学校６年、安永  真です。  

       〔一般質問〕  

議長（安永  真） 日程第４、一般質問を行ないます。

一般質問の順番につきましては、通告順とします。  

 それでは、１番、松本清香議員の質問を許可します。 

１番（松本清香）  はい、議長。  

私は、三郷町民が世代をこえ、助け合い、仲良くな

る町にしたいと思っています。そのためには、みんな

が集まる場が必要だと思います。そこで三郷町にパレ

ードを開いてもらいたいです。  

 今、三郷町で行われているマラソン大会は体の不自
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由な人が参加できないし、秋祭りでは地域が違う所は参加できません。私の考えてい

るパレードは、体の不自由な人達、小さな子どもからお年寄りまでみんなで協力し、参

加できるような行事です。  

 パレードを行うところは歩行者天国にしてほしいです。自然豊かな三郷町ですが、

もっともっときれいにするため、少しでも車などの排気ガスを出さない日を作ってみ

てはどうでしょうか。それをもとに、みんなが排気ガスを出さない工夫をしてくれる

とうれしいです。  

 そして、パレードのルートは三郷町内にある三郷駅、信貴山下駅、勢野北口駅の３つ

の駅を結んだ道であってほしいです。  

 最後に、パレードのテーマは「未来」にしたいです。理由は三郷町が１０年後、２０

年後もたくさんの人が住みたくなるような、いつまでも自然豊かな場所であってほし

いからです。  

 以上、提案を終わらせていただきます。  

議長（安永  真）  森町長。  

町長（森  宏範）  １番、松本清香議員の質問にお答

えしたいと思います。  

まず、先日土曜日行なわれました被爆ピアノコンサ

ートで、松本議員が弾いてくれました。本当にすばら

しかったと思います。ありがとうございました。  

松本清香議員が、三郷町のことを凄く考えているこ

と、大変感謝しています。本当にありがとうございま

す。  

それでは、松本清香議員のご質問にお答えしたいと

思います。  

 三郷町では、５年に１度、渡御祭という太鼓台が町内をパレードするというイベン

トがありますが、松本議員提案の、テーマを「未来」としたパレードは、自然環境に

もやさしく、誰でも参加ができて、また、３つの駅をパレードするという、大変夢が

ふくらむ、本当にすばらしい提案だと思います。このような大きなパレードを実施す

るためには、多くの方々の協力が必要となります。例えば、町内の主要な道路を交通

規制するためには、警察の方はもちろん、周辺にお住まいの方々のご理解とご協力が

必要となってきます。そこで、今後、松本議員の提案をもとにパレードと違った形で

のイベントを、検討していきたいと考えています。  

その一つとして、「童謡」には、人々に安らぎを与える効果があり、また、松本議

員のご提案の中にもありましたが、子どもから大人まで、障害のある人もない人も、
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みんなが楽しめるものです。三郷町には「きらきらぼし」の作詞で有名な武鹿悦子さ

んが住んでおられます。その武鹿さんの功績を称え、信貴山下駅前には、歌碑や「童

謡のまち」の看板、そして武鹿さんの８８歳のお誕生日を記念して、みんなでがんば

って作った「オルゴール水車」などがあります。この場所を中心に童謡に関する色々

なイベントを実施しようと考えていますので、その時は松本議員もぜひ参加してくだ

さい。お願いします。  

次に、松本議員が三郷町の自然環境を守っていきたいと考えてくれていることにも

大変うれしく思っています。近ごろ、集中豪雨がたびたび発生し、先月には西日本豪

雨災害でたくさんの方が亡くなられました。また、三郷町も昨年の台風で、家が水に

つかるなど多くの被害がでました。集中豪雨の問題は、三郷町や日本だけの問題では

なく、地球全体の問題でもあります。三郷町でできることは小さなことかもしれませ

んが、三郷町から全世界に発信していけるような環境を考えるイベントも積極的に実

施していきたいと考えています。そして、三郷町が１０年後、２０年後も自然豊かな

町として、「住んでよし」のスローガンのもと、松本議員がテーマにされた「未来」

を皆さんと一緒に作っていきたいと考えています。  

 ご提案本当にありがとうございました。  

議長（安永  真）  １番、松本清香議員。  

１番（松本清香） はい、議長。ありがとうございました。以上で私の質問を終わりま

す。  

議長（安永  真）  １番、松本清香議員の質問を終わります。  

 次に、２番、宮本菜摘議員の質問を許可します。  

２番（宮本菜摘）  はい、議長。  

私は大和川がきれいになるようにイベントを開い

てもらいたいです。   

 大和川は昔、「日本一汚い川」と言われていたと聞

きました。私達が住む三郷町を流れる川がそのよう

に言われるのはとても嫌です。調べてみると最近は

水質もよくなっているということが分かりました。

これから先、何十年もきれいなままの大和川であっ

てほしいと思います。  

 しかし、大雨が降った後などは川にたくさんのゴミがあるのが見えました。  

 大和川をこれからもずっときれいなまま保つためには定期的にイベントを開き、三

郷町民みんなで活動をしてもらいたいと思います。  

 だから、私は大和川がきれいになるようなイベントを開いてもらいたいです。   
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 以上、提案させていただきます。  

