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開  会 

 （司会（広報課・前田事業調整監）） 皆さん，こんにちは。ただいまから第 5 回県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」を開催いたします。 初めに，湯﨑知事から御挨拶を申し上げます。  （知事（湯﨑）） こんにちは。今日は土曜日でお休みの日にもかかわらず，こうやってお集まりいただきまして本当にありがとうございます。また，傍聴の方々にもこんなにたくさんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。 この県政知事懇談も 5 回目になったというか，まだ 5 回目なのですけれども，県内各地を回って市民の皆様の御意見を直接お伺いする会ということでやらせていただいております。いつも冒頭固い雰囲気で始まるのですけれども，普段なかなかお伺いできない，いろいろな思っていらっしゃることを忌憚なくおっしゃっていただきたいと思っていますので，御遠慮なく御発言いただければと思います。今日は庄原市の方々も，市長もいらっしゃいますけれども，気にせずにと言っては怒られますが，県に対しても，市にかかわることでも何でもおっしゃっていただければと思います。 その前に少しだけ私が考えて進めていることを簡単に御紹介させていただきたいと思います。 広島県は，将来に向けて実はものすごく明るいいい条件がそろっているわけではないのです。庄原市では既に人口が減ってしまったりだとか，あるいは高齢化が進んだりということが起きていますけれども，これから広島県全体で高齢化が進んだり人口が大きく減っていくという状況に直面していきます。今ちょうどその境目にありまして，これからそういう時代に向かっていくのですけれども，こういう中にあって，私たちとして，我々大人として今持っている広島県のこの豊かな暮らしというものを次世代につないでいきたいと思っていまして，そのためにはいろいろな面で活発に活動していって，前向きに今日よりも明日がよくなるというのをいろいろな場面でつくっていかなければいけないと思っている次第です。 そういう中で私は五つの挑戦ということを言っておりまして，人づくり，経済成長，安心できる暮らし，それから地域主権，地域づくり，それから行政改革も入っていますけれども，そういったいろいろな場面で挑戦をしていって新しいものを生み出していく。それをやっていかないといけないと思っています。 というのは，挑戦をしないと，つまり挑戦をするというのは少しリスクをかけて何か新しいことに取り組んでみるということですけれども，それがないと新しいものはなかなか
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生まれてこないので，リスクがあるからやめようではなく，リスクはあるけれども，それを認識した上で新しいことをやっていこうと，そういうふうに考えてその五つの挑戦ということを言っている次第です。 この会は，そういった挑戦を行っていく上で皆さんが普段から取り組んでおられることをお伺いしたいのと，逆に，いいことだけということではなくて，こんなことに困っているということもお伺いしたいと思っています。そういう意味で何でもおっしゃっていただければと思っておりますので，なにとぞよろしくお願いします。 たくさん傍聴の方もいらっしゃいますし，テレビカメラもあるので，最初は公式発言みたいな感じでどうしても始まるのですけれども，だんだんと雰囲気をつくっていきますので，色々とおっしゃっていただければと思っております。よろしくお願いいたします。  
懇  談 

 （司 会） それでは懇談に入ります。本日の進め方ですけれども，初めに参加者の皆さんからお一人ずつ御意見とか御提案を発言していただいて，知事と 1対 1で意見交換をしていただきます。その後，残り時間で参加者全員での意見交換を行います。 発言の順番につきましては決めさせていただいておりますけれども，皆さんかなり緊張しておられるようなので，少し肩の力を抜いていただいて，普段の御近所話のような雰囲気で是非リラックスしてお話しいただきたいと思います。 それでは，有田さんから順次お座りになったままでお願いいたします。 
 （有 田） 真横から話すと変な感じなので，こういう向きでやらせていただきます。普段御近所で話すときも横向きで話すことはないので，見栄えは悪いかもしれませんけれども，御了承ください。 私は旧庄原の庄原市に住んでいます有田洋人です。職業は「しょうばら産学官連携推進機構」というところで産学連携のコーディネーターをさせていただいています。 庄原に住んでいるという話でしたけれども，実は庄原生まれではなく，育ちも都会でして，Ｉターンでこちらに来て，こちらで仕事をさせていただいています。 
 （知 事） もともとはどちらですか。 
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（有 田） 生まれは広島市内です。育ちは横浜で，ずっと都会で育って，いろいろ点々として，最後にいきついた，最後ではないかもしれないですけれども，いきついたところが庄原だということで，言葉も庄原弁ではないのであやしい言葉になっていると思いますけれども，日ごろは産学官連携推進機構というところで産業界と大学，研究機関とを結びつけまして，新しい事業や新商品の開発というものに携わっております。 産学連携という言葉は，新聞では広島市内とか大阪，東京という大都市でよくクローズアップされたりするのですけれども，庄原でも実は頑張ってやらせていただいています。大きなヒット商品，発光ダイオードみたいなものは出ておりませんけれども，庄原のものを使って地道に小さなものをつくり出していって，最初はちっちゃなものでしょうけれども，都会で 1個出すところを庄原では 10個，20個どんどんちっちゃいものを出していって，そこから地域経済を刺激して地域の発展につなげられたらと思って，こつこつとやらせていただいています。 何年か庄原に住んで仕事をして生活者として感じることなのですけれども，とにかくすべてにおいて人かなと。今回，5 回目の宝さがしということですけれども，何か広島県で宝は見つかりましたでしょうか。 
 （知 事） 広島県にはいっぱいあると思います。 
 （有 田） 私が思うには，どんな宝でも，多分地域資源，物とかが多かったでしょうけれども，宝は物のほうが多かったですか。 
 （知 事） そんなことはないです。各地で，物もありますけれども，自然もあるし，やっぱり人というのも大きいですよね。 
 （有 田） 私もやっぱり人だなと。人がいないと結局何もできない。いろいろな商品を生み出すのも，自然を守るのも人だと思うのです。この人というものに対していかに力を入れていくか。行政が力を入れていくだけではなくて，自分たちもいかに動いていくか。いつもいつも行政や何かに頼るだけではなくて，とにかくまず自分たちで動いて下地をつくっていかないと，どんな地域でも，都会でも田舎でも発展しないのではないかと思って，そのきっかけをつくるために日ごろ頑張って動いているのですけれども，何分力不足でなかなかう
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まくいっていませんが，今後もそういうことを自分の中で決めて進めていこうと考えております。 
 （知 事）  ありがとうございます。広島から横浜に住んでいらっしゃって，直前は広島県内にいらっしゃらなかったのですか。庄原に来る前は広島県外にいらっしゃったのですか。 
 （有 田） 横浜です。 
 （知 事） 庄原に来ようと思われたきっかけは何だったのですか。 
 （有 田） 一時研究者を目指していた時期がありまして，その関係で庄原市の東城町でずっと調査を続けていまして，庄原に知り合いがいまして，いろいろお世話になっていたのでそのまま居着いてしまったという感じです。そのときにこの仕事をしてみないかという話が来ましたので，もともと興味があった話でしたので。 

 （知 事）  むしろ庄原の居心地のよさが先にあって，この仕事はどうですかという感じで，そのまま居着いてしまおうという感じですか。 
 （有 田） そこで「はい」というのが一番いい答えなのでしょうけれども，実は「はい」とは，別に居心地がよかったというわけではなく，まだまだこれから長い，早く死ぬかもしれないのですけれども，まだまだどこの土地に行くか分からない。居心地がいいから居着いたというよりも，私がずっと東城の方々と，すごく刺激的な人たちで，いろいろなことを人生において学ばせていただいたりした関係で，また，庄原のほうでもいろいろ皆さんにお世話になったということで，やっぱり人かなと。居心地がいいというのは，地域的に，正直なところこういうカメラが回っているところで言ってしまうと，買い物もときどき三次に行ってしまいますし，必ずしも庄原で完結はしていませんが，人の関係で居着いたと言ったほうがいいです。 
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（知 事） そういうのを普通は居心地がいいと言うのだと思うのですけれども。 
 （有 田） だから 50％ぐらいかなと思います。実際に生活だけすると，正直なところ厳しいところはあるでしょうけれども。 
 （知 事） ありがとうございます。新事業とか新商品開発をされているのですけれども，そういう中で有田さんが今，一番可能性として大きいと思われている分野というのはどういう分野ですか。 
 （有 田） 庄原が持っている農産物です。これを使った，食品だけではなくて，環境関係の装置にもつなげることができますので，そういうものをうまく利用して，食べ物と環境関係，両方にシフトしていくようなもの，その辺が将来の可能性につながると考えております。 
 （知 事） 農産物。 
 （有 田） はい。農産物を利用したものです。 
 （知 事） ありがとうございます。また後でいろいろお聞かせください。 
 （有 田） ありがとうございました。 
 （伊 藤） 続きまして庄原市西城町の伊藤郁夫と申します。よろしくお願いします。 私も実は庄原出身ではありません。私は生まれも育ちも大阪です。こちらへ来させていただいて 20 年は過ぎますので，もう庄原というか西城の人間になってしまいましたけれども，実は関西の人間です。これからはずっとこちらで，お墓もつくりましたのでこちらで骨は埋まるのですけれども，よろしくお願いします。 
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西城で土木建築資材を製造している会社を経営しています。公共工事が主なものですから，改めて言うまでもありませんけれども，会社の経営というのは今，非常に厳しい情勢であります。とは言いながらも，先ほど知事が言われましたように，前へ動いていかなければいけないとは思っています。そういう状況ではあります。 会社の経営以外には，今まで西城でまちづくりとかいろいろなところで一生懸命やってはきたのですけれども，今もやっているのですけれども，今日はどういう立場で話をすればいいのか私も悩んだのですが，今日は会社の，商工業者の立場でお話をさせていただきたいと思います。 趣味で音楽をやっていまして，ちょうどこの会場でこの間もライブがありまして演奏させていただいたのですけれども。 
 （知 事） どんな音楽ですか。 
 （伊 藤） 吹奏楽団です。ブラスバンド。この西城でも，人口が少ないのですけれども，結構好きな人がいまして，活動しています。 今度は丘陵公園の花の前で演奏したいと思いますけれども，音楽を通していろいろなまちづくりをやっています。 活性化をどうすればいいかということですけれども，個人的には公共工事を出していただければ一番活性化につながるのですけれども，そうは言いましてもこういう内陸部の中山間地域ではまんざらこれも影響力のないわけではありませんので，端的に言えば，公共工事があればそれなりに地域に与える影響は大きいのですけれども，今日はその話は横へ置きまして，違う話もしてみたいと思います。 公共工事の話をすれば長くなってしまいますのでしませんけれども，これまでの道路をつくったりという工事だけではなくて，もう少し幅の広い，行政しかできないことを整備して，いろいろな幅広いことに取り組んでいけば，まだまだ裾野も広がっていくのではないかと思います。 それよりも，先ほど知事も言われましたけれども，過疎と高齢化というのは庄原市ではもう一歩進んでいますけれども，日本全体がそういう状況になっていって，人口が減少して，少子化というのが非常に深刻になってくるだろうと私は思います。特に景気です。経済にとっては，今，私たちは目の前が厳しいので，会社のコストを下げることで手一杯，後ろ向きなことばかりしているのですけれども，働き手がいなくなるというのが，今はそうではないのですけれども，この先で多分そういうときが来て，景気の中で円高とかいろいろな要因があるのですけれども，それよりもこの少子化のほうがもっと厳しく自分たち



