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開  会 

 （司会（槙埜）） 皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）大変長らくお待たせいたしました。 ただ今から「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジトーク」を開催いたします。 私は，広島県広報課の槙埜と申します。 本日は，チャレンジに向けて，元気の出る楽しい会にしたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。（拍手）   
知事挨拶 

 （司 会）  それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事がご挨拶を申し上げます。  （知事（湯﨑）） 皆様，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）今日は日曜日でお休みにもかかわらず，本当にたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。 この地域の宝チャレンジトークというのは，ずっとやっております知事懇談会というものの一環なのですけれども，これまで３巡してまいりました。最初は広島県内各 23 市町それぞれを回らせていただき，福山には平成 22年 7月 10日ということなので，ちょうど３年前に参りました。その後もう一回，平成 24 年３月ですから，去年の３月にもう一度来させていただきまして，そのときは県内を８つのブロックに分けて行いましたが，その１カ所として福山で開催しました。今回は３回目で，このチャレンジトーク３巡目の実は最後から２番目でございまして,あと残る１回は広島市で行い，丸３巡が終了することになっております。 これまで,今日を入れると 53 回目になりますが，前回までの 52 回で 449 人の方に発表をいただき，傍聴を含めて大体 6,000人を超える方々にご参加をいただいております。本当に皆様にご協力をいただき，いろいろな形で県政に皆さんのご意見を取り入れていくということで進めさせていただいていますけれども，本当に意義の深いものができたと思っております。 今日は，午前中に「明王院」と，RiM福山で「フクノワ」という市民の皆さんが活動されているところを回らせていただきました。 それも含めて，今回，福山市のほうに大変お世話になっておりまして，この場をおかりしてお礼を申し上げたいと思います。 今日はこれから福山でいろいろなチャレンジ，挑戦をされている方々のお話をお伺いする
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ことになっております。70分かけての会ですけれども，大変元気をいただくことが多いので，皆さんも是非楽しみにお聞きいただければと思います。それでは，今日はどうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
 （司 会）  湯﨑知事，ありがとうございました。湯﨑知事，壇上のお席にお移りください。   

事例発表者紹介 

 （司 会）  それでは，本日の事例発表者の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは檀上にお上がりください。それでは順にご紹介させていただきます。 地域住民で運営するスーパー「熊野学区ふれあい広場クローバー」会長の貝田哲郎さんです。（拍手） 東村町で地元児童への給食食材を栽培されている地域グループ「若草会」会長の浜井正雄さん，事務局長の廻野明倫さん，副会長の福田侯子さんです。（拍手） 地域に愛される高校生を目指し，ボランティア活動に取り組んでおられる県立松永高校２年生の村上樹さん，中川舞奈さんです。（拍手） 外交官を目指すため，学校内外での活動に積極的に取り組まれている福山中学校３年生の宮本一希さんです。（拍手） どうもありがとうございました。事例発表者の皆様は，恐縮ですが，いったんお席のほうにお戻りください。 ここからは湯﨑知事にコーディネーターをお願いしたいと思います。それでは，湯﨑知事，どうぞよろしくお願いいたします。   
事例発表  事例発表①  （知 事） ありがとうございます。それでは，これから早速始めさせていただきたいと思います。 今日，事例発表していただきます４組の皆様は，地域や職場あるいは学校で積極的に活動して，挑戦を続けていらっしゃる方々です。 
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最初に発表いただきますのは，「熊野学区ふれあい広場クローバー」会長の貝田哲郎さんです。 貝田さんを改めてご紹介させていただきますと，貝田さんは，熊野町で高齢者の買い物の不便さを解消するために，地元住民がボランティアで運営しているスーパー「ふれあい広場クローバー」の会長をされていらっしゃいます。 「ふれあい広場クローバー」では，地域の情報を紹介するなど，住民の交流の場としても機能しているということで，まちづくりの拠点を目指しているということです。 今日の発表のテーマは，「ピンチをチャンスに変えるまちづくり」です。それでは，貝田さん，よろしくお願いいたします。  （事例発表者（貝田））  貝田でございます。ご縁をいただき，このような場に立たせていただき，本当にありがたい思いでいっぱいでございます。「食に魚なし,出ずるに車なし」という言葉がございますけれども，スーパーが５年前に撤退し，食品はもちろんのこと，本当に紙一枚買えなくて，追い打ちをかけるように地域に動いていた交通機関のバス路線が昨年度から廃止になり，コミュニティーの活性化に役立つ唯一の情報伝達の農協放送もなくなってしまった。まさに私たちの住む熊野町はピンチな町になってしまった。 これを少しでも,私たちのまちは私たちで守っていくんだという考えのもと，緩和していこうじゃないかと。なかなか容易なことではありませんが，でも，挑みにくいものに挑んでいくことによってなんとか道が開けるのではないかという思いで，このようにピンチこそチャンスということで，我々は挑戦して，昨年７月 22日に開店いたしました。やがて 1年が来るわけでございます。 写真の「ふれあい広場クローバー」は現在の正面の姿でございます。右側の写真は里山，田畑に囲まれた中心部のまちの春の景色でございます。 熊野町の概要でございます。これが熊野町です。沼隈半島のほぼ中央に位置しております。福山の中心から距離にして８キロから 10 キロぐらいで，車で 20分ぐらいのところに位置しております。こちらが鞆，南地区でございますので，背中合わせで，海抜 80 メートルぐらいの山間地帯，盆地でございます。 左は，春の「常国寺」です。有名な桜の名所でございますけれども，風致地区の姿でございます。自然に恵まれて，四季折々の美しさを愛でることのできる熊野町でございます。 主な地域産品としては，米，野菜，果実でございます。米は「山田米」と称しまして，旧藩時代は御用米として，また，先年は広島県を代表する米として宮中に献上したという足跡がございます。 「いぐさ」は，残念ながら今この一町だけでつくられています。３年前に文化庁の「文化の森」という指定を受けましたけれども，後継者不足で，何とかしなければいけないという