議長（安永  真）  西村環境整備部長。  

環境整備部長（西村敦司）  宮本菜摘議員のご質問に

お答えします。  

 大和川は、奈良盆地にある１５６の川を集め、大阪

府に流れていて、三郷町と王寺町が奈良県からの出口

になっています。全体の長さは６８キロメートルで、

その流域には３８の市町村があり、約２１５万人が生

活している一級河川といって、国が管理している河川

であります。  

この大和川もかつては、水遊びやアユが住む清らか

な川で、住民のくつろぎの場だったそうです。しかし、昭和４０年代、といっても平

成の生まれの方にはわかりにくいと思います。今から約５０年あまり前に入ってか

ら、流域の都市化が進み、全国の一級河川の中でも最も汚い川になってしまいまし

た。  

 その後、下水道の整備などにより、大和川の水質は改善していきましたが、ご質問

にもありますとおり、大雨が降った後には、堤防や川岸にたくさんのゴミが目立つ状

況になっています。  

三郷町では、年に２回、１０月の文化祭の時と、３月には国と共に大和川の一斉清

掃を実施しています。昨年の１０月は雨天により中止となりましたが、３月に実施し

た一斉清掃では、約４５０人の方に参加していただきました。  

この時に実施したアンケート結果によると、目立ったゴミの種類としては、レジ

袋、空き缶や空きビン、ペットボトルが多く見られました。また、ゴミを減らすため

には、「定期的な清掃活動」や「ポイ捨て禁止の看板」が必要というような結果が得

られました。  

これからも、国や県と共に定期的にこのような活動を続けることで、きれいな、そ

して生きものにやさしい大和川を目指して、取り組んで行きますので、皆さんもどう

ぞご協力をよろしくお願いいたします。以上でございます。  

議長（安永  真）  ２番、宮本菜摘議員。  

２番（宮本菜摘） はい、議長。ありがとうございました。以上で、私の質問を終わり

ます。  

議長（安永  真）  ２番、宮本菜摘議員の質問を終わります。  

 次に、３番、安井  愛議員の質問を許可します。  

３番（安井  愛）  はい、議長。  
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私は、三郷町に大型ショッピングセンターを作って

ほしいです。  

今は王寺町の西友や斑鳩町のイオンがありますが、

全て町外にあるので、行くには車を使うか、電車やバ

スなどの公共交通機関が必要でお金や時間がかかり

ます。もしできたら、仕事の帰りに寄ったり、自転車

で行ったりすることが可能になります。さらに車に乗

れない人でも町内にあれば気軽に歩いて行くことが

できます。  

 だから、私は三郷町に大型ショッピングセンターを作ってほしいです。   

 以上、提案させていただきます。  

議長（安永  真）  加地総務部長。  

総務部長（加地義之）  それでは安井  愛議員のご質

問にお答えいたします。  

 安井議員のおっしゃるとおり、三郷町には王寺町の

西友や斑鳩町のイオン、平群町のビッグ、上牧町のア

ピタなどの大きなショッピングセンターは、今のとこ

ろございません。町民の皆さんがお買い物で大変ご不

便をされていることは、町長をはじめ、この場にいる

職員全員も同じ思いをしていると思います。  

 町内にショッピングセンターができますと、その場

所にたくさんの人が訪れ、賑わい、町が元気になりますし、お仕事帰りでも自宅の近

くで買い物をしていただくことができ、毎日の生活もとても便利になります。  

皆さんにもおわかりになっていただけると思いますが、ショッピングセンターを出

店してもらうためには、車を停める駐車場や料理をする場所、お店の品物を保管して

おく場所など大きな場所が必要になります。  

本来であれば駅前にできるのが一番便利になると思いますが、あいにく今のとこ

ろ、駅前にショッピングセンターができるような大きな場所がないのが現状です。  

ただ、駅前ではなくてもたくさんの方に便利に買い物をしてもらいたいという思い

から、イーストヒルズ内を始め、それ以外の場所も含めまして、出店してもらえると

ころを探しています。  

 引き続き、皆さんの生活が便利になり、三郷町が元気になるため、少しでも早く出

店してもらえるよう努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。以上

です。  
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議長（安永  真）  ３番、安井  愛議員。  

３番（安井  愛） はい、議長。ありがとうございました。以上で、私の質問を終わり

ます。  

議長（安永  真）  ３番、安井  愛議員の質問を終わります。  

 次に、４番、篠原早絢議員の質問を許可します。   

４番（篠原早絢）  はい、議長。  

私は、街灯を増やしてほしいと思っています。例

えば、住宅地は少し暗いので、そこを重点的に増や

してほしいです。街灯が少ないと、遅い時間帯に、

学童や習い事の帰りに一人になったとき、恐くて不

安になります。その他に、車から姿の確認がしにく

く、交通事故の危険性があります。  

街灯が多いと、明るく見通しもよくなり、防犯性

も高く、町内でも発生している不審者からの声かけ

などを防ぐことができ、みんなが安心して町を歩く

ことができると思います。  

これらの理由から、街灯を増やしてもらいたいです。  

以上、提案いたします。  

議長（安永  真）  梶井副町長。  

副町長（梶井博之） 篠原早絢議員のご質問にお答えし

ます。  

三郷町では、平成２４年度から３年計画で、町が管

理している防犯灯のすべての２，２８０基を、電球の

交換期間が長く、消費電力が少ないＬＥＤ照明に取り

替えており、以前の蛍光灯よりも随分明るくなったと

思います。  

防犯灯は、夜間における歩行者の安全確保や、犯罪

発生の防止を図るため、一定以上の明るさを保つこと

が重要です。人が歩くための最低限の明るさを確保するよう設置するのはもちろん、

深夜は犯罪発生率が高くなる時間帯でもあり、防犯灯を設置することで歩行者に安心

感を与えられると思っています。  

三郷町では、住宅地の状況に合わせてバランス良く防犯灯を設置していますが、新

しく設置する場合は、各自治会で住民の皆さんから要望を取りまとめていただき、そ
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の結果を町で夜間に現地調査を行い、必要性や緊急性を検討したうえで設置していま