 － 7 － 

の経済にのしかかってくるのではないかと思います。 これをどうして解決すればいいのか私もまだ分かりませんけれども，たちまち思うのは，どこの市町村でも，どこの県でも，若者を定住させることを考えていらっしゃると思うのですけれども，庄原でいえば，この地域の特性にあったＩターン，私もＩターンですが，Ｕターンでも何でもいいのですが，若い方が庄原へ住んでいただくということを考えていかなければいけないと思います。取り組まなければいけない一番大事なことだろうと思っています。 その中でどうすればいいか。庄原市でもいろいろなことをされています。そうすることが将来的に生きていくためには必要なことだと思います。 これから先，目先のことではなくて，将来に向かってきちんとしたルールをつくっていくというのが大事なことなので，将来に向かっていろいろなルールをつくるということを時間とお金をかけて私たちも一緒に取り組んでいかなければいけないと思います。 西城は，庄原市全体ですけれども，活性化するために，若者に残っていただくために，農業とか林業とか観光振興，いろいろな分野があるのですけれども，私もそれぞれ勉強したわけではないのですけれども，たまたま今そこに「元気な森を私たちがつくる」というポスターがあったのでちょっと思ったのですけれども，西城には県民の森という施設があります。知事も御存じだと思います。 
 （知 事） 比婆山ですね。 
 （伊 藤） はい。比婆道後に県民の森というところがあるのですけれども，山の整備を今も随分と，そこにも書いてありますように県民税とかいうことで取り組んでいただいて，御支援をいただいているのですけれども，例えばですけれども，山の手入れ，整備をするのに，いろいろな問題で今はできていないのですけれども，ここのところを行政と企業と市民と三者が連携して新しいシステムをつくって，森林整備といいますか，山の整備をしていくことができないかと思います。これは例えば森林なのですけれども，それ以外のところでも，行政と企業と市民とこの三者が連携して何か新しいことができないかというふうには思います。 それで，是非お願いしてみたいのが，広島県の中で御検討いただいて，知事が考えて県内のいろいろな地域で特区をつくっていただいて，例えば庄原市でしたら今の森林整備の特区として取り組んで山の整備をしていくということで，そういうめり張りをつけて取り組んでいただければと思います。 西城には言いましたように県民の森というところがありますので，ここを山のシンボル，
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象徴として整備していけば，観光やら環境，幅広く雇用も生まれるのではないかと思います。是非いろいろな分野の特区を県内でつくっていただければと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。森というのも広島県が持つ大きな宝の一つだと思うのです。さっき御指摘のあったひろしまの森づくり県民税というのがあるのですけれども，これを使って里山の整備だとか，いわゆる商業ベースではない，人工林ではない森林の整備を補助する仕組みみたいなものがありまして，今日も先ほど板橋の自治区の方々が里山を整備されているところをお伺いしたのですけれども，学びの森というのをつくられて，これは企業も協力して，地元の人たちがボランティアで整備をしながら，ちょっと大きな機械が必要だったりとか，危険だったりするところは企業が協力されてやったりとか，そこで行政もサポートしているのですけれども，そういうのが拡大をしていくと，それこそ商業ベースに乗せようというところだけではなくて，身近な森や林ももっとうまく活用できるのかなと，まさに今朝見てきたときにそう思いました。もうちょっとＰＲを進めて，もっともっと活用していただくことが必要かもしれないです。 
 （伊 藤） そうですね。ＰＲをしていただいて，そしてもっと広がるようにしていただいて，できればビジネスのラインにも乗れるよう私たちも研究していきたいと思います。 
 （知 事） あと，少子化のところですけれども，まさにおっしゃるとおりで，若者をどう定着させるかということ，全国どこでもみんなそれをやっているということもあって，ということは，私は相当気合いを入れてやらないといけないと思っているのです。若い人が定着したらいいよねというのはみんな分かっていることですし，分かっているからこそそういった施策をやっているのですけれども，行政も地域も含めて本気で取り組まないと，多少のことをやってもほかに負けてしまう。例えば中山間地域であれば，先ほど有田さんがおっしゃっていましたけれども，農業というのは一つの大きな可能性で，林業もそうだと思うのですけれども，農業で若者に来てもらおうと。今日来ていらっしゃる藤本さんはその代表みたいな人ですけれども，受入れ側もサポートする側も相当腹をくくってやらないと，来てくださいというだけでは来てくれないと思うのです。その覚悟が我々もできるかということが大きな鍵の一つかなという気がしています。 

 （伊 藤） そうですね。住んでいる私たちもそれなりの覚悟をしないことには，ここをなかなか乗
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り越えることはできないだろうと思います。どこかに乗っかかるだけではなくて，行政さんにお願いするだけではなくて，自分たちも取り組まないといけない，決断をしなければいけない。企業もそうですし，住んでいる私たちもそうですし，みんなで考えていかなければいけない問題だと思います。よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。 