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思いでいっぱいでございます。 人口のほうは，2003年から 2012年の９カ年間でだんだんと減ってきまして，約 13％の 385人の減少でございます。ちなみに，所帯数は 900 余で変わらないということになりますと，これは少子化，または高齢化，1 人化，そういうことが言えると思います。高齢化率は，昨年のデータですが，32.8％でございます。９年間で 4.7 ポイント増加しています。現在は 30％をオーバーしているような状態でございます。 我々がまちづくりをする場合の視点として，古くから使われております「衣・食・住」，続いて医薬の「医」，仕事の「職」，それから伝統・文化・スポーツといった「楽」，そして自然の「然」，この条件整備が本当に整えば住みよい町だと思いますけれども，なかなかそうはいかないということでございます。少子高齢化が進んで孤独無縁社会化が加速的に進んでいる。農業の後継者不足で，従事者は平均年齢が 70 歳をオーバーしている実態でございますし，休耕田あるいは耕作放棄地といったものも見られますし，荒廃に向かう過疎地である。と同時に，文化の母と言える農業，ものづくり文化も衰退してきた。粘り強さであるとか，農民の受け継いだ心，そういったものも衰退してしまった。まさに静かな，疲れ切った町ではないか。生活サービスが十分に享受できないというのも，買い物はもちろんのこと，福祉，医療関係，そういったものでございます。 何とかしなくちゃいけない。住みにくい熊野町になってしまった。若者は外に出て，この墳墓の地に帰ってこないというようなことが多くなってきた。家離れ，人離れ，あるいは墓離れ，葬式離れ，寺離れ，そういった離れるという言葉が 10年ぐらい前から盛んに使われるようになりまして，現実，この自治会活動すら十分にできないような状態の中で，自治会長会で何とか考え直さなければいけないという声が出て，2011年９月ぐらいから，住民の声も何とかならないだろうかということで,特に年に２回ある住民学習会では，熊野のいいところ，あるいは困っているところ，そういったものを挙げながら，なんとしても住みよいまちにしていかなければいけないという機運が盛り上がってきました。 その矢先，９月に入りまして行政と連携をとって，支援を得ながら，買い物あるいは医療に行く場合のお出かけ支援事業を９月７日に始めました。これがお出かけ支援に使っている車でございますけれども，スーパーが撤退して買い物が不便だと。買い物弱者といいますか，そういったものを支援していこうということで，隣の瀬戸，あるいは沼隈町のほうまで送迎をやっています。でも，それだけでは不十分である。拘束される。年齢は 65 歳以上，そして，行く町，あるいは時，そういったものが拘束される。全員のものになっていない。何としても考えなくちゃいけないということで，我々の挑戦が始まったわけでございます。 当初は自治会の役員数名でこの準備会を起こしましたけれども，３月の準備会を経て，ここの写真にありますように 13 名のメンバー，志を同じくする縁のある者，「支援チーム」と呼んでおりますけれども，その支援チームが準備会を立ち上げました。名称も「運営委員会」に変え，毎日のように集まって，この広場をつくっていこうじゃないかと。その名称は「ク
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ローバー」，内容は住民が集えるサロンの機能を持ったもの，あるいは不便を解消するスーパーの機能を持ったものにしていこう。 ちなみに，「クローバー」については，熊野のどこでも生えているシロツメグサでございますが，その花言葉には「愛」であるとか，あるいは「親交・友情」があります。四つ葉の場合は,三つ葉の根っこにあります成長点を刺激すれば，踏んだりしますと四つ葉が出てくるということで，それは「幸せ」を表すと。要するに，足下を大事にしながら，ひとつその四つ葉に触れれば幸せが来るということで起こしたわけでございます。 サロンのふれあい広場はどういう構想にしようか。住民がふれあう場所にする。助ける者，助けられる者という区分はなくして，老若男女誰でも平等に，自由にふれあえる場所にしようじゃないかということと，にぎわいを創出しよう。そこに活性化が生まれてくる。あるいは，コミュニティーの再生。さらにまた，まちづくり推進の拠点として,まちかど情報室，情報交換・発信の場にしたらどうだろうかという論議も重ねてまいりました。 一方，スーパー「クローバー」の構想ですけれども，買い物の不便を解消していこう。今まで町外に出ていたけれども，地元のスーパーまでの送迎はできはしないか。運営資金がいるが，どうしようか。900世帯あるから，全員平等に１万円なら１万円出していただいて 900万円にはなるだろうと。いや，そんなことはできないというようなことを論議する中で，福山市の協働まちづくり推進事業の基金をいただこうじゃないかということで申請をいたしまして，結果的には住民参加型施設等整備事業費として 418万 890円の補助金を得たわけでございます。 「クローバー」の構想でございますが, 物品の販売でございますので，そういう役割分担，あるいは顧客対応等についてボランティアの募集をやっていこうじゃないか。あるいは，地産地消の推進，また産品のブランド化，先ほど言いました熊野の場合には米が最たるものでございます。そういった矢先にバス路線の廃止があり，あるいは農協放送もなくなってしまったということです。そういう状況を踏まえながら，我々は実際に動こうじゃないかということで，４月からこの準備に入ったわけでございます。 これは，農協のスーパーの跡地を無償で借用する交渉をし，その空間を利用して，今，作業をしているところでございますが，万古不易の原理である「一源三流」，まず人のため，自分のため，世のために汗を流そうじゃないか。汗を流すことによって，本当に人の絆も深まってくる。喜びや悲しみの涙を流そうじゃないか。と同時に，身を切る。本当に懸命に働こうじゃないか。そういう合い言葉で，現在もその原点に返って月に１回は繰り返しております。 具体的には，５月 23日から物品の搬入でございます。香川県の本島からは冷蔵庫や商品棚を譲渡していただきました。これは店を閉店した親戚，あるいは縁者，知人，そういった方からいただいたものです。竹原からは，かご。向島からは,レジ台。5 月 23 日には看板を塗装。もちろんボランティアがやっているわけでございます。それから，町内のリメイクサークルの協力で，サロンの座席の座布団の寸法取りをしていただいているところでございます。