す。  

ぜひ、皆さんも「ここに防犯灯があれば、安心できるのになぁ、いいのになぁ」と

いう場所があれば、ご家族に相談をしてみてください。以上でございます。  

議長（安永  真）  ４番、篠原早絢議員。  

４番（篠原早絢） はい、議長。ありがとうございました。以上で、私の質問を終わり

ます。  

議長（安永  真）  ４番、篠原早絢議員の質問を終わります。  

 次に、５番、坂田充都議員の質問を許可します。  

５番（坂田充都）  はい、議長。  

僕は、学校の手洗い場から温水がでるようにして

ほしいです。僕のクラスではそうじを一生懸命しよ

うとみんなで声をかけあい教室や廊下、トイレなど

をきれいにするためにがんばっています。しかし、冬

の寒いときにぞうきん当番の人が冷たい水でぞうき

んを洗っている姿を見るとすごく辛そうだと思いま

した。実際に、僕がぞうきん当番をしていても手が冷

たくて辛いです。また、外から帰ったら手を洗いま

す。特に冬はインフルエンザなど病気になりやすい時期です。しかし、みんなの様子を

見ると水が冷たくてしっかり洗えてない人が多いです。学校の手洗いから温水が出る

ようになると、冬のそうじも全力ででき、しっかり手を洗うことができて、病気も予防

することができると思います。  

 以上、提案させていただきます。  

議長（安永  真）  池田教育長。  

教育長（池田朝博） それでは坂田充都議員のご質

問にお答えをしていきたいと思います。  

毎日のそうじを一生懸命、がんばっていただ

き、ありがとうございます。坂田議員がおっしゃ

るように、確かに冬場のそうじは、寒いだけでな

くて、手洗い場の水も特に冷たく感じることだと

思います。  

 今回の提案では、「手洗い場から温水が出るよう

にしてもらいたい」とのことでございますけど
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も、現在小学校では、校舎や体育館の修理、クーラーの設置など、たくさんの要望を

お聞きしているところです。  

その中からどの要望を最初に実施するか優先順位を決めて、いまのところ対応して

います。  

すべての要望を実現するには、たくさんのお金が必要となり、その費用はすべて町

民の皆さんからいただいた大切な税金から支払われます。  

両小学校では、平成３１年度以降、なるべく早い時期に各教室にクーラーを設置す

る予定です。それ以外にも学校を良くする修理などもありますので、すぐにはできま

せんが、少し時間をいただいて検討をしていきたいなというふうに思います。  

それまでは、暖房も使えますので、冬場の寒い時期は手洗いは辛いとは思いますけ

ども、インフルエンザなどの病気予防のためにしっかりと手を洗い、暖房のきいた教

室で身体を温めていただければなというふうに思っております。以上です。  

議長（安永  真）  ５番、坂田充都議員。  

５番（坂田充都） はい、議長。ありがとうございました。以上で、私の質問を終わり

ます。  

議長（安永  真）  ５番、坂田充都議員の質問を終わります。  

 以上で、５名の一般質問が終わりました。ここで、休憩に入ります。なお、休憩後は

議長を交代させていただきます。ご協力ありがとうございました。再開は、このあと１

０分後からとします。  

 

       休憩  午後  ３時２０分  

       再開  午後  ３時３０分  

 

議長（東  恵泰） それでは、休憩を解き再開します。 

 ただいまから議長を務めます、三郷小学校６年、東  

恵泰です。よろしくお願いします。それでは、一般質問

を続けます。  

 ７番、澤田隆之介議員の質問を許可します。  

７番（澤田隆之介）  はい、議長。  

僕は、三郷町議会で三郷北小学校にもっと遊具を増

やしてほしいということを提案したいと考えていま

す。その理由が二つあります。  

 一つ目は、遊具がたくさんあると、その分の遊びが

増えて外で遊ぶ人が多くなると思われるからです。な
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ぜならば、三郷北小学校でタイヤ跳びがリニューアルされたときに、外で遊ぶ人が少