 （上 瀧）  総領から来ました上瀧といいます。今日はＰＴＡから要望が出たことを聞いてもらえればと思って来させてもらいました。 総領の小学校，中学校は，給食のときにトレイがないのです。机の上に直に茶碗や箸を置くようになっています。要望を出して視察には来られて，前向きに取り組まれているようなのですが，まだ現実のものになっていないので，衛生面とか教育上よろしくないということで是非お口添えをいただければと思います。 もう一つは，子どもたちは先生と遊んでもらったり触れあってもらったりという時間を持つと，「あの先生すごく好きなんよ」と信頼関係も出てくるのではないかと思うのです。先生方は夜遅くまで頑張って提出書類を仕上げられていると聞きます。先生の負担を減らして，できるだけ提出書類をなくしてもらって，緩和していただければと思います。そしたら，もっと子どもたちに目を向けていただけるのではないかと思います。 あとは，エコということで，保育所や小学校にソーラーパネルとか付けてもらって，電気代とか，そういう面をしてもらうことはできないだろうかという提案です。どんなかなと思っております。 それと，田舎は子どもが少ないからなのですけれども，合併ということで学校が統合されたり，都市部に集中して，田舎がそれで寂れていく。学校がないからバスで通うとか，送り迎えをしたりとか，アパートに住むとか，親負担も増えますよね。そういうふうにすると周りが寂れていくので，学校とかは残っていて，統合してしまえばそこがあくので，有効利用してうまくできないものだろうか。その二つを提案させてもらいます。 
 （知 事）  ありがとうございます。トレイは県が出すというわけにもなかなかいかないので，私が市の方へお伝えします。 
 （上 瀧） よろしくお願いします。 
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（知 事） ただ，私はいろいろなやり方があると思うのです。例えばトレイが必要だということで，どれぐらいの数が要るのか分からないのですけれども。 
 （上 瀧） 小中で 150ぐらいあれば足りると思います。 
 （知 事） もちろんその 150枚，行政なり教育委員会の予算が出ればいいと思うのですけれども，教育委員会も予算が厳しいので，なかなか順番として回ってこないということだと思うのです。 
 （上 瀧） 調理室のほうも古くて，トレイを買うのは簡単なのだけれども，それを洗うとか，保管するスペースがないので，拡張工事とかをしてもらわないと無理じゃねと言ってのびのびになっていると思うのですけれども，なるべく早くしてもらえればと思います。 
 （知 事） そういう面で，例えばスペースがないということであれば，給食の出し方を工夫して，全部一遍に並べないとか，保管する場所を別に考えるとか，それができるのかどうか分かりませんけれども，いろいろ工夫を学校なり先生なり親御さんなり考えてみるというのも一つの方法かもしれないと思います。さっきの有田さんを引き合いに出して申し訳ないのですけれども，行政も予算がないので，お金をくれとこれまでは国に言っていたりしたのですけれども，その結果どうなっているかと言うと，国が本当に破産しそうになっているわけです。ちょっとずつの予算要望みたいなものが，例えば各市で 100万円あっても，全国では 1,700あるので，それだけでもすごいお金になっていくので，市民の皆様のお力，お一人お一人のお力もお借りしながらいろいろなことをやっていかなければいけない。 さっきの里山の整備も，行政が里山を皆さんが利用できるように整備しましょうといってお金を出して，1 億円でも出して整備すればできるのです。そういう山があったら皆さんいいと思うのはベターです。ベターなのは分かっているのですけれども，実際にはなかなかお金は出せない。でも，そうやって市民の皆さんが時間と知恵を出してやっていただければ，すごくいいものができてくるということもあるのです。そういった工夫も考えなければいけませんし，我々行政のほうもそういった皆さんのお力をどういうふうに出していただくかということを工夫して考えなければいけないと思っています。ありがとうございます。 
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（上 瀧） ありがとうございました。 
 （田 中） 私は比和町から来ました田中と申します。地域での活動ということで，これを言っていいのか迷ったのですけれども，平成の大合併，比和町のときに比和町の女性議員として通算4期の経験をさせていただいております。合併後は辞めまして，現在主人の一人医療法人こぶし会田中診療所を母体とする訪問系の介護サービス事業所，訪問看護，訪問介護，居宅介護支援事業所を経営しております。現在，過疎地で高齢者が安心して在宅生活が送れるように，損得を抜きにして支援していると自負している次第です。 今回，時間が少ないのでまとめてまいりました。一番として，地域の衰退に歯止めがかからない原因は何か。庄原市比和町の実情から考えて，県政の政策の中に廃れゆく過疎のまちをどうすべきかを取り入れて，真剣に考えていただきたいと願っております。 二番目は，過疎地における介護保険制度の問題点について，制度ができて以来頑張ってきた結果気付いたことを申し上げたいと思います。宝を持ってきたわけでも，方策があるわけでもございません。ただ，一方的なお願いだけです。 庄原市比和町の実情から考えていただきたいこと，お願いしたいことは，私が住んでいる比和町は，平成の大合併により雪崩のごとく衰退が一挙に進みました。以前の活力はどこにいったのか，見る影もありません。あきらめだけが漂うまちになりはてました。若い人たちは便利で楽しい都市近郊に集まり，ついて行けない高齢者が取り残され，車が乗れなくなると生活に必要な最低限の用事さえなせなくなるというのが実情です。 比和町は確かに道路は整備され，車による交通の便はよくなりました。しかし，その便利さに反してますます衰退していくのはなぜでしょうか。働くところがないだけが田舎への定着を妨げているのでしょうか。利益の追求が美徳となりがちな世の中で，合理化と称し小さい地域の生活に必要な公共の事業所さえ遠くの都会に転移し，バスなどの交通機関は採算があわないとの理由で本数が激減し，ますます過疎化に拍車がかかっているように思われます。元気な若者は都会に集まりやすく，地域をつくる必要がなくなっています。比和町のようなまちは都市間をつなぐ通過点のまちとしてしか生き残るより他に手立てはないのでしょうか。 知事にお願いをしたい。県内の地図上の点としてでなく，また統計上の数字の上だけでなく，比和町の中に立って，比和町に住む者の視点で，どうしようもない過疎の現実を見ていただきたい。そして，何とかせよと，それでなくても高齢者の多い自治振興区等に投げかけられるのではなく，若く知力も活力も優れた人々が携わっておられる人々の集まりである県政の中で，地力ではどうにもできかねるところまで来ているまちのあり方について，いま一度今後どうすべきかを共に真剣に考えていただきたいと願うものです。 
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比和町は 1市 6町の庄原市の中でも旧庄原市と高野町の中間で，何かと蚊帳の外に置かれやすいのではないかと思っております。そこに目をとめていただいて，直接見ていただき，県政の中でもどうすれば生き残れるか。いい案とか補助金とかではどうにもならなくなっている。共に真剣に考えてくださるとか，知恵を貸していただくとか，人材を貸していただくとか，そのようなことを切に願っております。 もう一つ，過疎地における介護保険制度の問題点についてです。介護保険制度は必要な制度でありますが，10年を経て不公平と感じる部分も多々あります。私たち団塊の世代の高齢者が増える中，私の感じ方が偏っているかも分かりませんが，高齢者は施設に入って当たり前との風潮が定着しつつあるように感じます。その中で在宅での生活を希望される高齢者のため訪問系のサービスで頑張っているのですが，社会福祉法人，営利法人等，大きい組織には太刀打ちできないのを何とか頑張っています。しかし，同一組織で多角経営の社会法人のみがどんどん大きくなり，事業所を拡大していく仕組みはどうなっているのでしょうか。個人個人の事業所も元気で発展してこそ，地域の活性化があるのではないかと考えます。利益が出ていないと事業所は拡大できないわけですけれども，なぜ社会福祉法人は税金の免除があるのか，これも不思議に思います。私の知識不足でしたらお許しください。個人事業所は人件費に悩み，少し利益が出ると，容赦なく税金に持っていかれるような気がいたしております。 また，なぜ社会福祉法人ばかりが公の事業の委託を受けるのでしょうか。この公の事業の委託というのは，考えによっては営業において堂々と訪問できるわけです。そうしますと，営業において宣伝というか広報の役目を担っております。小さいのでできないこともあるのですけれども，公の仕事の配分をできれば公平にしてほしいと思います。 この公平さとの観点から，狭い田舎には営利法人は今のところ入りにくいのですが，中でも体質的に社会福祉協議会は田舎の独占企業となりやすいと思われます。社会福祉協議会の役割はとても大切で，必要な組織でありますし，ありがたいと思っておりますが，福祉部分と参入している介護保険等の営利部分との区別を明確にすべきであると思います。また社協としてネットワークを広げ，巨大組織になりつつあり，第３セクターと言っていいのかどうか分かりませんが，第３セクター的存在で委託事業も多く受け取ることもできまして，何かと有利であると感じるのはひがみでしょうか。なぜ一人医療法人ほか個人の事業所は他の社会福祉法人と比べていろいろなそういう公共事業の委託事業も受けることができませんし，何かと蚊帳の外に置かれて当たり前という感じがしています。これを疑問に思っております。介護保険の営利事業は民間業者と同じ土俵で行われるべきであると思うのですが，この考えは間違っていますでしょうか。 二番目は，人材不足に悩んでおります。私の事業所は訪問系でありまして，地域型，医療法人型のデイサービスの施設も持たない訪問系の事業所というものは人材不足に悩みます。看護師も，ヘルパーも，ひいては事務員も補充に困りますが，人材基準はとても厳し
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いものがあります。国が介護人材雇用促進事業で無資格者をキャリアプランニングの人材会社に委託して養成をしておられますが，これも施設のみが対象となっております。これで資格養成をしようと思いましたら，これは施設だけだと言われまして，そちらは給料をいただきながら資格が取れるということでいいことがありまして，訪問系の人材確保の施策を，何もかもお願いするのはあれですけれども，何か考えていただきたい。国が施設に対して考えているのであれば，訪問系も考えていただきたい。 そして，これから私たち団塊の世代になりました年寄りを少しでも在宅でというのがあるのであれば，訪問系の事業所も発展していくように，発展できやすくするような方法で考えていただきたいということを望みます。 
 （知 事） ありがとうございます。私，比和はよく存じ上げておりまして，右に入って商店街があって，田んぼもあって，きれいなところです。お家も，赤と言うかオレンジの瓦のすごく立派なお家がたくさんあるのですが，実際に行くと，85歳のおばあちゃんがお一人で住んでいらっしゃるとか，冬は雪で買い物にも出られないというので大変な環境にあるというのを，よく存じていると言っても住んでいるわけではないので，お話を聞いたり，見た感じの知識でしかないのですけれども。そういう現状を踏まえて，今，進めようとしていますのが，そういった生活物資の宅配の仕組みを，もっと安い値段で日常生活に必要なものを届けてもらう仕組みができないのか，そういう社会実験をやってみようということを私のマニフェストの中に入れて，今，検討しています。 あとは，地域としては林業または農業というもの，本当に水もきれいだし，田園風景もきれいなところなので，それをいかに活用して，それこそ若い人に少しでも働く場が提供できないか考えたいと思っています。それが先ほどの話につながって，農業を本当に自立して経営できるようにしていかなければいけないのですが，そこでまた腹をくくるという話が出てきて，それをやろうと思ったら相当に腹をくくって，例えば土地の集約だとか，土地の貸し借りだとか，あるいは土地の売買ということも相当真剣にやらないといけないと思っていますし，今，介護の話で営利法人と個人経営，営利企業と社会福祉法人の話が出てきたと思いますけれども，今，農業では例えば株式会社の参入というのは認められていないのですけれども，本気でやろうと思ったらそういったことも進めないといけないケースが出てくるのではないか，そういうことがあると思います。 そういう意味で厳しい現実がある中で，それを転換しようと思ったら，転換までの過程でもいろいろな痛みとか大変なことが出てきます。そうでなければ，ただお金をつぎ込んでというような，税金をつぎ込んでサポートしていますという話になってしまうので，そこを僕は少し真剣に地元の人とも話をしながら取り組むようなことをやっていかないといけないと思っています。 
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その一環でもあるのですけれども，今年度，過疎指定がされている市町と，まちの発展の計画を県と一緒につくりましょうということにしています。これまでのだんだんと弱っていくというようなところから，それを転換して，これからだんだんよくなるというような計画をつくることができたら，そこは本気で予算の面も含めて全面的に支援をしながらやっていこうということを今，考えています。 
 （田 中） 補助金とかお金をどうのこうのというより先に，例えば比和町のような過疎だったら，観光ルートにしても，県の中で比和町と高野を結んで広島県にはこういうところをというのを県レベルで，県政の中のレベルで考えていただく必要があるのではないか。どうこうしろと言われても，多少のことはしましても，続かないですし，大きい目で見て発展していかないところまで来ているように思います。 もちろん今の状況で人に住めというのは無理ですし，若い人に帰れと言っても，私でさえ子どもに帰れとはよう言わない状況の中で，ということは，県全体の中で比和町なりこういうのをどうするというのを考えていただかないと本当に廃れていくと思います。 
 （知 事） おっしゃるとおりで，そういう意味で県も一緒に考えるということなのですけれども，県が考えて地元にこれをやってくださいということはあり得ないと思うのです。地元の人がこうやりたい。それを県も一緒になって考えるということでないと，つまり，誰も地元のことを知らずに押しつけになってしまうので。そういうプランというのを今年 1年，これは市町の単位になりますので，比和だけというよりも庄原市と一緒にやることになるのですけれども，そういうのを考えていきたいと思います。 
 （田 中） ちょっと時間が長くなるのですけれども，もちろんそうなのです。何もかも県にというのはおかしいと思っています。でも，そういう目でも見ていただかないと，やりなさいと言われても本当にできないところまで来ていると私は感じています。ですから，そういう点，投げられるのでなく，一度比和に来てください。 