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生徒は，生活科の学習の中で聞き取りをしながら，また自ら掃除のお手伝いもしていただきました。ボランティア団体，あるいは学校も協力して，随分と奉仕活動をやっていただきました。 塗装が完成して，現在の姿でございます。 これは，7月 10日，レジの研修でございます。「80の手習い」と書いておりますが，今，28人のスタッフでやっておりますけれども，平均年齢 69 歳でございます。レジは 12～13 名の女性の方でやっていただいておりますが，アナログ人間がデジタルに挑戦していく。新しいものに挑戦していく。まさに，ひこばえの志を持ったものでございます。老いて，ますます接待のそういう心，あるいは手先でレジを打つ，そういうものに挑戦するという，まさに老後の初心でやっております。 ７月 22日の開店時の町民の買い物の姿でございます。 翌日，サロンで一休みしているところでございます。運営委員のメンバー，あるいはレジの皆さんです。 夏休みに入りますと，近所の子どもたちが３千余アイテムの中の百均コーナー等で買い物をしています。 いろいろ問題がございますけれども，今後のビジョンとすれば，本当にありがたいと，そう思えるまちをつくっていこうじゃないか。この発端は，お出かけ支援事業を利用している数十名の方々が運転手に対して，あるいは我々に対して「お世話になります」「ありがとうございます」と，そういう言葉が飛び交うようなまちづくりをしていこうじゃないかと。そして，住みにくいという負の遺産を後から来るものに残していかない。高齢社会の高齢者こそが，そういう負の遺産を残さないような働き，これを身をもって示す。これが高齢者の務めであるということでやっております。そして，熊野ならではのオリジナルな，個性的な，魅力あるまちづくりをしていこうじゃないか。そして，高齢者も外へ出て社会参加をする。生産した野菜等も出していただく。生産を通して社会参加をしていくまちづくり。本当に温かいと思えるまちをつくっていこうじゃないかということでございます。 まず，広場の機能の充実，世代間の交流，今，問題となっているのは，あくまでも若者の顔が見えるような場のあり方。また，熊野の魅力を発信するような情報発信の基地としていきたい。あるいは，他の市町の皆さん方にもおいでいただくという道の駅的な機能も果たしていきたいし，また，災害時の食品等の備蓄機能も果たしていこう。あるいは，今やっている宅配サービスを充実していこう。また，小学生などの規定服であるとか，靴であるとか，そういったものの販売を充実していこう。そういう機能の充実が今，求められております。 それによって，本当に強固な絆づくり，安心・安全なまちづくり，そういうネットワークの役割を今後はしていきたい。今も若干その成果は上がっていると思います。 問題は，経営資源の充実です。作業ではなく，事業ですから，事業は持続性がなかったら意味がないわけです。せっかく開店しても，現在，経営は非常に難しくございますけれども，
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何としても経営力を身につけていかなければいけない。行政にお願いしての補助金頼み，あるいはボランティア任せ，あるいはイベントばかり，それから脱却して経営力を身につけていかなければいけないということです。ヒト・モノ・カネ・情報，こういったようなものの充実です。情報については，もう全国に熊野の名前が売れたようでございます。本当にありがたいことでございます。 そして，最後には，事業は人業である。人づくり，人がするものです。そういう意味で，地域の住民一人一人が自分のものだと,せっかく我々が掘り起こして探し当てた宝物のスーパー，広場，これをどうしても後から来るものによき財産として渡したい。こういう思いでございます。大変な作業でございますけれども，我々は推進力の弱い小さな船のようなものです。船出して，やがて１年がまいります。この志の帆を上げましたけれども，なかなか容易ではございません。１人で歩いても道はできない。みんなで歩く。しかも，行ったり来たりしないと道はできない。それこそが追い風である。順風満帆のときばかりではございません。毎日毎日，レジの方々は今日の売り上げに一喜一憂して,自転車創業のような状態でございます。でも，せっかくつくったものをなんとしても我々が頑張ってこれから磨いていこうじゃないか。行政を含めて，皆さん方から期待の光を注いでいただきました。その光を受けて，我々もそれを返せるように光っていこうじゃないかというのが最近です。どうぞ皆さん方追い風になってください。ありがとうございます。（拍手）  （知 事）  貝田さん，ありがとうございました。スーパーがなくなって，定期バスがなくなって，そして農協放送がなくなって，ピンチであると。ピンチをチャンスにというのはよく聞きます。よく聞くけれども，実践するのはなかなか難しいという気もしますが，貝田さん，いかがですか。  （貝 田）  知事さんがおっしゃるとおりです。口の言葉や，手の言葉は容易です。足の言葉はよほどでございます。それこそ，私は志を一にする支援チーム，この輪を広げていく。まだ現在でも町民の意識というのは，グループがやっているんだという人もおります。現状が十分に住民に情報提供できていないということがございます。やはり人でございます。  （知 事）  足の言葉，実際に実践するということですね。  （貝 田）  そうでございます。 