し増えていて、もっと楽しい遊具を入れると、もっと外で遊ぶ人が増えるのではない

かと考えたからです。  

 二つ目は、体力づくりにも役立つからです。なぜならば、僕もそうなのですが、外に

出て体を動かしていないと、体力が落ちてしまうと思うからです。だから、外に出て体

を動かせる遊具がもっとあるといいと思いました。  

 以上のことから、僕は町議会で三郷北小学校にもっと遊具を増やしてほしいという

ことを提案します。  

議長（東  恵泰）  渡瀬教育部長。  

教育部長（渡瀬充規）  澤田隆之介議員のご質問に

お答えします。  

現在、三郷北小学校には、ジャングルジムや滑り

台、ブランコなど約２０種類の遊具があり、休み時

間になると、たくさんの児童が遊んでいるのをよく

お見かけいたします。  

 澤田議員の「外に出て体を動かせる遊具を増やし

てほしい」との提案でございますけれども、三郷北

小学校の運動場内には、学童保育の建物が２棟建っ

ております。運動会にもなると、たくさんの児童とその保護者の方々で運動場がテン

トと人でいっぱいになり、ゆとりのスペースがほとんどない状況となっております。  

 また、休み時間中の皆さんの様子を見ていますと、遊具で遊ぶだけではなく、運動

場でドッチボールやサッカー、キックベースボールなど、ボールを使った遊びもよく

お見かけいたします。  

 このように、運動場内にたくさんの遊具を設置することにより、ボール遊びができ

るスペースが今より更に狭くなってきますので、ある程度のバランスも必要だと思っ

ております。  

このことから、遊具を増やすことは、難しいのですが、皆さんが屋外で安全、安心

して遊んでいただけるよう、遊具の安全点検を行ってまいりますので、今ある遊具を

上手く活用していただきたいと思います。  

また、遊具を使わない遊び方もたくさんあると思いますので、色々な工夫をこらし

て、体力をしっかりつけるためにも、できるだけ休み時間には外に出て体を動かして

いただくようお願いいたします。以上でございます。  

議長（東  恵泰）  ７番、澤田隆之介議員。  

７番（澤田隆之介） はい、議長。ありがとうございました。これで、僕の質問を終わ
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ります。  

議長（東  恵泰）  ７番、澤田隆之介議員の質問を終わります。  

 次に、８番、西野京伽議員の質問を許可します。  

８番（西野京伽）  はい、議長。  

私は、たつたひめをもっと有名にしたら良いと思い

ます。なぜなら王寺町では雪丸の絵が入ったＴシャツ

や、雪丸カフェなどを作って、もっと王寺町のことを

知ってもらうために雪丸をアピールしています。だか

ら、三郷町でも、たつたひめの絵が入ったミサトっ子

や、文房具などを作って売ってみたら、三郷町のこと

をもっとよく知ってもらえると思います。たつたひめ

も雪丸に負けず愛嬌があるので人気がでると思います。

そうすれば、もっとたくさんの人が、三郷町に遊びに来てくれると思います。そこで、

以上のような提案をしようと考えました。  

議長（東  恵泰）  森町長。  

町長（森  宏範） まずはじめに、たつたひめを気にかけて

くれて大変うれしく思っております。ありがとうございま

す。  

それでは西野京伽議員のご質問にお答えいたします。ま

ずは、たつたひめ誕生の経緯をお話したいと思います。  

みんなも知っている万葉集の中には、三郷町にある「龍

田山」を眺めてよまれた歌が、数多くあります。また、龍

田山は、古くから紅葉の名所としても有名で、その美しさ

から「秋の女神が住む山」と信じられてきました。  

そこで、平城京ができて１，３００年を迎えた平成２１年に、秋の女神をモチーフ

にした「たつたひめ」が誕生しました。  

たつたひめは、羽衣を身にまとい、手には秋を象徴する「もみじ」を持っていま

す。今では、三郷町のイメージキャラクターとして、あらゆるイベントに参加し、三

郷町の歴史・観光・文化の発信、発展のために、愛らしい可愛い笑顔を振りまいて活

躍しています。  

三郷町も西野議員と同じようにたつたひめを有名にしたいと考えています。例え

ば、「たつたひめグッズ」として、ピンバッチ。三郷町の商工会で購入することがで

きますし、ステッカーやトートバッグは三郷町で開催されるイベントに参加していた

だいた方にプレゼントしたりしています。実はこの土曜日、８月４日に行われた被爆
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ピアノコンサートでは、たつたひめのイラストが入ったうちわ、ホールディングファ

ンを参加していただいた方にプレゼントしたんですよ。西野議員にも三郷町で行われ

るイベントにたくさん参加していただき、たつたひめのイラストが描かれたグッズを

ゲットしてほしいと思います。そして手に入れたグッズを学校でお友達にお披露目い

ただき、西野議員がぜひ「たつたひめのアピール隊長」となっていただければなと思

っています。  

今後さらに町外にも広くたつたひめを有名にしていくためにＴシャツを販売した

り、カフェを作ったり、とすばらしいご提案をしていただきました。Ｔシャツを作

成・販売をするには商工会の方の協力も必要ですし、カフェを運営するとなると町内

のケーキ屋さんなどに協力していただかないといけませんが、ぜひ実現できるよう、

お話をさせていただきたいなと思っています。  

また、来年でたつたひめが誕生してから１０年になります。西野議員からいただい

たすばらしいアイデアもおおいに参考にさせていただき、盛大なバースデーにしたい

と考えています。  

 最後に、ここは大事なところですんで、よく聞いてください。かわいさなら、雪丸

には絶対負けてません。と私は思っています。なので、西野議員が考えてくれるよう

に、しっかりとたつたひめをアピールしていきたいと思っていますので、これからも

よろしくお願いします。以上で答弁とさせていただきます。  

議長（東  恵泰）  ８番、西野京伽議員。  

８番（西野京伽） はい、議長。ありがとうございました。以上で、私の質問を終わり

ます。  

議長（東  恵泰）  ８番、西野京伽議員の質問を終わります。  

 次に、９番、亀井美優議員の質問を許可します。  

９番（亀井美優）  はい、議長。  

私は、三郷町に小学生が集まったりできるような

ところを作ってほしいです。  

今、三郷町には小学生が集まれるようなところは

あまりないと思っているという話を聞いたことがあ

ります。そのため、図書館のロビーでゲームをして

いるところを見かけました。小学生がゲームをする

ためにロビーを占領していると、休憩したい人達が

イスを使えません。迷惑になるから、他の場所で遊

ぼうと思っても、雨の日だと特にどこに行くのかが問題になっています。  

なので、三郷町に小学生が集まったりして遊べるようなところを作ってほしいです。 
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議長（東  恵泰）  大西住民福祉部長。  