 （知 事） おっしゃるとおりです。投げるというつもりはなくて，つくってください。我々それを支援しますというつもりは全くなくて，一緒に考えるということを今年 1年やるということで，今日は担当の部署が来ていないのですけれども，まさにその予算をつくるときに最初はつくってもらいますということを言っていたので，いや，そうではないと。県も知恵
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を出して，人を出して一緒に考えるということをやりましょうということで今年予算を編成していて，市とももちろん協力をして，市の人にも考えてもらって，地元の人にも考えてもらって，ということを進めていきたいと思っていますので，是非御協力をいただければと思います。 
 （田 中） よろしくお願いします。 
 （徳 山） 口和町から来ました徳山貴史といいます。よろしくお願いします。普段は会社員で，現在，マツダ株式会社の三次事業所というところに勤務しております。今日も聞くところによりますと，湯﨑知事もマツダの車でお越しいただいたということで，本当にありがとうございます。 仕事の話はここまでにさせていただいて，私が今日お話しさせていただきたかったのは，私が今やっていることではあるのですが，青年会活動を中心とした地域の活性化ということで話をさせていただこうと思います。 私が住んでいる口和町というところは，人口 2,300人程度の小さなまちですけれども，その中の湯木という地区に住んでいます。そこに湯木青年会という組織があるのですけれども，高校を卒業したぐらいから年齢 40 歳ぐらいに達するまでの青年が集まって，特に入会退会ということはないのですが，そこに住んでいれば活動するということでやっています。 年間いろいろな活動を通じて地域で騒いでいるのですけれども，主に目標として掲げているものがありまして，これは私自身の目標でもあるのですけれども，まずここに住んでいる若者，自分たちの地域に住んでいる若者が田舎のよさに気付いてくれることを，その活動を通じて，田舎じゃけええの，田舎じゃけのびのびできるのみたいな，ここに住んだほうがええのと，そういうことに気付いてもらえるような取組みをやっています。 そうやってやっぱり田舎がええのと若い者が騒ぎだすと，周りの方もだんだんとそれに引きずられた形で付いてきていただけるということで，口和町の中でも湯木地区というところが特に活性化している場所と自負しているところです。 ちなみに，湯木青年会が年間に使います予算といいますか，いわゆる支出ですけれども，大体 120万円ぐらいの経費で活動しています。地域でいろいろなお祭りごとでバザーをやりますので収入はあるのですけれども，大体 100 万円。年間 20 万円の赤が出ています。これをどうやって補っているのかというのが実は湯木青年会の大きな特徴でして，青年会の会員から会費をとってはいません。行政から補助金をいただいていません。なのに，年間 20 万円程度の赤字が出せる。これは，実は地域の方からの預託といいますか，負託と
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いいますか，青年会の活動資金がなくなったよと言ったときに，青年会が企画をして秋祭りなどで神楽をしたり，あるいは昨年やったのですけれども自分たちで芝居を行って，要は地域の方から御花をちょうだいする。ちょうだいした御花でもって，その先何年間か活動していくということを取り組んでおります。 つまり，地元の方から「お金を預けるけ，あんたら頑張ってやってくれ」と言われたことに対して，「分かりました。これで何とか活性化しましょう。毎年赤が出てきますけど，足らんようになったらお願いしますね」というのを過去何十年という歴史の中で地域と暗黙の了解で行っているというところです。 何でそれがうちの地域だけできているのかという話ですけれども，まずベースにあるのは実は雑談なのです。我々は通常飲みにケーションと言っていますけれども，要はみんなが集まって，3人でも 4人でもいいです。10人でも 20人でもいいのです。集まって 1杯飲んでいろいろな話をしているうちに，誰それさんが困っているようだとか，今度何とかのイベントがあるそうでどうするやとか，ちょっと饅頭でも焼いてみんか。ええよ，やってみようかという感じで，雑談をしている中からやってみようと誰かがぽっと言うわけです。それにみんなが賛同してやってみようかということで一つのイベントを実施する。やっているときは苦しいのですが，終わってしまえば反省会で飲みながら，しんどかったが楽しかったとか，地域の仲のよさというか，ここだからできることというのも見つかってくるわけです。そうやって飲みにケーションしながら，実は夕べも 3時まで，ちょっと 1時間のつもりが，帰ったら 3時だったのですけれども，飲みにケーションで地域の問題を実は発掘しながら，自分たちができることは何だろうかと，どこまでできるのだろうかというところを模索してやっているというところです。 これでもって知事さんに何をお願いしたいかということになってくるのですが，一つは地域住民が過疎とか，若者がいない，子どもがいないということを言っているのですが，本当にそれを自覚しているのかと。つまり，自分たちがどこまで何をやったのか。何ができるのか。どこまでできるのか。まず，地域に対してやらせてみることが一番大切だと思います。ここまでやったのだけれどもこれ以上できない。ここで問題が起こってしまったといったときに，行政として，県もしくは市として何がサポートできるのかというところを考えていただきたいと思います。 先程来話を聞いていたら心配することはないと思ったのですけれども，予算を付けたからこれで地域活性を何か考えろというのを行政がよく言われることがあるのですけれども，それは大きな間違いだと思うのです。我々が地域で小さな活動をやりながら，あと一歩ここがいかんのですというところを，その問題を市であったり，県であったり，国であったり，行政のほうに発掘していただきたい。この地域はここに困っているというところを是非とも洗い出していただきたい。そのためには何が必要かと言ったら，やっぱり行政と地域の飲みにケーションかなというふうに思います。是非県北のほうにもしっかり足を伸
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ばしていただいて，夜一晩，気が付いたら朝だったというような状態でお話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございます。昨日，実は呉に行っていまして，呉でやっていらっしゃるのが，ある小学校の通学路で道が非常に悪かったのです。その道を通らなくても回れば行けるのですけれども，そこを通るとより安全だし便利なので，それで何をやったかというと，ＰＴＡの人とか地元の工務店の人とかが協力して，行政がブロックとか材料だけ提供して，皆さんでボランティアでつくられたらしいのです。今，まさにおっしゃったようなことで，そういう作業はプロの協力も含めてできるけれども，材料費が足りないのでお願いしますということで，それを行政で支援したらしいのです。そういう姿というのが本当にすばらしいと思いますし，逆に，行政の立場としては，今，徳山さんがおっしゃったように，困っていること，動いているところをちゃんと見つけて，そこをちゃんとサポートする。何が困っているかを見つけて，そこをサポートしていくということをこれからやっていかないといけない。そういう意味で今，県庁の中で現場主義というのを言っていて，現場へ出かけて行って，そこから政策提案をしてくださいという話をしています。県にも地域に事務所があって，北部事務所が三次と庄原にあります。農林は庄原にあったりするのですけれども，そういう従来の県の組織の中では，本庁のほうが何か企画をして，地域の事務所がそれを受けて執行するという，そういうイメージがあったので，それをひっくり返して，特にこういった農業だとか林業だとか，あるいは公共工事というものの現場を持っているところからどういったことが政策提案できるかというのをやってくださいというのを言っているところです。 正直申し上げて，それがすぐに全面的にうまくいくとは私も楽観視はしていないのですが，だんだんとそういう意識改革をしていって，本当に住民の皆さんのお役に立てるような県庁，あるいは市役所のためにお役に立てるような県庁というのをだんだんとつくっていきたいと思っているところです。 
 （徳 山） もう一つ，過疎化で若者定住，人口を増やす，定住促進という話がよく出ます。それが地域の困っている問題で，課題だということでよく話が出ます。ところが，実はこれは問題ではないのです。よくよく話をしてみると，例えば定住促進であなたの地区に外から人が移ってきますよ。家を建てて，あるいは住宅を買い取って入ってきますよ。あなたたちは仲良くできますかという話をしたときに，いやちょっとそれは…という言葉も本音としてはあるのです。だから，まちからＩターンとかＵターンで帰ってこられて，住宅とか空き家に入られた方と住民とのトラブルというのが実はあるのです。だから，本当にこの地
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域が困っていることは何なのかというのを，その下の下を見てみないと分からないところがあります。だから，住民参加型の何とか委員会，地域活性化委員会みたいなのがよくあるのですけれども，そういう上辺っつらのことをされるのではなくて，本当にみんなの心の底を行政サイドから見ていただくような取組みをお願いしたいと思います。ありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （中 原） 高野町で農業をやっております中原でございます。知事さんには冬に雪合戦，大変遠いところをありがとうございました。 私は平成 19年ごろから今，10名の農家と広島市の食品卸会社の一企業とで有限責任事業組合というのをつくりましていろいろと取組みをしてまいりました。高野町へ消費者を招きまして食育事業，稲刈り体験ツアーとか，広島市のデパートとか商店街に出向きまして餅つきのイベントとか農産物の直売ということを行ってきましたが，今，私のグループでは命と環境を考えてそれに優しい農業ということで，今後そういう方向へ絶対に向いていくだろうとの思いから，現在，微生物を利用して米ぬかでぼかし肥料をつくりまして，実践とか，毎年試験もやっています。こういうのも企業の手助けがありましたものですから続けておりますが，このＬＬＰというのは行政のほうから助成も出ませんし，かなり今まで苦労してやってきました。 高野町は，ちょうど尾道・松江間の高速道路がどんどん進行しておりますが，道の駅もできる予定になっておりまして，それが高野町の一つのきっかけになっていくのではないかと考えているのですが，それには地元の努力も必要ですし，現在，高野町では未来塾といって民間の団体なのですが，今は 30 名ぐらいだと思いますが，とにかく自ら将来を考えようじゃないかという会がありまして，新たな商品や特産品をつくったほうがいいのではないか。また，滞在型の市民農園がいいじゃなかろうか。いろいろな意見が出ているのですが，そういう民間の声を今後とも県のほうに取り上げていただきたいと要望しておきたいと思います。 それと，先ほどから農業とか若者とかいう言葉が出てきたのですが，今，国も県もですが，農政というのが集落営農法人とか特定農事組合法人，そっちのほうに指導とかいろいろ集中しているわけです。夕べもみんなと話をしたのですが，一つ農業後継者というのが忘れられているのではなかろうかと。農業後継者に対する支援をもう少し考えていってほしい。島根県の海士町の町長さんでしたか，この前テレビで地域を変えるのは若者とばか者とよそ者だということを言われていたのですが，やっぱりもうちょっと若者へ目を向け
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てほしいということをお願いしておきたいと思います。 もう一つ，これは県ではなく国の事業だったと思うのですが，昨年，緊急機械リース対策事業というのが国から 3回にわたって出ているのです。これが全く高野町の農家へは伝わってこない。行政のほうへ言ってもあまりよく分からないというような返事が返ってくるわけです。かなりの予算がついたわけですが，一部の企業と一部の農家が恩恵を受けるということはいかがなものか。しっかり広報とかいうことも考えてほしいと思っております。 今までの取組みを私たちもずっと続けていきたいと考えておりますが，高野も比和町もそうなのですが，今まで公共事業で食べてきたというような地域でございまして，今から先，産業としての農業をしっかり考えていかなければいけないのではないかとグループでも考えております。 
 （知 事） ありがとうございます。農業後継者については，今の地域づくりというところも含めて大事なお話だと思いますので，それは是非，藤本さんからも御意見をいただけるのではないかと思いますけれども，皆さんから御意見をいただきながら，どういうふうに支援をしていけばいいのか検討させていただければと思います。 それから施策が周知されていないというのは本当に大きな問題です。せっかくあっても，それが活用されないと全く意味がありませんので，県のほうでも勉強しないといけないというか，国の施策で十分理解していないところもあるのかもしれませんけれども，国も県も市も同じ情報をベースにアドバイスなりができるように心がけたいと思います。ありがとうございます。 
 （藤 本） 私は庄原市東城町で，朝来られたまちなかから 10 分ぐらい奥に行った東城温泉のそばで，今日は背中に合鴨の字の入ったはっぴを着ているのですが，アイガモ農法でお米をつくっております。アイガモを田んぼに放して無農薬の米づくりをするということで，主に広島や大阪に販売しております。今までは父がずっとやっていたのですが，父から代替わりをする形で，去年の 7月に株式会社藤本農園という形で法人化しまして，会社としてスタートしました。今日の紹介にも会社役員となっているのですが，一応私が若社長ということでやらせていただいております。 父からの経営ということだったので，一戸一法人ということで，今までの家族経営から法人成りで会社を立ち上げたという形で，地域の農地などを任されてやっています。約