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（知 事）  いきなり全員が急に全部はできないと思いますけれども，誰かがやらないといけないというところで，貝田さんをはじめ，何人かのメンバーの方が実際に足の言葉を語り始めた。それによって，今，スーパーをつくっている途中の写真なども出ていましたけれども，それこそ大工仕事をご自分でされたり，小学生が手伝ってくれたり，いろいろそういうのを通じて輪が広がっていったという感じですか。  （貝 田）  そうです。輪を広げていくことは容易ではありません。今のネット社会における物品の購入社会，我々はお客さんを待つのではなくて，外に出てお客さんと対話をしようという考えでやっているわけでございますけれども，あくまでも平均年齢 69 歳，若者の集まらない店は危険です。これこそ，３年かかろうが，何としても，まず，町民が熊野で掘り当てた宝物であるから，それを自ら磨いていこうということで一生懸命会合では話しております。  （知 事）        ありがとうございます。きっと，そういう熱意が若者の皆さんにも伝わっていくのではないかと思います。80 歳になってデジタルに挑戦というお話もありましたけれども，最近のレジは難しいですよね。押し間違えるとあかなくなったりして，それどころか，今日のプレゼンテーションのパワーポイントも結構プロフェッショナルで上手にできていると思ったんですけれども，これはどなたがつくられたのですか。  （貝 田）  裏話で，実は行政との福山スタイル，連携でございます。熊野担当の行政さんもいらっしゃるので，常に情報，交流をしながら補完しあっております。  （知 事）  なるほど。手伝ってくださったのですか。  （貝 田）  例えば放送器具などは，今，災害における危機管理が全国にあるわけですけれども，その矢先，唯一の緊急放送もできないような，放送設備がなくなってしまった。では，どうしようかというので，手づくりで私どもがつくって車に積んで走っております。これが現実でございます。   
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（知 事）  いろいろな人たちを巻き込んで，行政もその一つだと思うのですけれども，地域の力でいろいろな人を巻き込んでいく。それによって，まさに地元の宝ができて，それをこれからどんどん磨いていくというお話ですよね。きっとこの活動を続けたら，熊野の活性化につながっていくのではないかというのを感じさせていただきました。もう一度貝田さんに大きな拍手をお願いいたします。本日は本当にありがとうございました。（拍手）   事例発表②  （知 事）  続いては，東村町の地域グループ「若草会」の皆さんです。会長の浜井正雄さん，事務局長の廻野明倫さん，副会長の福田侯子さんにご登壇いただきます。お三人が活動されていらっしゃいます「若草会」は，地域の耕作放棄地を農園として再生して，地元の小学校や保育所の食育の場として活用する取組を行っていらっしゃいます。 また，子どもたちに安心・安全な食べ物を食べてもらいたいと考えて，自分たちで育てたお米や野菜を学校給食の食材として納入する取組も行っていらっしゃいます。 今日の発表のテーマは，「地元児童に安心・安全な食べ物を～若草会の地産地消活動～」です。それでは，浜井さん，廻野さん，福田さん，どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）  （事例発表者（浜井））  若草会代表の浜井です。私は福山市の一番西に位置する福山大学のふもと，東村町からやって参りました。大きな工場もなく，高速道路の騒音のみ聞こえる地域ではございますが，物静かな田舎町で野菜づくりをしているメンバーでございます。 数少ない小学生の子どもたちを健康に育ててもらわねばならないというのは，東村町民の願いでございます。 そこで，野菜づくりをしております８名が学校給食に食材を届けようと，福山市地産地消課のお力添いによりご指導を受け，23年９月，若草会が発足しました。 24年２月，学校の校長先生，保育所の所長さん，学校保健課の方々４名が若草会に入会してくださいました。充実した組織的な若草会が発足しました。 会員も増えました。今日ここにおりますが,16 名の会員が，皆，生産者でございます。若草会の名称は，東村小学校校歌の出だし「若草清くもえいでて」の「若草」をいただきました。小学校の校歌を子どもたちが歌っているのを除幕式の日にも聞きました。涙が出ました。安心・安全・新鮮をモットーに，小学校給食に野菜を納めることに心意気を感じております。 具体的な活動につきましては，廻野，福田が説明いたします。よろしくお願いします。 
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（事例発表者（廻野））  若草会の事務局を担当しております廻野です。会長のほうから若草会の概要の説明がありましたが，その中で，若草会の立ち上がりの部分と，若草会の活動の中で大きい柱であります米づくりについて，少し詳しく説明させていただきます。 まず，我々が活動を始めるにあたり，拠点づくりから始めました。ちょうど学校のすぐ近くにあった約 30 アールの耕作放棄地を最初８名で整備いたしまして，そのうち 20 アールで米づくり，残りの 10 アールで野菜をつくる計画を立てました。 当然のことながら，我々の拠点になるところでありますので，看板の設置も考えました。 これは看板をつくっているところです。会員で設計と施工もすべてしました。 無事に看板もできて，除幕式までしました。大勢の方に参加いただき，これは記念写真を撮っているところです。 この看板には少し仕掛けがありまして，このように表示部分が回転するようになっており，状況に応じて表示部分が変えられるようになっております。 こちらの部分が小学校，こちらが保育所，それぞれの子どもたちがこの絵は考えてくれました。 立派な看板もでき，これから我々の活動も本格化していくわけでございますが，ちょっと活動内容からして看板が立派すぎる感もあるのですけれども，これは我々の心意気だと思ってください。 この場所を学校農園という形で位置づけました。 さて，今度は米づくりですけれども，学校を出ての校外授業，先生は会員が行います。いろいろ米づくりの勉強をして，それからみんな一斉に田んぼに入って田植えをします。これは田植えの風景です。小学校の子どもたちもですけれども，保育所の子どもも一緒にします。これは後から聞いたのですけれども，保育所の子どもたちは，兄さん，姉さんの足手まといになったらいけないと思ったか，あらかじめ保育園の砂場で田植えの練習をしてきたそうです。大変熱心に取り組んでくれます。昔ながらの田植えと，近代的な田植機による田植えも同時に体験します。 田植えが終わると，小学校の子どもたちも，保育所の子どもたちも，たびたび田んぼへ米の出来具合を見にきてくれるのですが，どうも自分の植えた株を覚えているようです。それが順調に育っているかどうか，順調にいっているのを確認して，安心して帰って行きます。 順調に育ち，稲刈りを待つばかりとなった田んぼです。かかしが設置してあるのですが，これは子どもたちと会員と一緒につくって立てました。 10月初旬には稲刈りが始まります。みんなで力を合わせて稲刈りをします。保育所の年少組はもっぱら応援団です。 刈り取った稲は束ねて乾燥します。もちろんコンバインの近代的な稲刈りも併せて体験します。 