住民福祉部長（大西孝浩）  亀井美優議員のご質問に

お答えします。  

小学生が集まって遊べる場所と言えば、晴れの日に

は町内のどこにでもある公園や広場だと思います。  

でも、雨の日や今の時期のようにとんでもなく暑い

日には、子ども達が集まって遊べる場所って、なかな

かないですよね。だからと言って、亀井議員がおっし

ゃるように、図書館のロビーを子ども達が占領し、ゲ

ームをするのは、明らかにルール違反です。  

 そもそも、図書館は、本を読んだり調べものをしたり、読みたい本を借りる所で、

それらを目的に来られた方が一時的に休憩する場所として設けており、子どもの遊び

場ではありません。  

 では、雨の日に子ども達はどこで遊べば、ということになりますが、新たに子ども

達が集まって遊ぶ場所を作るとなりますと、まずその場所を確保しなければなりませ

ん。また、場所があっても建物を造るとなると、たくさんのお金が必要になります。  

そうなると、今ある施設を利用することを考えることになりますが、なかなか、そ

のような場所が見つかりません。強いて考えてみると、平日に活用している町の施設

を土日に限って子ども達が遊べる場所に開放するというのも一つの方法かもしれませ

んが、それであっても鍵を開けたり、利用中に事故や危険がないよう管理する人の準

備なども必要となります。  

 ですから、今すぐご要望にお応えできませんが、町としてもいろいろと考えてみた

いと思いますので、何か良いアイデアがあればお聞かせ願えればと思っております。

よろしくお願いいたします。以上でございます。  

議長（東  恵泰）  ９番、亀井美優議員。  

９番（亀井美優） はい、議長。ありがとうございまし

た。以上で、私の質問を終わります。  

議長（東  恵泰） ９番、亀井美優議員の質問を終わり

ます。  

 次に、１０番、山田陽大議員の質問を許可します。  

１０番（山田陽大）  はい、議長。  

僕は、三郷北小学校のみんなのために必要なものを考

え、中庭に時計台が必要だと思いました。  

運動場には時計台がありますが、中庭にはありません。
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低学年の子ども達がよく遊ぶ中庭にも、時計台があったら良いなと思いました。特に、

何かの用事で「早く帰ってきて」と言われても、時計がなかったら時間が分からなくて

帰ってくるのが遅くなり困ります。そのようなことを僕も経験したことがあり、大切

な用事に遅れてしまい困ったことがありました。これは、僕のクラスで聞いたのです

が、同じような体験をした友だちがたくさんいました。なので、時計台があることで時

間の確認ができ、チャイムの音が鳴ってからあせって帰ることもなくなり、余裕を持

って行動できると思います。そうなることで、よりいっそうみんなで楽しい時間をつ

くれると思います。  

また、今は登校中に時間が確認できず、遅れてしまったり急いでしまったりする班

が時々ありますが、この時計台があることで、登校中に時間を確認することができ、落

ち着いて登校することができて良いと思います。  

最後に、時計台ができることによって、以前よりも安全に、そして休み時間にみんな

が汗を流し、「楽しかった」と言う姿が見られればうれしいです。  

そこで、以上のような提案をしようと考えました。  

議長（東  恵泰）  窪こども未来創造部長。  

こども未来創造部長（窪  順司） それでは山田陽大議

員のご質問にお答えします。  

三郷北小学校の運動場には、誰が見ても時間が分か

るよう、校舎の中央に大きな時計がありますが、中庭

には時計がありません。そのため、山田議員がおっし

ゃるように休み時間に遊んでいても何時なのか分から

なく、時間が分かれば、あと何分で休み時間が終わる

のか、目安となります。  

また中庭付近は、三郷北小学校の西門からの通用口

となるので、登下校のときに時間が分かれば、みんなの集合時間などを決めるときの

参考にもなると思います。  

そうなれば山田議員もおっしゃるように、余裕を持って行動できるようになり、大

事な用事にも遅れることもなくなります。  

 つきましては、今すぐではありませんが、来年春には少し大きめの時計をみんなが

見えやすい場所に設置しますので、もうしばらくお待ちください。以上でございま

す。  

議長（東  恵泰）  １０番、山田陽大議員。  

１０番（山田陽大） はい、議長。ありがとうございました。以上で、僕の質問を終わ

らせていただきます。  
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議長（東  恵泰）  １０番、山田陽大議員の質問を終わります。  