30ha の農地を耕作しております。枚数にして約 300 枚です。間違えてよその田んぼを引くこともあるのですが，人手が足りない，若者が足りない。だけど，地域は高齢化して，
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藤本さんどうにかならんかという形で農地を託されて，それを耕作している状態です。 人手が足りないと言っている中で，今年の春，庄原の農業技術大学校を卒業して，20歳の若者が 1人，新入社員第一号として我が園に入りました。よく動いて学んでくれます。 県の事業仕分けの中に農業技術大学校が挙がったと聞きました。事業仕分けというのはすごく私はいい制度だと思うのです。そんな制度があったのか，そんなものにそんなにお金をかけていたのかというのが県の中にたくさんあると思うのです。それを発掘して，改めて精査して，なおかつそこを廃止するのか，檄を入れるのかということでどんどんやってもらいたいと思います。その中に農業技術大学校があったということで驚いたのですが，もし，廃止をしてしまうと，県外に農業をやりたいという若者の意欲が流れてしまうような気がするのです。確かに県立大学など農業関係の学校はありますし，庄原実業や西条農業のように高校もあるのですが，農家になるということはすごくハードルが高いです。技術的なもの，農地，そして住居。このハードルが高い中で，大学を出てすぐ，もしくはまだ農業の技術がないのにすぐ田舎で住めるかと言ったら無理です。ですから，農業技術大学校の 2年間を活用して，そこでまず技術を身に付けて，で，県の支援などを調べてみましたら，集落法人担い手確保モデル事業というのがあるのを知りました。これは賃金を補助しますよというものなのですが，期間がちょっと短いというのを感じます。あと，住居の確保などがすごく難しいです。 庄原市がこのたびやっております緊急雇用対策の中で，休校になっている学校の寮を改装して開放しまして，そこに農業をやりたい若者を住まわせて，そこから農業法人なり農家に派遣するという形にしています。そうしますと，昔ながらの建物を活用しておりますので，地元とのつながりもできますし，そこの自治体に彼らも加入して自治会の活動をすると，地元の人とのつながりができてきます。新しく建物を建ててそこに住みなさいというのは若者にとっては快適かもしれませんが，地元の人にしてみれば何じゃそれとなるのです。人が集まっていた昔からの中学校や小学校を活用する。そこはちょっと古くてぼろいのをみんな知っているから，かわいそうじゃねとお裾分けがくるなどのメリットもありまして，新たな地元の活動の拠点として活用できるのではなかろうかと思って，これは私は庄原モデルだなと思っております。これを広島県のモデルとして活用されてはいかがでしょうか。 あと一つ，農業技術大学校が廃止されそうな勢いなのですが，私の母校でもあります。私もそこを出ました。2 年間では足りなくて加工までは勉強できなかったのです。でも，施設はあります。ですから，農家は大体冬場は暇なので，冬場のカリキュラムで加工などを取り組んでいただいたり，在校生に加工の技術などの資格も取れる範囲で勉強させていただければ，県の進める六次産品の新たな活力，もしくは情報発信の基地になるのではなかろうかと私は期待しています。是非そこもしていただければと思います。 農業にとっての若者というのはものすごい力になります。庄原市の農業技術大学校もな



