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開  会 

 （知 事（湯﨑）） 皆様，こんにちは。これから県政懇談会「湯﨑英彦の宝さがし」を始めたいと思います。 まず，本日御参加いただきました 10 名の皆様，お忙しいところご参加くださいましてありがとうございます。 また，傍聴の皆様も，土曜日で貴重なお休みだと思いますけれども，お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 始める前に，まず，この懇談会の趣旨を簡単に御説明させていただきたいと思います。 今，1 年ほどかけて，各市町で住民の皆様と直接こうやって意見交換をさせていただく会を実施しております。目的としては，個別具体的な課題解決をやっていきましょうということではなくて，いろいろな皆様の御意見を行政のフィルターをかけずに直接お伺いしていく。各市町でこれをやりますと二百数十人の皆さんと対話をすることになるのですけれども，そういったものを集めて，これからの県政を行っていく上での基礎にしていきたいと考えております。 これとはまた別に，市長，町長，市役所，町役場と直接対話をする機会というものも設けておりまして，それは行政から見たいろいろな課題等について話をすることになっています。 この住民の皆様と市町長と両方あわせて，いずれも我々が県政を行っていく上での基本としたいと考えて進めているものでございます。 私が知事に就任してから半年を超えて 7 ヵ月になるわけですけれども，この広島県にはたくさんの力があると思っております。この力を引き出してこそ，また次の時代の広島県が作っていけると思っておりまして，今，五つの挑戦というのを掲げて，いろいろな分野で挑戦をすることで，この新しい活力を生んでいこうというのを進めております。そういった政策にも役立てていきたいと思っております。 そこで皆さんにお願いを申し上げたいのは，今日もテレビカメラが来て，こうやって近くで撮るので，皆さん慣れないと緊張されると思うのですけれども，是非率直な御意見をおっしゃってください。まさに直接お話をお伺いできるということは非常に貴重なので，日ごろ思っていらっしゃることをおっしゃっていただくのが大変ありがたいと思っております。リラックスしてお話をいただければと思います。  
懇  談 

 （知 事） それでは，若干時間割を御説明しますと，これから 90 分ほどお一人ずつからコメントを
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いただきまして，それが一通り終わると 30 分ほど皆さんで意見交換をするという形で進めたいと思っています。ですから，合計 2 時間ということになります。少し長くなりますけれども，なにとぞよろしくお願いいたします。 それでは，早速でございますけれども，まず，重政さんからお願いします。 
 （重 政） どうも知事，御苦労様でございます。午前中はいろいろ視察をされたようで，お疲れだと思いますが，よろしくお願いします。 私が会長をしております葛原文化保存会は，神辺町にございます。県境に近いところに葛原家がございまして，5 年前に葛原家から旧神辺町へ寄贈されました。それまでも地元の方々の細々とした継承活動があったのですけれども，合併を機に，その時私が教育長をしておりましたので，言い出しっぺが後々面倒をみようということで，お世話をさせていただいて 5年目になります。正式には葛原文化保存会という形で発足したのですが，今，会員が 600 名おります。そのうち役員として 34 名が当たっております。それぞれパートを決めて，部をつくって，それぞれのイベント，あるいは教室，人材育成等，いろいろな分野でやっております。イベント部，ボランティア部，それから記録広報部，それから教育事業部，人材育成普及事業部というそれぞれ部を持って，年間八つの事業をやっているわけです。 一番大きなのがイベント開催で，これは御存じのように葛原勾当さんは生田流の琴の名手でございますし，葛原しげるさんは童謡作詞家でございます。どちらも音楽なのですよね。だから，音楽活動が中心になります。 そのイベントを開く理由としては，やはり若手の童謡歌手だとか，あるいは音楽大学に行っている学生たちの発表の場にしようと。それを自慢にして我々はやっているわけです。 だから，私たちが直接役員として主としてやっているのは，土日の施設の開放です。最近はかなり訪問客がたくさんおられます。マスコミにも取り上げていただいているので，全国的規模で，団体で来られます。遠くは奈良からこの前も来られました。こんな田舎にいらっしゃるのに，駐車場もなかなかなくて不便をしており，施設も 164年ほど経って老朽化してきているのです。かなり古くなっておりますので，是非とも建設計画に基づいてやっていただきたいという要望は常にしております。 また，5 年前から役員は変わっておりませんし，高齢化しています。今，団塊の世代が現場，現職からどんどん引退されていくわけで，こういう方に誘いをかけるのですけれども，なかなか入っていただけない。そこでできるだけ若い人たちが入ってくるような，音楽活動ですから小中学生あわせて，頑張っていこうと。特に葛原しげるさんの場合はたくさんの校歌をつくっておられますので，そういうところの懐かしい校歌を歌いながら，同窓会の方々などが遠くからやって来られることもあります。また，地元の小学生や中学生