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このように，田植えにしても，稲刈りにしても，昔ながらの田植えと近代的な機械を使った近代農業と両方体験してもらって，子どもたちの思い出づくりはもちろんですけれども，将来，この子たちが地域の担い手になってくれればいいなと，かすかな願いを持っております。 今，紹介した稲つくりは昨年の状況でした。今年は６月に田植えも終わって，今，順調に育っているのですが，今年は県・市の指導をいただきまして，農薬使用量を２分の１，それから化学肥料２分の１以下で稲をつくる特別栽培米を手がけております。今のところ，順調に育っておりまして，稲刈りが楽しみでございます。 以上，このあとは福田のほうから説明いたします。ありがとうございました。  （事例発表者（福田））  福田です。私は野菜づくりと食材の納入についてお話しします。 学校に届ける野菜は，新鮮で安全で安心なものでなければなりません。しかし，実際につくってみると，いろいろな課題に直面します。土づくり，植え付け，肥料の選択，害虫防除，病気への対応，天候など，あらゆることを気にしながら，つくる難しさを感じました。 家庭で食するときには何気なくつくっていましたが，学校へ納めるとなると，商品にふさわしい，規格にあてはまるものが思うようにつくれません。 そこで，福山市の行政の方，ＪＡさんの協力を得て，栽培についての講習を受けたり，毎月１回の定例会で情報交換したり，また，会員さんの畑を見学して，資質の向上に努めております。 野菜の納入については，学校農園でつくる野菜だけでは足りないので，会員の畑でつくったものも併せて納入しています。最初はサツマイモから始まり，会員の増加によりたくさんの品目を納めたいという思いから，現在では 27 品目余りを納めるようになりました。私たちが野菜を納めていると，「今日は何の野菜？」「ニンジンとピーマンよ」と言ったら，「初めは嫌いじゃったけど，だんだん食べられるようになったけ，また持ってきてな」と，子どもたちが言ってくれます。そんなとき，頑張ってつくってよかったなと思います。 また，福山市の栄養士さんも，つくっている人の顔が見えるようにという思いから,会員の顔写真，メッセージ，野菜の育っている状態などを写真に撮って，学校の入り口や廊下に張っていただいております。 ４月には絹さやがいいということで，絹さやを納めているのですけれども，手の上に乗せると，絹糸みたいにきゅっきゅっと鳴るということで絹さやという名前がついたというコメントが入っております。 また，９月のタマネギは，こういうふうにして保管するんですよということもコメントで皆さんに知らせております。 また，子どもとのふれあいを大切にして，いろいろな活動を一緒する機会を設けていただ
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いております。学校給食への招待，これはランチルームで全校生徒，全校児童とテーブルを囲み,野菜づくりの苦労話などを伝えながら楽しく会食いたしました。学校農園での田植え，稲刈りなどの体験学習，昨年の 10月にはお米も無事収穫でき，新米を祝う会という名目で招待を受け，一緒に食事をする中で，新米はぴかぴかして，甘みがあって，とてもおいしいと，自分たちがかかわったお米に満足そうでした。福山市長さんにもおいしい新米を食べていただきたくて，６年生全員で表敬訪問することができました。今日は知事さんがお越しになっていますので，子どもたちが是非食べていただきたいということで届けに来ております。後ほどお受け取りいただき，東村の地でできたお米を味わっていただきたいと思います。 先月，６月 24日には給食をお弁当箱に詰めようという催しがありました。栄養士さんから栄養素や地元の野菜のよさなどを勉強し，家から持ってきたお弁当箱に彩りよく詰めて，一緒に食べました。気分も変わるせいか，普段より早く食べられたようです。中学校に行くときは，自分でお弁当をつくっていきたいということも話してくれました。 東村町は 67年も続いた「かかし祭り」が 12月の第１日曜日に盛大に行われています。実りの秋のお米を雀から守ってくれたかかしさんは，資料館に保存し，昔の農具を使って情景を飾っています。今日のお米の袋にも会員がデザインしたかかしが東村町をＰＲしております。野菜やお米を通して農業の大変さと収穫の喜び，作物への愛情やモノの命の大切さを学び，人間の体づくりのもとになることを確認してくれることが私たちの願いです。そのために，新鮮で安心・安全な食材を納めていけることに喜びと生きがいを見つけ，それを糧に頑張っていきたいと思っております。  （浜 井）  それでは，お礼の言葉として，今日ここに出場できましたことは，知事さんをはじめ，行政機関の方々のお力添え，東村町皆様のご支援，ご協力のたまものと心よりお礼申し上げます。 それでは，知事さんにお米を持ってきたのをあげてください。 【小学生,知事にお米を手渡す】（拍手）  （廻 野）        ミニかかしです。東村町のマスコットかかしで，東村町を宣伝しております。どうぞ受け取ってください。 【小学生，知事にミニかかしを手渡す】（拍手）  （知 事）  ありがとうございました。最後にはサプライズプレゼントまでいただいて恐縮でございます。 