 － 21 － 

のですが，庄原の県立大学もすごく頑張っておりまして，今，この下に着ていて，脱ぎにくいのですが，庄原の県立大学にファーマーズハンズというサークルがありまして，彼らが農村の支援がしたいと。中山間が元気がないから，農作業などでどんどん応援したいということで，ちょっと脱ぐのですが，こういうのを着て，うちらのほうの田んぼの畦の草を刈ったり，イベントの手伝いなどもしてくれます。そういった彼らへの支援などがあっても楽しいのではないかと思っています。やはり若者の力が農村を光らせると私は思っています。 瀬戸内 1兆円構想というのを湯﨑さんがされていると聞きました。瀬戸内，海が輝くにはやはり山が輝かないと，山のミネラルがいって瀬戸内が豊かになっているのです。山の元気を是非瀬戸内 1兆円構想の枠組みの中に組み込んでいただけたらと思います。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。30ha も耕作されているというのでびっくりしたのですけれども，全部アイガモ農法でされているのですか。 
 （藤 本） そのうちの 4haをやっています。4haの田んぼはもちろんなのですが，ほかの田んぼもすべて広島県の安全安心ブランドの認証がとれるように減農薬で栽培しております。 
 （知 事） ありがとうございます。幾つか御提案いただいて，大学校の話は，仕分けで指摘されていることは，もっと効率的な運用があるのではないかということですので，大学校をなくせと言っているわけではなくて，必ずしも広島県に物理的に残らないことになるかもしれませんけれども，例えば島根とか鳥取とか，それぞれ大学校があるので，それを一緒に運営したほうがもっといいカリキュラムをつくったり，設備を整えることができるとか，効率的にできるということがあるのではないかというような，そういったいろいろな選択肢を考えたほうがいいのではないかという，そういう指摘ですので，なくせということではないので，そこは御理解をいただければと思います。 あと，廃校の活用についても，そういった農家の若者ということで，今，お伺いしてそうだなと思いましたし，あとはその地域のたまり場的な使い方，子どもたちが遊びに来たりとか，あるいはお年寄りが集まったりという使い方をするというのもあると思っていまして，これはマニフェストの中に実は入っているのですけれども，まだその具体化というところまではいっていなくて，今年いろいろ考えたいと思っているところです。そういう意味で就農したい若者の住居が，特に農地がある田舎では大変だという話はよく聞きます。
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というのが，結局アパートとかがなくて，いきなり大きな一軒家を建てるわけにもいかないし，借りるのも大変というので，今のはいいアイデアだと思います。ありがとうございます。 それから海の道構想の話については，確かに海の話を私も意識的に言っているので，そればかりがクローズアップされているのですけれども，それぞれの地域で別の形の観光だとか，あるいは活力の出し方があると思っていまして，実は今年度予算で雪とかスキーを活用した観光振興というのをやってみようということで進めるのですけれども，また地域ごとに色々な形態を組みあわせた取組みも別途考えていきたいと思っていますので，よろしくお願いします。 
 （藤 本） 冬場のそういったレジャーもですが，庄原はこれからよい季節になります。本当は今日も庄原は桜が有名なので，湯﨑さんと一緒に桜の下で花見でもしながらお酒が飲めたら，飲みにケーションできたらと思ったのですが，これは是非うちのお米でつくったお酒なので飲んでいただければと思います。飲み足りなかったら，これからは田んぼがいい季節になるので，水がはられて田植えができてという季節になります。是非田んぼにも入ってもらいたい。5 月 30 日に田植え交流会というのを開催します。広島と大阪から 400 人近い方が集まって田植えをされるのですが，是非そちらに参加していただけましたら，今日みたいなスーツではなくて汚れて大丈夫な格好で来られましたら，田んぼにどぼんといけますし，アイガモもさわれますので，是非お越しいただけたらと思います。よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （政 野） 庄原市の東城から来ました政野太といいます。よろしくお願いします。今朝ほどはえびすのほうにお越しいただきましてありがとうございました。 藤本さんは同じ東城で農業青年ということで来られておりますが，私のほうは今日は商工業者の立場としてちょっとお話をさせていただければと思います。 東城町というところを今日見ていただいたと思うのですが，広島県内でもちょっと珍しい商店街ではないかと思うのですが，約 2㎞にわたって直線があって，そういったところに商店街が並んでいるというまちなみです。しかしながら，先ほどからずっと言われているような過疎化，少子化ということが問題で，やむなく閉店に追い込まれて空き店舗が目立っているというような状況です。 
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過疎化についてなのですけれども，全国的に起きている現象ですので，先ほど言われた僕たちが本当に覚悟を決めてやらないと結果が出てこないのではないかと思っております。それは何十年もかかって解決していかなければいけない問題だと思います。10年後，
20 年後に知事のあのときの施策が効いてこういう結果になったと言っていただけるような施策をまた御検討いただければと思うのですが，いま現在僕たちがやっていかなければならない状況の中で，耐えしのいでいけるような仕組みを県のほうでも提案をしていただければと思っております。 例えばその一つが事業の連携です。個人の商店の持っているノウハウを融合させて新しい力を生み出すというようなことを，もちろん僕たち自身も考えていかなければいけないのですが，県のほうでもそういった何らかの施策があれば助かります。 あと，観光です。今日見ていただいたとおり東城町は観光に大変力を入れておりまして，
11月には御存じかどうか，お通りという，これは広島県の文化財に指定されている行事だと思います。こういった行事も開催されております。今日，母衣（ほろ）というのを見ていただきましたが覚えていらっしゃいますか。あれがまちを練り歩くという行事です。そういう観光に非常に力を今から入れていこうと思っております。 春には春祭り。ちょうど先週終わったばかりで，先週来ていただければにぎわいを見ていただけたのですけれども，今度秋にまた 1 週間から 10 日，まちなみぶらり散歩ギャラリーというのが開催されます。こういった行事をどんどん繰り返していくことで，地元町民も活性化をしていこう。また観光客を誘致しようと努力をしております。 その観光という面なのですけれども，実は庄原市は岡山県，島根県，鳥取県，こういったところと隣接している市になります。可能であれば，そういった連携した観光，恐らくしまなみ海道に関していえば愛媛県との連携というのは重要になってくるのではないかと思います。是非ともこの 4県にまたがった観光というものを広島県のほうでも企画をしていただければと考えております。 もう少し言わせていただければ，実は少子化というところにまたつながるのですけれども，子どもが少なくなっていくとどうしてもまちが寂しくなっていきます。実は私の娘が今年 15 歳で高校に出たのですけれども，地元の高校に行くことができなくて，できなくてというか，実際，東城中学校に今回いたのが 86 名だったと思います。地元の東城高校の募集が 40名。その中で 46名の子どもがやむなく外の学校に行かなければならなくなって，家庭を離れてしまわなければならないという状況になっております。いずれは東城高校もなくなるのではないかといううわさもある中で，できれば，庄原市という大きい中の東城，庄原は非常に大きい市ですので，皆さん今日見ていただいたとおり，各地域の代表で来ていると思います。ですから，庄原に高校が何校かあればいいじゃないかという考えではなくて，東城にないといけないものもあると思いますので，そういったところも力をお貸しいただければと思っておりますので，よろしくお願いします。 
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（知 事） ありがとうございます。今日東城へ行って感じたのは，皆さんアイ・ラブ・東城という感じで，東城だけではなくて庄原全体でそういう雰囲気が強いと思いました。そういう地域を思う心，愛する気持ち，それが一番大事なのではないかと，今日東城の皆さんがにこにこしていて，楽しそうで，ひな人形が飾ってあるので見に来てくださいと，すごくよかったです。そういう力を大事にできればと思います。 他県の観光連携というのはおっしゃるとおりで，海にしても山にしても，山だったら島根とか，この辺だったら島根，鳥取までと言うと極端ですけれども，一体化していますよね。それは本当に考える必要がある。そういうことでやらないと多分お客さんを呼ぶことはできないと思っていますので，是非そういう方向で考えたいと思います。ありがとうございます。 
 （森 岡） 庄原市川手町から参りました森岡と申します。よろしくお願いいたします。 現在，庄原市子育て支援センターのひだまり広場というところで，集まる母親を中心に約 30名で，庄原の小児医療を考えるひだまりの会という活動をしています。 この会の目的は，多くの市民に小児科の現状を知っていただくことと，病気に対する知識を学んで，上手な受診の仕方を広めることです。 現在，活動としまして，子どもの病気の対処法の学習会を定期的に開催しております。今年度は 6月，9月，11月，3月の 4回開催予定です。これは親の不安を解消して，休日，夜間の急がない不要な受診を減らして，適正な受診を進めるのが目的です。この学習会でまとめた通信を発行しておりまして，これは 1万 6,000部，市のサポートによって回覧板で各お家に配布して，保育所や幼稚園，小学校でも配布していただいております。 今後，その学習会と小児科の待合いの飾りつけと手づくりおもちゃの贈呈を庄原赤十字病院の小児科ヘ予定しています。 お願いしたいのが，安心して出産，子育てができる環境づくりです。庄原市には庄原赤十字病院に小児科が一つあるだけで，出産できる病院はありません。安心して出産，子育てができるように環境を整えていただきたいです。 私たちができることとして，今までに学習会を開いたり，病院に見学に来られた産婦人科の先生に私たちの親の思いを手紙にして届けました。もしかしたらその先生が来てくださるかもしれないということでちょっと希望を持っているのですけれども，産婦人科の先生が一人常にいらっしゃったとしても，お産はすぐには再開できないですよね。なので，私たちができることには限界があるのですけれども，働きやすくよいところだと思っていただけるように努力はしてまいりたいと思います。 医療従事者の育成に市の奨学金もあるのですけれども，県のほうでも何かの形で支援を
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いただきたいと思います。全国で医師が足りないのは分かっているのですけれども，何か，私たちも考えて行動してまいりますのでよろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。ひだまりの会の活動状況というのは実は県でも認識をしていまして，大変ありがたい取組みをいただいていると思っています。今，例えば小児科で問題になっているのは先生方に対する負担というか，非常に軽い症状で受診をされたり，救急で夜間に来られるので手が回らないという状況で，先生が物理的に耐えられなくて辞めてしまうという悪循環が起きていまして，そういった学習会で自分たちでできる部分をやっていただくのは本当にありがたいことです。 産婦人科の件についても，これまで一定の交付金で財政支援をしたりとか，そういうことはさせていただいているのですけれども，おっしゃるとおりなかなか出産というところまでいけていなくて，今は妊婦健診とかはやっていると思うのですけれども，出産ができるというのは，確かにかなり広い地域ですので，大事なことだと思っています。どこまでできるか我々も考えていきたいと思いますので，引き続き，大変お力になっていただいているのでこれ以上お願いするということでもないのですけれども，継続して取組みをいただけると我々としても大変ありがたいと思っています。 
 （森 岡） 母親ですので，医療関係については本当に素人ばかりの会で，まだ発足して日も浅く，手探りで進んでいるような形なので，県のほうで認識していただいているということで本当にありがたいと思います。市のほうでもバックアップしていただいているし，これからも頑張りたいと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。これは地域医療全般になるのですけれども，広島大学と岡山大学の医学部に広島県の地域枠の入学制度をつくっているのと，今年からは広島大学へ地域医療に関する寄附講座をつくって地域医療についての教育・研究をしていただくというのをやってもらいますし，来年度以降の話にはなるのですけれども，市町，医師会，広島大学などと連携して，地域医療推進機構（仮称）というのをつくって，地域での医師の確保をしていく仕組みというのも立ち上げていく予定ですので，そういった中でまたいろいろ考えさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 
 （山 根） 旧庄原川手町から来ました山根と申します。今，取り組んでいることの紹介の一つとし
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て，ここにも 1歳の子どもたちの写真がありますが，庄原市カープ応援隊というのが庄原に 6年前にできまして，できた経緯は 1市 6町が合併する前に，ちょうどカープは樽募金が始まっていました。そのときに樽募金と言ったら当然気持ちも入るのですが，基本的にはお金を樽募金に募金するということで，庄原の中からそれだけではいけんじゃろう。やっぱり市民球場に行ってカープを応援せんと，本当の助けにはならんというような話が出て，
6年前に 1市 6町の関係の企業や，もちろん庄原市観光協会，商工会議所等が一緒になって寄付を約 400 万円集めて，それで 40 席の年間指定席を購入して，庄原の人が野球観戦に行かれるときは席代はただという形で，あと交通費の部分を地元の，私もあれなのですが，バス会社と協力しながら全試合応援に行くという取組みを行って，昨年は新しい球場になりまして 2,666人の方が応援隊で行かれ，それ以外にも行かれたので，多分庄原から去年カープの応援には 4,000人を超える方が行っていらっしゃるのではないかと思いますが，ただでは起きないのが庄原市で，そこへ行ってしっかりと庄原のＰＲをして，庄原の観光，庄原の特産品を市民球場 3万人の中でしっかりＰＲして帰っております。 同時に，日南のキャンプに行って，宮崎の日南市，2 軍球場がある岩国の由宇町とも交流しながら，今度来週ですが，4月 28日に市民球場で 3地区の物産展を行うようにしております。是非知事もカープの応援にあわせて物産展に来ていただければと思います。 とにかく基本はいろいろな形でにぎわいを起こしていかないとまちの活性化はないと僕は考えています。それは産業も，観光も，教育も同じだと思います。にぎわいは，庄原に観光に来てもらう，庄原にいろいろな人に来てもらう，企業に来てもらうという一方通行ではなかなかものごとはうまくいかないと思っていますので，今のように広島へ出向いてカープの応援にも行きますし，行ったらカープの応援に来られた方に今度は庄原に来てくださいという案内も行っております。 今まで皆さんがおっしゃった部分と重複するのですが，そういう楽しいことをして本当に庄原は楽しい，住みやすいまちだと子どもたちに背中を見せ，子どもたちがその背中を見てこの庄原をまた発展させていってほしいと願って行動しています。 ここからお願いなのですが，先ほども何点か出たのですが，私は今，庄原格致高校のＰＴＡ役員をしております。庄原格致高校も 1学年 3クラスしかないものですから，再編校といいますか，小規模校として再編のまな板の上に乗っております。 これだけ広い庄原市ですから，先ほど東城の方もおっしゃいましたけれども，なるべく自分の家庭から学校へ通わせたいという思いがあります。先ほど言われておりましたお医者さんが足りない，看護師さんが足りないという部分をできればこの庄原の学校から育てて，そして，庄原に帰って不足している医療を補っていただくような子どもを育てたいと思っております。そのために，いろいろ基準はあるでしょうが，広域な庄原市の地理的な面も御配慮いただいて，是非ともこの庄原に高校で医療を，いま現在で言うと医療が不足しているのをそこから育てていきたいと，一生懸命頑張りますのでお手伝いをいただけれ
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ばと思います。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。高校の件についてはいろいろなところで御要望いただくのですけれども，若干誤解があるみたいでして，これは教育委員会なのですけれども，教育委員会もある程度小規模校などはどうするか考えないといけないということで，確かに一定の基準はあるのですけれども，今は何が問題かというと，規模が小さいと先生の確保が難しいというか，教科がきちんと教えられないということが難しいので，そういったことをちゃんとできるように小規模校同士の連携というのをまず進めていきましょうというのを施策として取り組んでいまして，例えば 1人の物理の先生がこの学校とこの学校に行って教えるとか，そういうようなことをまず進めていきたい。その中で地元の方々の支持も得ながら，高校もきちんと教育するということが大事なので，そういった教育の提供というのを学校間の連携とかあるいは保護者の方々のサポートによって維持していくというか，やっていくということを目指しているということですので，よく教育職にも話をするのですけれども，そういうふうに御理解いただいて，小規模校の連携についても御協力いただけるとありがたいと思っています。 あと，このカープ応援隊，これは松田オーナーがこの写真を撮られたのですか。カープが写真を撮りに来られたのですか。 
 （山 根） 写真は，地元のはなやさんという写真屋さんがおられるのですが，その方が業者 1年生，カープも 1年生ということで，カープが去年生まれた子どもたちに手形の色紙をくださったのです。その色紙に貼っていただく写真を地元のはなやさんという写真屋さんが撮って付けられたのです。それがいっぱいできて，いい写真がいっぱいあるので，カープの松田オーナーがその写真を市民球場で皆さんに見てもらおうという形でああいうことをしていただいて，それを今度庄原市の市役所へもらって，今，展示されています。あれは市民球場で使われたものです。 
 （知 事） そうなのですか。庄原がそれだけ応援されているので，松田オーナーも快くやられたのではないかと思うのですけれども，カープは県民の宝ですのでよろしくお願いします。 
 （山 根） こちらこそよろしくお願いします。 
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（知 事） もう一点，今，すごくいいことをおっしゃったと思うのですけれども，楽しいことをして，楽しいことを通じて活性化していくということは，おっしゃるとおりだと思います。それぞれ皆さん楽しいことは違うと思うのですけれども，それをみんなが集まったりしてそれぞれの楽しみ方というのができたら，子どもたちもそれを見て理解してくれて，ハッピーな子どもたちが増えるだろうという感じがしました。ありがとうございます。 
 （山 根） 楽しいことをするためにはつらいことも我慢できるということで，頑張っています。 
 （司 会） 皆さん，幅広い御意見をありがとうございました。 
 