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の発表の場を作ったりしています。3 年前に，文化庁の「親子で語り継ごう，歌い継ごう日本の歌百選」には葛原しげるさんの 2曲も入っていて， 1日マラソンコンサートをやろうということで，これは音楽大学の学生や，あるいは地元で頑張っている歌手の皆さん方に発表してもらうということで頑張っております。 課題としていろいろありますけれども，我々，年寄りもイベントをして，ああ，くたびれた。もうやめようかという話も出るのですけれども，私が行政にお願いしたいのは，ときどき，節目節目のときに，御苦労さんとか，頑張っているねとか，見ていただきたいのです。なかなか難しいでしょうが，是非時間が許せば，知事さんも是非一度県境の田舎でみんなが集まってやっている状況を見ていただければという思いを込めてお願いしたいと思うわけです。あまり長くなってもいけませんので，また御質問があればお答えしようと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。その市が寄贈を受けるまでは，特に活動はなかったのですか。 
 （重 政） いや，あったのですけれども，地元の方に限られておりました。合併で，ちょうど小学校が 6校あったのですけれども，6小学校区の中から満遍に理事を出していただきました。だから，今は全町的なことになっているわけです。 
 （知 事） 全町というのは。 
 （重 政） 旧神辺町です。今 34 名の中にはもちろん地元が多いのですけれども，町内会が全部それに入っていただきましたので，かなりそれで膨れ上がって 500名，600名の会員でやっているという状態です。できるだけ市や県，あるいは国の事業などを取り込んでイベントをやっています。今年の 3 月 6，7 日には勾当さんの生誕 200 年がありましたので，記念事業をしました。勾当さんの折り紙，そういう冊子を出して，市内の小中学校に寄贈するというような活動でした。今年はしげるさんの没後 50 年になりますので，これもちょっとしたイベントを組んでいるところでございます。 
 （知 事） そうやってむしろ地元に任されることによって，活動が広がっていったとお感じですか。 
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（重 政） ええ。今まではやっぱり個人の所有地でございますので，荒れ放題だったのですね。それを我々が竹藪を切り開き，それから毎週掃除をして，今は見違えるようになっています。 
 （知 事） そうですか。それは大変御苦労されて，今の形になったということですね。 
 （重 政） はい。女性の方も，主婦の方が掃除などをしていただきますから，男は外周りで，草取りをするというような状況です。毎週土曜日にやっています。 
 （知 事） ありがとうございます。 それでは，林内さん，お願いします。 
 （林 内） 本日はよろしくお願いいたします。カラーコーディネーターをしている者です。 活動の内容というのは，福山市の子育て支援ボランティアというのをしておりまして，生後 4ヵ月ぐらいまでのお子さんの家に御訪問し，それから子育てについての相談相手や情報提供を行っています。 あと，会の活動というものに関していいますと，様々なイベントに参加いたしまして，子育てに対する啓発活動をやっております。 
 （知 事） イベントというのは，どんなイベントなのですか。子育てイベントではなくて。 
 （林 内） 子育て関連で，福山市のほうで健康福山 21フェスティバルというのを行っているので，そこへの参加や，それ以外にも町内のイベントへの参加という内容になります。 
 （知 事） 林内さんがそのような活動に携わられるようになったきっかけというのはどういったものだったのでしょうか。 
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（林 内） 今，7 期生を今回応募しているのですが，私は 1 期生のときから入りまして，そのときまだ子どもが小さかったもので，そういう子育てについての様々なお話を聞けたらいいな思って入ったのですけれども，意外に入ってみると様々な先生方が来られており，学ぶこともすごく多かったです。 