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この若草会の皆さん，まさに農業を皆さんでやっていらっしゃるという感じですけれども，もともと，ご経験者はどれぐらいいらっしゃったのですか。  （浜 井） ご幼少のころは全員なんです。  （知 事）  ご幼少のころはね。  （浜 井） 途中は農業では食っていけませんので，お仕事をみな持っていました。公務員の方とか，いろいろいらっしゃいますが，定年後の会員でございます。  （知 事）  なるほど。改めて，そういう意味では野菜を 27 品目もつくられたりとか，なかなか大変な活動だと思いますけれども，また，子どもたちに食べさせるということを考えると，ちょっと作り方も考えないといけないということですね。もっと安心・安全な食べ物をと。農薬も，化学肥料も少なくつくられるということですね。  （浜 井） はい。夏場はやむを得ないですが，網をして，農薬をやらないように，虫との戦争もやっております。  （知 事）  なるほど。いろいろな戦いがあるのですね。でも，子どもたちにも参加してもらって，自分たちで自分の食べるものをつくるというのは，ものすごく効果があるというか，すごく理解できると思うのです。また，皆さんが今度は学校へ行って，子どもたちとそれを使った給食を一緒に食べるというのも，すごくいい交流ですね。共通の話題もありますし，そうでないと，なかなか知らないおじいちゃん，おばあちゃんが突然来ても話題に困ってしまったりするのですけれども，これはみんなでつくっていますから，そんなこともなく，楽しく交流できたのではないかと想像します。 これも，考えるだけではなくて，若草会の皆さんが何かせにゃいけんというところで，実際に，さっき足の言葉というのが貝田さんからありましたけれども，本当にそれをちょっとやってみる。やり始めることでつながりが広まっているような感じがいたします。 それでは，東村町で子どもたちのために一生懸命頑張っていらっしゃいます若草会の皆様，
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今日は代表で３人来ていただきましたけれども，もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。（拍手）   事例発表③  （知 事）  申し訳ありません。少し時間が押していますけれども，続いての発表にいきたいと思います。 次は，松永高校２年生の村上樹さんと中川舞奈さんのお二人です。 お二人のご紹介をしますと，お二人は県立松永高校に通っているわけですが，松永高校では地域に愛される高校生を目指して，積極的に地域の行事にボランティアで参加されています。 下駄のまち「松永」ですから，毎年恒例のイベント「ゲタリンピック」では，こども広場を運営されているということです。 また，学校周辺のカーブミラーを磨く清掃活動なども行っていらっしゃるということです。 今日の発表のテーマは，「かわいがられ,地域に貢献できる人材を目指して」です。それでは，村上さん，中川さん，よろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（村上）） 皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）こんにちは。広島県立松永高等学校から来ました生徒会長の村上樹といいます。今日は，松高の取組について発表したいと思います。 松永高校は，遺芳湾と言われる松永湾を見渡せる高台にあります。昼もきれいですが，夜もとてもきれいなので是非来てみてください。 松永高校は，今，劇的な変化をしています。何よりも生徒みんながはつらつとしています。この写真は文化祭での書道パフォーマンスですが，書道部の生徒が生き生きとしていて，とてもかっこよかったです。 さて，私たち松高生は，地域の役に立つために，かわいがられる人材になるというチャレンジを行っています。そのために，私たちは「あ・じ・み」の実践を行っています。「あ・じ・み」とは何だと思いますか。皆さん，思い浮かべてみてください。そうです。つまみ食いのあじみではございません。もうちょっと笑っていただいてもよろしかったですよ。 まず，「あ・じ・み」の「あ」はあいさつの「あ」を意味します。私たちの学校では，下駄箱のある昇降口で毎朝先生と生徒があいさつを交わしています。昇降口川柳と呼ばれる後輩へのメッセージを伝えるホワイトボードも置いてあります。ある生徒に，私たちの校長先生が「今日もすてきな笑顔だね」とおっしゃっていたのですが，私もすてきな笑顔になれるよ
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う，今，笑顔を磨いているところです。どうでしょうか。（拍手） １年次生はガイダンスウィークで礼儀作法をきちんと学びます。松永高校の問題行動も，今では 10分の 1に激減していて，いい方向に進んでいると思います。 次は，「あ・じ・み」の「じ」は時間を意味します。日々の授業で時間を守ることを実践しています。当たり前のことを当たり前にきちんとするためには，落ち着いた環境も大切なので，全員で注意を払っています。 次に，「あ・じ・み」の「み」は身だしなみを意味します。この写真はリニューアルした制服です。こんなお茶目なポーズもとれる松永高校ですが，もっとお茶目な私の着こなしはどうでしょうか。（拍手） 次に，地域の人とのつながりを重視した具体的な取組を紹介します。松永には「ゲタリンピック」と呼ばれる祭りがあります。下駄をどれだけ高く積めるかという下駄タワーなど，たくさんのゲームがあります。若くてぴちぴちした私たちがボランティアとして参加することで，地元の祭りがもっと盛り上がればいいなと思っています。 次に，校内外大掃除を紹介します。学校に通う途中で生徒が被害者になったり，地域の方が加害者になったりすることがないように，カーブミラーぴかぴか大作戦を行いました。松永支所の方々や警察の方々にも協力してもらっています。 三つ目ですが，松永高校では，２年次生全員が職場体験を経験します。地域の企業の方々の協力のおかげで，大変充実した経験をすることができました。 最後に，私たちが理想とする姿についてお話しします。 それは，「ルールを守る」。当たり前です。 「マナーを守る」。まだ，できていない人が少しいます。ですが，マナーを守るができれば，「日本の心を実践する」ことができると思います。 ここで，湯﨑知事に質問です。日本の心とは，人それぞれ思うことがあると思うのですが，湯﨑知事はどうお考えでしょうか。  （知 事）  日本の心,やっぱり相手を思いやる心ということではないでしょうかね。  （村 上）        そうですね。順番をレジで守ったりすることも日本人だからできるということもあると私は思います。 私としては，自然への畏敬の念だと考えています。 そこで，私は環境保全のために歩くごみ箱という活動を行いたいと思います。歩くごみ箱とは，駅前やコンビニの周辺などで「ごみ」の分別を呼びかけながら歩く人間ごみ箱のことです。こうすることで，地域の人とのコミュニケーションをとりながら，環境保全活動がで