自由討論 

 （司 会） それでは今から全員での意見交換に移りたいと思います。 初めに知事のほうから何かございましたら，よろしくお願いいたします。 
 （知 事） 大分時間を使ってしまったのですけれども，実は庄原でお伺いしたかったことは，合併の話というか，物理的にすごく広い市になったので，いいこともあるし，悪いこともあるのではないかと思うのですけれども，そういった点についていろいろ聞かせていただけるとありがたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。 
 （山 根） 僕はもともと庄原なのですけれども，合併して思うことは，さっき比和の田中さんがおっしゃられていましたけれども，周りの方が寂しそうにしておってだなというのは，もともと庄原の者としては感じます。何か寂しそうにしておってじゃのと。僕らはもともと庄原の人間なので，合併して特に変わったところはあまりぴんと来ませんけれども，周りに行くと寂しそうにしておってじゃと。役場がなくなって支所に変わると何か違うのかなというふうに感じております。 ただ，東城でも高野でもいろいろな形でいろいろな活動をされているので，楽しそうでいいなというふうな思いも僕はしています。 
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（田 中） さっきおっしゃってくださったので，たくさんの方の前で調子に乗って言うまいと思っていたのですけれども，要するに，対等合併のはずだったのですけれども，吸収合併かなと。あくまで私個人の意見なので間違っていたら謝りますが，そういう気がしてきております。ですから，対等と申しましても力がないのです。力のない町村は仕方がないのです。仕方がないけれどもそこに住んでいかなければいけないのです。そこがだめなのでよそに移るということもできなければ，仕方がないなりに何とか生きていかなくちゃいけない。その方法を今，お話をたくさん伺って，高野町にしても元気な方がたくさんいらっしゃって，元気なまち，私も元気になりたいのだけれども何か瞬間で終わってしまうというふうな，まちの格差が広がりつつあるのではないかと強く感じております。 
 （徳 山） マイクを振られてしまいまして，私が思うのに，今日ある意味ショックだった部分がありまして，この名札に庄原市というふうに書かれているのですが，私は庄原市口和町から来ておりまして，合併前の旧市町単位でそれなりの色があったと思うのです。多分今でもあると思います。そうは言いながら，各色，特色が薄まってきていると。新聞を見ても，庄原市の出来事というのが書かれていても，高野町であったり東城であったり総領であったりすると，距離的にすごく違う。自分のところでないような気持ちがあるのです。そういった心の問題が一つ。 もう一つ如実に感じているのが，もともと役場があったところが今度庄原市役所の例えば口和支所という形にかわって，中にいらっしゃる職員の方もたくさん異動がありました。従来のまち役場というのは，まちの出身者が大体その職員の方であったり管理職の方であったりして，地元のよいところ，悪いところは全部把握されていたのです。昨年でしたか，緊急対策でいろいろな予算がぽっと国から落ちてきました。それで何をするのかといったときに，実は支所のほうで職員のローテーションがかかって全くここを知らない人が職員に来られている関係もあって，何にお金を使っていいのか分からないというままに何もしないという状態が発生してしまった。多分それは口和だけではなくて，よそもあったのではないかと思うのですけれども，そういったことで行政側が地元密着でなくなってきている。それは如実に感じます。 
 （藤 本） 東城は数年前に合併反対と賛成に分かれて，最初は合併協議会からも離れて独自でいくと言っていたのが，また入れさせてくれで入って，選挙になりまして，そのときに私も合併反対派のほうで実は活動しました。その経緯はともかく，一緒になったから一緒にやろうという形で庄原市がスタートしたのですが，やはり対等合併ではない。そういったもの
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を予算からも感じることは多々あります。 ほかにも学校がどんどん休校になったり閉鎖されたりということで，小学校などもどんどん小さくなっています。 学校給食一つをとっても，東城は広いから学校は一つでいいじゃないかという意見があったり，給食は一箇所でつくって，遠い学校までは運ばせればいいという形で自校給食もできないような話が出たりしております。 東城がいろいろな行事，春の花見，ひな祭りや，秋のまちなみギャラリーができたのは，そういった逆風の中で住民がこんちくしょうでまちのよさをみんなでもう一回再確認して立ち上げてきたからです。それがなかったらなあなあと生きていたかと言えば，やはり財政が厳しい中，それでもこんちくしょうはあったと思うのですが，やはり人の流れ，人材の流れというのは顕著にありまして，東城で有能だった人材が庄原市のほうに行ってしまって，庄原から有能な人が来たな，慣れてきたなと思ったらまたほかのところに転勤になりますという形で，なかなか安定しないというのを地域にいる私たちは感じております。 また，庄原でこれが建つよ。こういった新庁舎が建つよといったときに，私たちは蚊帳の外だと。まちのほうでははぶてたと言っては言葉が悪いのですが，はぶにされたような，そういった思いで見ています。ですから，それを一つにするということにはまだ至っていません。まちが一つになるというところまでは至っていません。どうやったら一つになれるかというのはまだまだ見えてこないのですが，新しい人が住んで，若者が来て，それで引っかき回してくれたら新しい庄原をつくってくれるのではないかと思います。 農村に活力をということでしたら，みんな喜んで庄原を応援していくと思います。カープ応援隊も一つのいい案だと私は思って，私もいつか妻と一緒にカープの応援に行きたい，もうちょっと強ければいいのですけれども，と思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。合併のことについては，実際にはいいことというのはたくさんあるはずなのですけれども，なかなかぱっと目立たないというか，特に財政の話というのは本当に困窮した状況に直面しないと実感できないところがあるので難しいのかもしれないですけれども，これまで県も合併を推進してきましたが，それは不可避だと思っているのです。不可避なのですけれども，いろいろな意味で合併に対する思いがあり，それをどう拾いあげていくか。もちろん市とか町が中心になっていくのですけれども，県としてもそれについてどう関わっていくかというのは大きな課題だと思っています。これはすぐにこういうことをやりましょうという話でもないのですけれども，引き続き考えていきたいと思います。 あと，せっかくなので農業についてもお伺いしたいのですけれども，県は今，集落法人を中心に支援していくという施策があるのですが，実際には集落法人だけではなくて，い
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わゆる担い手になり得るところへ支援していくという方針でもあるのですけれども，この方針についてはどんなふうにお感じになっていらっしゃいますか。 
 （中 原） 決して悪いとは思っていないのですが，ただ，農事組合，特定ですよね。そういう法人を立ち上げてからの法人の考え，ただ補助金がとれたからそれでよかったとか，補助金で今のところは食べていけると，こういう考えで将来的な取組みがいま一つないのではないかと思っています。そこらあたりが，次のステップが踏める特定法人だったら十分将来的にいいと思うのですが，一つ問題がそこらあたりにあるのではないかと思います。 
 （藤 本） 私の家が法人化して一番感じたことは，人を雇いやすくなったということで，人を育てることができる，後継者を育てることができるという部分でまず法人になってよかったと思います。 次に，県の支援の中で農業技術の指導など大変来やすくなったと担当の方もおっしゃっていました。私の地域では農地・水・環境支援事業を受けまして，農業技術の試験田などを設けまして，試験用の田んぼをつくって，そこで資材メーカーと全農さんと各支援機関の皆さんと協力して最新技術の展示ほをしております。法人への育成，法人指導ということで先細りになっていたのですが，今回，法人化したことでその支援が受けやすくなった。担当の方も来やすくなって支援がしやすい，技術指導がしやすい，新しい技術の研究がしやすいということで，受け皿としてまず成り立つことができたと思っています。 ほかにも農業会議をされておられる市内の企業さんとのマッチングフェアなどにも声をかけていただいて，販売まで面倒いただけているということで，法人という枠組み，一つの責任を得たことでそれを支援していただけていると感じています。 
 （知 事） ありがとうございます。時間的にそろそろ終わりに近づいてきているのですけれども，ほかに何かこんなことを言っておきたいということがございましたら。 
 （山 根） 県立広島大学なのですが，今，庄原キャンパスというのでかろうじて，だんだん規模も小さくなっているのですが，見ていただければ大変いい教育環境の場所で，決して先細りになることなく，今の農業技術大学校もそうですが，拡充することはあっても先細りすることのない政策を，我々市民もそことの連携をしっかりとっていきますので，よろしくお願いしたいと思います。 