 次に、１１番、山口翔生議員の質問を許可します。  

１１番（山口翔生）  はい、議長。  

僕は、なくなったヤオヒコの場所に、またスーパーか

食品を売る小さなお店を建ててほしいです。  

 なぜなら、その近くに住んでいる人達がわざわざ遠い

スーパーまで行かなければならないからです。僕の家族

もヤオヒコがあったときは、とても近くで買い物ができ

て便利でした。だけど、ヤオヒコがなくなってから、と

ても不便になりました。今は、三郷北小学校の校区にお

店がないので、平群町のコープまで車で行っています。 

 また、買い忘れたときにわざわざ遠いところまでいかなければならないし、車がな

い人やお年寄りの人や体が不自由な人達も気軽に買い物に行けず、不便を感じていま

す。  

 もし駅の近くにあれば、仕事帰りに寄ることもできるし、勢野北口駅のそばにあれ

ば、町の中心の場所でみんなが行きやすいと思います。そして、そこがみんなの集いの

場になり、お店の人と地域の人とのつながりもできるから、町に活気が出て、みんなが

幸せになると思います。  

そこで、以上のような提案をしようと考えました。  

議長（東  恵泰）  酒田水道部長。  

水道部長（酒田昌和）  それでは山口翔生議員のご質

問にお答えいたします。  

旧ヤオヒコの場所については、ご存知の通り空き地

になっておりますが、この土地に新しいヤオヒコが開

店される予定となっています。現在は、用地の整理や

建築図面を作成されている状況と伺っています。  

 ７月上旬には、森町長がヤオヒコ本社に出向き社長

と面談され、住民が１日も早く開店していただくこと

を願っていることを伝えると、社長からは早く開店で

きるよう努力すると返答をいただいたところです。  

山口議員のご質問にありますとおり、開店されれば、特に付近住民の方々にとって

気楽に買い物ができることになり、勢野北口駅前も賑やかになるだろうと思っていま

す。  



20 

 

町といたしましても、開店に向け必要となる事務手続きが速く進むよう協力してま

いりますので、もうしばらくお待ちください。どうぞよろしくお願いいたします。以

上です。  

議長（東  恵泰）  １１番、山口翔生議員。  

１１番（山口翔生） はい、議長。ありがとうございました。以上で、僕の質問を終わ

ります。  

議長（東  恵泰）  １１番、山口翔生議員の質問を終わります。  

 次に、１２番、若佐杏美議員の質問を許可します。  

１２番（若佐杏美）  はい、議長。  

私は、ゴミ収集日にカラスにゴミ置き場を荒らされ

ないためにはどうしたらいいのかを考えました。  

 登校中に、カラスにゴミが荒らされていて、いつも同

じ人が片付けをしてくださっているのを見ました。私

は、大変そうだったので手伝いたかったのですが、学校

に遅れるので無理でした。  

 カラスネットをしていても、カラスは頭がよくて、仲

間と協力をしてネットをめくり生ゴミを食べます。そ

こで、私は中のゴミが見えないように箱型のゴミ箱を設置したらどうかと思いました。

しかし、せまい道や交通の多い道路では、通行の邪魔になると思います。  

 別の考えとして、網目ネットをくちばしやツメをひっかけてめくれないブルーシー

トなどに変えて、ネットの端に水を入れたペットボトルのような重りを置くと良いの

ではないかと考えました。  

議長（東  恵泰）  梶井副町長。  

副町長（梶井博之）  若佐杏美議員のご質問にお答え

をいたします。  

カラスがゴミを散らかす問題については、全国的に

課題となっており、効果的な対策が少ないのが現状で

す。  

カラスは頭が良く雑食性で、臭いには鈍感で非常に

目が良く、ゴミの出る場所や時間を記憶するそうで

す。そのため、一度カラスに荒らされたゴミステーシ

ョンは、えさとなるゴミがあると覚え、再び荒らしに

やって来ます。また、カラスは集団で行動するため、えさがあると認識されたステー

ションは沢山のカラスに狙われます。  
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 若佐議員が提案していただいた、箱型のゴミ箱はカラス対策として大変有効で、一