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きると考えています。 私は，生徒会長として，これからも様々なチャレンジを行っていきたいと思います。 最後になりますが，松永で多くのことを学び，社会に貢献できるような人間になれるよう高校生活を充実させていきたいと考えています。このお方が松永高校の先頭に立ってみんなで歩いていくので，よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  村上さん，中川さん，ありがとうございました。お二人は今，２年生ですよね。  （村 上） はい。２年生です。  （知 事）  ２年生が生徒会長をやるのですか。大体そうなのですか。  （村 上） 前日なったばかりです。  （知 事）  これから１年間されるのですね。  （村 上） はい。  （知 事）  ３年の今頃になると，もう進路のことで大変ですからね。  （村 上） そうですね。いろいろ忙しいと思うので。 
 （知 事）  ちなみに，お二人は，進路は，大学に行くにしても，就職するにしても，広島に残りたいと思っているか，あるいは，県外に出たいと思っているか，どうですか。  
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（村 上）  私はスポーツトレーナーになりたいと考えているので，やっぱり県外には出たほうがいいかなと思っています。  （知 事）  正直でいいんですよ。中川さんは。  （事例発表者（中川）） 私は，将来看護師になりたいので，広島県内の尾道にある厚生連の看護学校に行きたいと思っています。  （知 事）  なるほど。今，看護師不足ですから，頼もしいですね。 いずれにしても，お二人の今の発表も本当にはきはきしていて，学校も，カーブミラーを，あれは本当に危ないですよね。曇っていたら，あれは何のためにあるのかと。僕らが管理しているものもあるのであまり言えないのですけれども，大変ありがたいと思います。 こうやって地域に溶け込んで活動して，しっかりと勉強して，ルール，そしてマナーを守って，日本の心をはぐくむという皆さん,本当に頼もしい限りだと思います。今日発表していただきました村上さんと中川さんにもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。（拍手）   事例発表④  （知 事）  それでは，最後の事例発表になります。最後の発表は，福山市立福山中学校３年生の宮本一希くんにお願いします。 宮本くんは，将来外交官になるのを目指していらっしゃるということです。中学１年生のときから英会話や中国語を勉強していて，中国語では昨年度第５回漢語橋世界中高生中国語コンテストの西日本地区予選大会で奨励賞を受賞されたということです。 また，福山市子ども会議やジュニアロースクールに参加するなど，学校外での活動にも積極的に参加されて，行動力や社会性を高めておられるということです。 発表のテーマは，「夢の舞台に向かって」です。それでは，宮本くん，どうぞよろしくお願いします。（拍手）  
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（事例発表者（宮本））  大家好。我叫宫本一希。认识你很高兴。前年秋天的时候我开始学习汉语。 今天我谈话关于我的梦。 皆さん，こんにちは。宮本一希と申します。お会いできてとてもうれしいです。一昨年の秋から中国語を習い始めました。今日は僕の夢について話します。 僕の将来の夢は外交官になることです。僕は外国語に興味を持っていて，中国語や英会話を習っています。レッスンはとても楽しく，充実したものになっています。英会話スクールには週１回通い，中国語は福山大学孔子学院で学習しています。 僕は外交官になるという夢に向かって頑張っていることが三つあります。 一つ目は，学力の向上です。物事を正しく理解し，適切に判断する能力を身につけるためには，勉学に励むことが最低限必要なことです。また，今の勉強が高校，そして大学へとつながります。そのため，決して気を抜かず，最後までやりきるようにしています。 二つ目は，政治，国際情勢をよく知ることです。日本の動き，外国の様子を知ることは，外交官になるためには欠かせません。朝と夜のニュースは毎日見ています。 三つ目は，外国語を使ってのコミュニケーション能力の向上です。相手とよいコミュニケーションをとることができれば，互いによい印象を持ち，親しい関係をつくることもできるでしょう。今のこのグローバル社会では，高いコミュニケーション能力が要求されています。 これらのことを頑張るに当たって，学校内外でのたくさんのことにチャレンジしています。例えば学校内では，校内レシテーションコンテストにエントリーしました。レシテーションコンテストとは，英語の暗唱大会で，個人によるスピーチの部とペアの寸劇の部があります。僕は友だちと二人で寸劇の部に参加し，協力してシナリオを考え，助け合って演技をした結果，優勝することができました。 英語の力をここまでつけることができたのは，英語の授業はもちろんですが，福山中学校ならではのコミュニケーションという授業のおかげです。週に１回，外国から来たＡＬＴの先生の授業があります。この写真は英語での討論の様子です。学校は制服と私服のどちらがよいか，弁当と給食はどちらがよいか，などをテーマにして議論しました。 遠足では東広島市にあるＪＩＣＡ中国を訪問し，青年海外協力隊の方々から話を伺いました。発展途上国を日本がどのように支えるべきなのか。自分には何ができるのかを考えさせられました。 また，展示からはそれぞれの暮らしに個性的な伝統があり，尊重しあっていくことの大切さを学びました。 学校外では，自分の中国語の実力を試すために，漢語橋世界中高生コンテスト西日本大会にエントリーしました。スピーチでは，中国語のおもしろさや日本と中国の交流について話し，実技部門では切り絵をしました。切り絵は，赤い紙をはさみやカッターだけで芸術作品にするものです。最年少で出場したのですが，努力した結果，奨励賞をいただくことができ