 － 32 － 

（知 事） はい。分かりました。 
 （田 中） せっかくの機会で，これを待ち望んで喜んで来させていただいたもので，もう一遍農業政策とか，介護保険とか高齢者の対策もいろいろ考えていただきたいと思います。 福祉法人が大体有利です。そういうふうなのを立ち上げることができなくて，大きくすることができないのは，何も政策が悪いのではなく，自分が悪いのです。そういう能力がないのが悪いので，それは重々承知なのですけれども，そういう小さいところの事業所も必要なわけです。ですから，そういうところも，大きくてやり手の経営者の中に混じって小さいながらも生きていけるように，そういうふうな介護保険の業界にしていただきたい。うまく言えないのですけれども，細かいことを言えばきりがないのですが，お願いしたいと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （徳 山） 今日，県知事との懇談会があるということを身近なところにしていましたら，それは是非とも湯﨑さんのツイッターを見ていかにゃいけんぞという話がありまして，今朝ほど見させていただきました。書かれていることが固いです。もうちょっと広島弁でくだいた感じで書いていただいていたら，我々もものすごく身近に感じられてコメントを打とうかなという気になるのですが，ちょっと距離感を感じると，感想です。すみません。 

 （伊 藤） 今日の懇談会は大変よかったと思うのですが，こういう懇談会を，今日たまたまこの 10人が集まったのですけれども，また違う方とこういう懇談会を，再々はできないと思うのですが，今後またされて，いろいろな県民の方の生の声を聞いていただく会を設けていただければいいなと思います。要望しておきます。 
 （政 野） 今日，こういう場を設けていただきありがとうございました。皆さんの御意見を聞かせてもらって，最初僕がここに書いてきたのは，30 代，40 代の力で頑張っていこうと，頑張っていっているという自負があったのですが，この庄原市に残っている方は皆さんかなり元気がいいと思います。先ほど伊藤さんが言われたように，僕ら以外にもいっぱい活動
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している方がいらっしゃるので，是非ともまた足を運んでいただければと思います。それをお願いします。 僕たちは，庄原市の投票率を見ていただければ分かると思いますが，大変広島県知事に興味を持っておりますので。 
 （知 事） 負けてしまったのですけれども。 
 （政 野） いや，広島県知事に興味を持っております。御期待をしております。よろしくお願いいたします。 
 （藤 本） この宝さがしなのですが，ホームページを見させていただきました。案内にもあったのですが，個人情報保護の関係で名前を出していない。意見を述べているのはＳさん，Ｍさんみたいな感じで出ていたのですが，それぞれ皆さんいろいろな立場を持って，個人としての意見もありますし，法人としての意見も述べられたと思うのです。私だけかもしれないのですが，名前を是非出していただければと思っています。 （「同感です」の声あり） （藤 本） 個人攻撃の心配もあると言われるのですが，そうではなくて，賛同の声もあると思うのです。藤本はあんなことを言いよったと言われることもありますし，それは違うよというお叱りもあると思います。そうでなければ，今日みんなが集まって言った意見が生の声でない気がするのです。メールで送られてきた勝手な一意見で済んでしまうのが私はすごく怖いと思うのです。ですから，この宝さがしを生かす意味でも，是非了解のある人の名前を出すという形を公開でとっていただければと思います。 
 （知 事） 分かりました。御了解いただける方はそれは問題ないと思いますので，そういうことで，藤本さんと徳山さんのお名前を出すということで。 

(「私もいいです」の声あり) （知 事）  皆さんもよろしいのですか。 （反対者なし） 
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（知 事） では，今回は皆さん実名ということで，強いられてということではないですか。大丈夫ですか。分かりました。ありがとうございます。 森岡さん，何かよろしいですか。 
 （森 岡） 御指名いただいたという形でよろしいでしょうか。とにかくお医者様に来てくださいとしか言えないのですけれども，私たちは私たちで，今，私の子どもは 1歳 8ヵ月でまだ学校とか考える年でもないのですが，やっぱり家庭教育からしつけから元気な子どもに育つように，上瀧さんもお母さんでいらっしゃると思いますし，田中さんもお母様で，育児も頑張ってされたと思うのです。とにかく私たちは元気な子どもを育てられるように家庭で頑張ってまいりたいと思いますし，ほかの方も家に帰ったらお父さん，おじいちゃんでいらっしゃるかもしれないですから，そういったまずは家庭からということを大切にしていきたいと思います。 今，お医者さんに来ていただければそれでＯＫかと言ったら，そういうわけでもないですし，将来的にどうなっていくのか，未来のお医者さんをもしかしたら私たちが育てるかもしれない。子どもとかかわる時間というのは人それぞれだと思うのですけれども，ときにはまちの小さい子や小学生，中学生，高校生，県内の人たちかもしれないですし，農大の人かもしれないですし，将来の担い手のことを１日，一瞬でもいいのでふと考えてみて，庄原の将来を考えていきたいと思います。 
 （田 中） もう一つお願いしたいことがあります。今の教育の問題です。高齢者がこれだけ多くいるのに子育てに悩むお母さんがいて，子どもを保育所に預けて，虐待が起きて，子ども殺しが起きて，なぜでしょうと不思議でたまらないのです。お姑さんは嫌。自分の母親だけ。お嫁さんのほうへ旦那さんを引っ張るのが得意みたい。それが当たり前の社会になっていて，男があって，女があって，旦那があって，お嫁さんがあって，家庭ができて，子どももできているので，権利だって半分半分でいいはずなのです。なのに，女側に引っ張っていく。男の人はマスオさんになっていく。おじいちゃん，おばあちゃんは一人暮らしにさせられてという中で，もう少しその辺の教育を昔みたいに，ちょっと難しいことは分かりませんけれども，儒教の教育というのですか，目上を敬って，おじいちゃん，おばあちゃんの知恵を借りて，なぜ子どもをお姑さんに預けられないのかとか，もう少し今いる高齢者，経験者とのコミュニケーションをうまく持って，そういう人たちの知恵とか力を借りるというふうな教育の根本をもう少し見直していく必要があるのではないか。でないと，とんでもない恐ろしい時代になりそうな気がいたします。すみません。 
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（知 事） ありがとうございます。 上瀧さん，何かありますか。 
 （上 瀧） 子育てを今，頑張ってやっているのですが，うちは同居しているのですけれども，田中さんが言われたように核家族が多くて，子どもさんを低年齢で預けないといけない。今は両親とも働かないといけない時代になってきていて，それもどうなのかというところもないことはないのです。時代がそうだからと言えばそうなのですけれども，おじいちゃんやおばあちゃんたちがいて，うちは子どもたちもおじいちゃん，おばあちゃんと一緒に暮らしていてよくしてもらっています。本当に助かっています。親があせって，急いで，はよせにゃと言うばっかりの生活リズムではなくて，今日はどんなことがあったん，あんなことがあったんというほわんとした，ほっとするような場がつくれるのがいいと思います。だから，私たちもですけれども，若い人も，年寄りも折り合いがつけられるところはお互いに助け合って協力して，住みやすい庄原市になってくれればと思います。ありがとうございました。 
 （知 事） よろしいですか。 
 （有 田） はい。 
 

閉 会 

 （司 会） 本日は大変有意義な御意見をたくさんいただきましてありがとうございました。また，実名で報告してもいいという前向きな御意見までいただきまして，本当にありがとうございます。 それでは終わりに，本日の感想も含めまして湯﨑知事が御挨拶を申し上げます。 
 （知 事） 本日は改めまして本当にお忙しい中，貴重な御意見をいろいろいただきましてありがとうございました。今日いただいた御意見は，個別具体的に取り扱うものもあると思うのですけれども，そうではないものもたくさんありまして，そういったものはこういういろい
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ろな地域，あるいはいろいろなことに携わっている方々の御意見を伺った上で，一つのベースにして，お味噌みたいにだんだんと発酵して，いいものができていくのかなというふうにも思っておりますので，そういうふうに役立たせていただければと思っております。 それから，傍聴の皆様方も長時間ありがとうございました。こんなにたくさんお集まりいただいて，本当にうれしく思いました。 また，最後で恐縮ですけれども，この場所を庄原市にお借りいたしまして，改めて感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 短い時間で十分お話しできなかった部分もあるかもしれませんけれども，また別途お知らせいただいても結構ですし，オープンな県庁でいたいと思っておりますので，引き続き御指導いただければありがたいと思います。本当にありがとうございました。 
 （司 会） 以上をもちまして，「第 5 回湯﨑英彦の宝さがし」を終了いたします。本日は長時間にわたりありがとうございました。 
 

 