部の自治会では設置されておりますが、ご心配いただいているとおり、設置するスペ

ースが必要となるため置ける場所が限られてきます。  

ゴミステーションをカラスに荒らされないための対策としましては、えさとなるゴ

ミが見えないように出すのが一番の対策となります。また、カラスは早朝から活発的

に活動をするため、ゴミ収集日の前夜や早朝にゴミを出すと、それだけカラスに狙わ

れやすくなります。  

通勤・通学の時間帯は、人や車が多くなるため、音に敏感なカラスは活動しにくく

なりますので、ゴミを出す時間帯を守っていただくことも大切になります。  

また、カラスネットには、はみ出さないように隙間なくゴミを納め、ご質問にあり

ますとおり水を入れたペットボトル等で押さえることも効果的です。  

 カラス対策については、住民の皆様にゴミの出し方を協力していただくことで、荒

らされにくい環境を作ることができますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

以上でございます。  

議長（東  恵泰）  １２番、若佐杏美議員。  

１２番（若佐杏美） はい、議長。ありがとうございました。以上で、私の質問を終わ

ります。  

議長（東  恵泰）  １２番、若佐杏美議員の質問を終わります。  

 以上で、予定されていました一般質問が終わりました。皆さん、お疲れさまでした。  

 ここで、山田議長からごあいさつをいただきます。  

議長（山田勝男）  三郷町議会議長の山田でございま

す。本日の子ども議会の開催にあたり、三郷町議会を

代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。  

 この子ども議会は、三郷小学校、三郷北小学校の皆

さんから選出された、１３名の議員の方が出席されて

開催されました。これは三郷町議会議員と同じ人数で、

同じ方法で開催していただきました。今日、傍聴席に、

保護者の方々、そして担任の先生方、またテレビカメ

ラや新聞社の方々もおいでいただいていましたので、

皆さん大変緊張されたことと思います。この状況につきましては、私達、議長、副議長

以外の議員の方々も、事務局で見ておられました。  

皆さんは選挙で選ばれた三郷町議会議員と同じ場所で、同じ方法で三郷町の将来の

ことについて、夢を語り合っていただきました。大変有意義な経験をされたことと思

っております。一般質問の中でありましたように、誰もが住みたいまち、住んで良かっ
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たと誇れるような三郷町の実現のために、皆さんがすばらしい提案、質問をしていた

だきました。そのような質問については、ここにおいでの部長さん達が真剣に討論し

ていただき、それを町長さんに提出していただき、この場所において三郷町で選挙に

よって選出された１３名の議員の方々で真剣に討議をして決定され、それを事業にう

つすわけでございます。  

皆さん方は三郷町の将来を担っていただく、大変大事な宝であります。これからも

三郷町の将来について、ご家庭でお父さん、お母さんと、そして学校で先生方といろい

ろなことを相談していただき、立派な大人になっていただいて、皆さんの中から、三郷

町で選挙で選んでいただく議員さんになられる方がおいでになることを私は期待して

おります。本日はどうもご苦労さまでした。  

議長（東  恵泰）  ありがとうございました。  

 次に、池田教育長から講評をお願いします。  

教育長（池田朝博） 皆さん、大変お疲れさまでした。

緊張してましたよね。はじめての場所で、大勢の方が

ご覧になっている中での発表ということで、大変緊

張されたというふうに思いますが、もう皆さん終わ

られましたんで、ほっとしているんじゃないかなと

いうふうに思います。  

 今回皆さんからいただきましたご質問、ご提案で

すけども、学校内の遊具でありますとか、時計台な

ど、本当に身近な提案もございましたけども、それ以

外に、ショッピングセンターであるとか、防犯灯の問題、またゴミ置き場や環境に関す

ること、そして町のイベントやたつたひめのＰＲなど、本当に幅広い内容のご質問、ご

提案であったなあということで、つくづく感激をしているところです。  

 本日、皆さんが質問された答えを、私達はこの場所で本当の議員の方々からご質問

いただいて、お答えをしておりますので、今日お答えをさせていただいた職員のほう

は、ある意味慣れている場所でもあるんですけども、今日皆さんからご質問いただく

内容も、ちょっとやっぱり違うということで、大変、お答えをする職員のほうも、ある

意味違った緊張感を持って、今日は臨ませていただいたんではないかなというふうに

思っております。  

 そんな中、皆さんからご質問、ご提案をいただいた質問に対して、私達がお答えをし

たわけですが、「何何します」「何何やりますよ」というようなきっちりとした回答もあ

れば、するのかせんのかようわからんなというような、ちょっとはっきりしない回答

も中にはあったやに思いますが、そこは決して皆さんの意見を無視するわけではござ
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いません。しっかりと時間をかけて、ここにいるメンバーで、また役場の職員全員でし

っかりと検討していきたいなというふうに思っております。  

 皆さんからご要望いただいた内容、これからもしっかりと検討していくわけですけ

れども、今回で３回目になるこの子ども議会、この場所で立派にご自分の意見を発表

していただいたことを、それぞれお一人お一人が忘れることなく、この経験を自分の

自信として活かしていただければなということと、それから、今回まちのことをみん

な一緒に考えていただきました。これからも住んでいく三郷町のことを、真剣に、また

しっかりと考えていただければ、ありがたいなというふうに思っております。  

 大変、今日はしっかりとした意見の発表ができたと思います。大変ご苦労さまでし

た。ありがとうございました。  

議長（東  恵泰）  どうもありがとうございました。  

 続きまして、日程第５、エス・ディー・ジーズ環境未来都市宣言。  

 先ほど、三郷町子ども議会議員一同から森町長に「環境についての意見書」を提出し

ました。このことについて回答をお願いします。  

町長（森  宏範）  それでは、先ほど皆さんからいた

だきました「環境についての意見書」についての回答

をさせていただきます。  

三郷町では、今まで環境に関する取り組みをいろい

ろとしてきました。たとえば、ＣＯ ２削減対策として、

街路灯などの照明をＬＥＤに交換したり、給食センタ

ーではガスを燃料にして発電し、同時に発生する熱エ

ネルギーを有効に利用しています。そして、太陽光発

電や木くずを固めて燃料に作り変えたりして再生可能

エネルギーの利用を進め、平成２２年度と比べて平成２８年度には３３６トンのＣＯ

２が削減できました。  

 このたび「環境についての意見書」を子ども議会議員の皆さんから受けまして、あら

ためて環境問題について皆さんと意識を高め、今まで実施している取り組みをさらに

充実させるとともに、何をしていかなければならないのかを皆さんと一緒になって、

真剣に考えていきます。  

 三郷町は、これから太陽光発電をもっと増やしたり、木くずなどのバイオマスや地

熱など何度も使える再生可能エネルギーを最大限に利用し、いろんな人達と手を取り

合って環境問題に取り組んでまいります。さらに、これから環境に配慮したまちづく

りの中で、皆さんの健康が長く続くように、そしてまちがにぎやかになるように、そし

て世界が平和になるように目標を立て、２０３０年をゴールとした「ＳＤＧｓ（エス・
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ディー・ジーズ）」の達成に三郷町も貢献していく決意を宣言したいと思います。  