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ました。 また，去年の冬には，福山市北京教育交流訪問団に参加し，実際に中国に行ってたくさんのことを学びました。この写真は首都師範大学の日本語学部の学生と一緒に日本語の授業を受けているところです。日本語を習い始めて少ししかたっていないそうですが，流暢に日本語を話せていたので驚きました。 この写真は魯迅中学校の様子です。ここでは英語の授業を見学しました。レベルの高い勉強であまりついていけませんでした。 このように，中国の学生の学習意欲はとても高いことがわかりました。僕も将来を担う者として負けてはいられないと感じました。 さらに，福山市子ども議会にも参加しました。小学６年生，中学２年生と協働・行革委員会に２回挑戦することができました。 福山市市政施行 100周年に向けたバラに関しての取組として，バラのまちづくり条例などを提案しました。市長さんからは，福山市の再開発に向けたよい方法だと思う。議会で前向きに検討していくと，答弁していただきました。 次に，これからの挑戦について二つ話します。 一つ目は，オーストラリアでのホームステイです。世界で最も大切な言語である英語をより磨き上げるために，本場の英語とふれあってみようと思います。福山中高等学校では，夏休みに毎年オーストラリア語学研修があり，来年の夏，参加予定です。 二つ目は，広島県学生中国語コンテストのエントリーです。前回のコンテストよりもよい成績が取れるように，より一層の努力をします。 多くの体験をさせていただいていますが，それは，たくさんの人々の支えによるものです。中国語では，学ぶ場を与えてくださった福山大学はもちろんのこと，福山高等学校同窓会には授業料を負担していただきました。レシテーションコンテストでは，学校の先生方が熱心に指導してくださいました。北京教育交流訪問や子ども議会では，福山市の協力があり，そして，いつも支えてくれているのは家族です。たくさんの人々の応援があるからこそ僕は頑張れ，挑戦することができました。本当に感謝しています。 その恩に報いるためにも，感謝の心を忘れずに，夢に向かって自分の道をまっすぐに進んでいきます。ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  宮本くん，ありがとうございました。中学３年生ですよね。  （宮 本）   はい。  
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（知 事）  外交官になりたいという夢をしっかりと持って，そして，頑張ることができるというのは本当にすばらしいことだと思います。実際にそのためにいろいろな努力もして，英語も中国語もやるのは本当に大変だと思います。そして，周りの皆さんに対する感謝も忘れずに頑張っているということで，来年は高校ですね。  （宮 本）   そうです。  （知 事）  高校は広島県の高校かな。  （宮 本） 中高一貫制なので，そのままです。  （知 事）  福山中学は中高なのですね。では，受験は。  （宮 本）  しないです。  （知 事）  試験も全くないのですか。  （宮 本）  そうです。  （知 事）  それはよかったね。本当に思いきり勉強もできるし，それが中高一貫の一つの特徴だと思います。私も中高一貫に行ったのですが，一応高校には受験があったのですけれども，逆に，しっかりといろいろな勉強とか，いろいろな経験が今の時期にできるのではないかと思います。 本当にこれからの福山を，そして広島県を，また，日本国を背負って立ってくれるのではないかと思います宮本くん，しっかりと発表していただきました。もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。（拍手） 
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（司 会） ありがとうございました。以上で予定の事例発表は終了となります。すばらしい発表を本当にありがとうございました。   
閉  会  （司 会）  それでは，ここで湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。  （知 事） ちょっと時間を超過してしまって大変申し訳ございませんでしたけれども，皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。 皆さん，それぞれ地域であるとか，学校でいろいろなことに取り組んでいただいております。それぞれいろいろな地域とか職場とか課題がありますけれども，誰かがやってくれるだろうということだと，なかなか動かないのではないかと思うのですが，今日発表いただいた貝田さん，あるいは若草会の皆さんのように，人ごとじゃなくて，自分ごとで，ちょっとやってみる。なかなか大変なことではあるけれども，ちょっとやってみる。それがまた輪をつくって活動を広げていく。そういうことではないかと思います。いつもいろいろなところで密かに活躍されていて，そして，それがまた地域のコミュニティーとか学校とかいろいろなところでインパクトをつくってこの社会を変えているということがお分かりいただけたのではないかと思います。これからも日常生活の中で，自分の持ち分の中で，何か少し今日とは違う取組をされる。それによって全体としては非常に大きな違いを生んでいくような気がいたします。 広島県としての政策もいろいろやっておりますけれども，最後は，主役は県民の皆さんではないかと思っております。是非また今日のお話もご参考にしていただきながら，新しい取組にチャレンジしていただければと思います。 それでは，今日発表いただきました４組の皆様，もう一度改めて大きな拍手をお願いして終わりたいと思います。本当にありがとうございました。（拍手）  （司 会）  以上をもちまして「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジトーク」を閉会といたします。ご来場いただきました皆様，本当にありがとうございました。 なお，ご来場時にお渡ししたアンケートと地域の宝ネットワークの申込書を出口で回収いたしますので，よろしくお願いいたします。 
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また，地域の宝ネットワークにおいては，フェイスブックによる情報の交流も行っておりますので，是非ご参加ください。 本日はご参加をいただき誠にありがとうございました。どうかお気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。（拍手） 
 