 子ども議会議員の皆さんも一緒に宣言文の読み上げをお願いします。議長もよろし

くお願いします。  

       〔エス・ディー・ジーズ環境未来都市宣言〕  

私たちのまち三郷町は、大和川と信貴の山々に囲まれ、豊かで美しい自然に恵まれ

たすばらしい所です。でも、昨年の大雨で多くの家が浸水しました。また、先月の大雨

で中国・四国地方に大きな被害が出て、多くの方が亡くなりましたが、地球温暖化が原

因だと言われています。  

地球全体での温暖化が、これ以上進まないようにするには、エネルギーを無駄づか

いしない、自然が生み出す再生エネルギーを利用する、などの取り組みが必要です。  

でも、これらの取り組みを私たちだけが行っても、大きな効果はありません。地球全

体のことは、地球に住むすべての人が、いっしょに取り組むことで地球を守ることが

できます。  

地球温暖化だけでなく、さまざまな問題を解決することを目標とした「エス・ディ

ー・ジーズ」。私たちは、みんなで住む地球全体のことを考え、そして３０年・５０年

後のことを考えて、今より環境を良くするために、一人ひとりができることから始め、

広く全国へ、そして世界に広めていくことを、ここに宣言します。平成３０年８月６

日。  

町長（森  宏範） 「エス・ディー・ジーズ環境未来都市宣言」、ありがとうございま

した。では次に、皆さんが考えてきてくれた「地球にえぇこと」を発表していただいて

よろしいでしょうか。  
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 では私からまず発表します。「私は、月一回車に乗らない日を決めます。」  

 それでは、松本議員からお願いします。  

１番（松本清香）  私は、お花や植物を植えて、みどりを増やします。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、宮本議員、お願いします。  

２番（宮本菜摘）  私は、買い物にはマイバッグを持ってきます。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、安井議員、お願いします。  

３番（安井  愛）  私は、できるだけ自然を利用して生きます。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、篠原議員、お願いします。  

４番（篠原早絢） 私は、使っていない電気製品のコンセントを抜いて、電気を大切に

します。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、坂田議員、お願いします。  

５番（坂田充都）  私は、給食は残さず食べます。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、澤田議員、お願いします。  

７番（澤田隆之介）  私は、生ゴミ・廃プラなどゴミの分別をしっかりします。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、西野議員、お願いします。  

８番（西野京伽）  私は、なるべくゴミを減らすことを宣言します。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、亀井議員、お願いします。  

９番（亀井美優）  私は、水の無駄遣いをしないように、水をしっかり止めます。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、山田議員、お願いします。  

１０番（山田陽大）  僕は、明るいうちは電気を節電します。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、山口議員、お願いします。  

１１番（山口翔生）  僕は、移動のときは車ではなくバスや電車をできるだけ使いま

す。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、若佐議員、お願いします。  

１２番（若佐杏美）  私は、冷蔵庫の開け閉めをすばやくします。  

町長（森  宏範）  ありがとう。次、安永議員、お願いします。  

１３番（安永  真） 僕は、エアコンをつけたらタイマーをつけて、電気の無駄遣いを

なくします。  

町長（森  宏範）  ありがとう。それでは最後に東議長、よろしくお願いします。  

議長（東  恵泰）  僕は、空き缶やゴミのポイ捨てはしません。  

町長（森  宏範） 皆さん、一人一人しっかり環境について考えてきてくれてありがと

うございました。私達一人一人が取り組む力は小さいと思いますが、みんなが一緒に

積極的に取り組んで行けば、三郷町だけでなく、かけがえのない地球を守り続ける大

きな力になります。みんなが発表したことをこれから積極的に取り組んで、どんどん
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「地球にえぇこと」をしていきましょう。どうぞよろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。  

       〔閉  会〕  

議長（東  恵泰） 以上で、本日の日程はすべて終了しました。森町長、山田議長をは

じめ三郷町役場の皆さん、ありがとうございました。  

 私達子ども議員は、議会の仕組みを学び、三郷町が行なっている仕事に対して関心

を持つことができました。  

 住んでいる三郷町について、町長はじめ副町長、教育長、そして各部長の方々に意見

や要望として質問を行い、回答をいただきました。学校とは違うこの議場ではじめは

緊張しましたが、貴重な経験ができました。私達の意見で少しでも三郷町が良くなれ

ばうれしいです。  

 また、環境について私達ができる「地球にえぇこと」を続けるようにがんばっていき

たいと思います。三郷町役場の皆さんも私達の住む地球を守るため、取り組んでくだ

さい。  

 ２学期になってクラスの仲間へ今日のことを報告して、今後の学習へ活かしていき

たいです。  

 以上をもちまして、三郷町子ども議会を閉会します。一同起立。ありがとうございま

した。  

全員  ありがとうございました。  

 

午後  ４時１５分    閉会  

 

 

 