 （知 事） それは，福山市の子育て支援ボランティアのプログラムに応募された事がきっかけだったのですか。 
 （林 内） そうです。 
 （知 事） それは御自身もお子様がいらっしゃって，そのときはある程度手が離れつつあったのですか。 
 （林 内） 子どもが小学生だったので，小学校から，こういうのがあるのですけど行かれませんかという感じの御案内があって。 
 （知 事） そういう福山市の活動はどういうふうに感じていらっしゃいますか。 
 （林 内） 最近国で 4ヵ月までのという施策が始まる前から福山市では子育てについて取組みがすごく厚かったので，すばらしいことだなと思っております。 
 （知 事） うちも小さい子がいるのですけど，お母様方はいかがですか。子育て中のお母様方は一人でこもりがちになりますよね，参加することでそれを発散されているとか，情報共有されているとか。 
 （林 内） 訪問する家庭のお母様方というのは，転勤で来られたりという方もいらっしゃるので，
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なかなか地域の情報も届いていない場合が多いです。新聞も最近は読まれている方が少ないですので，そういうような地域に根ざした活動というのは必要だなと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。今，広島県でもそうですし，国のほうでも子育てというのは非常に大きな課題になってきております。県では「みんなで育てる子ども夢プラン」というのをこの 3月に作りまして，地域全体で子育てをしていきましょうという，まさに今の御活動とかもそういう部分に当たると思いますけれども，そういうことを推進していこうと思っております。今年の 6月の補正予算で私が感じたのは，バリアフリーに関するものが少なかったり，おむつ台が少なく，男性用のトイレにはなかったりしますよね。そういう整備を進めようというので，大分予算を付けて進めることにしていますので，引き続き御協力いただければ。 
 （林 内） すばらしいと思います。 
 （知 事） よろしくお願いします。ありがとうございました。 では，青木くん，お願いします。 
 （青 木） よろしくお願いします。僕は福山市立福山中高等学校の高等部のほうで，先月から生徒会長をやらせていただいております。先月からなので，地域に貢献するような活動ができているかと聞かれますと，あまりできていないかなという思いはありますが。 
 （知 事） 今，2年生ですか。 
 （青 木） はい。2 年生です。しいて言うならば，生徒会の学校内の行事で，地域の皆さんを巻き込んで楽しんでいただくようなものがしたいと思っています。先月の文化祭で，中学受験を考えて来られる小学生の方がいらっしゃるので，そういう小学生にも楽しめるように，参加型のゲームとかを用意し，アイスクリームの販売等をして，なるべく広範囲の小学生や幅広い年代の方に来ていただけるような文化祭を作りたいと思っています。 文化祭ではＰＴＡの方とも協力をして，毎年うどん等の販売もしているのですけれども，
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そのときに保護者の方とも交流ができるので，行事の中で地域の皆さんをどんどん巻き込んでいけたら，地域の活性化につながるかなという思いでやっております。 
 （知 事） ありがとうございます。中高一貫なのですか。 
 （青 木） はい。中高一貫です。 
 （知 事） 生徒の皆さんは，地域的には福山市だけなのですか。他地域からも来ていらっしゃいますか。 
 （青 木） 他地域からも少しは来ている生徒もいると思うのですけれども，合併があって，それで神辺町のほうからもたくさん来られています。ですから，広範囲から学生は来ています。 
 （知 事） 福山市の中では，たくさんいろいろなところから来ていらっしゃるということですね。 
 （青 木） はい。  

 （知 事） 高校で実は生徒会長さんというのもあるでしょうけれども，学校として地域貢献をしたいというのは，直接生徒さんがおっしゃるのは実はあまり聞かなくて，すごくいい心がけ，いい発想だなと思ったのですけれども，それは青木くんの考えなのですか。それとも，学校で伝統的にある考えなのですか。 
 （青 木） やっぱり中学も一緒だと，年代が広く多くの人と関われるので，あと通学中とかにも地域の皆さんともよく挨拶もしますから，そういった意味で特に心がけなくても，自然と周りの方と交流することが多いとは思います。 
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（知 事） そういうところから来ているということですね。 
 （青 木） はい。 
 （知 事） 最近この会合に高校生の人が参加していることが時々あって，皆さんに聞いている事があります。答えにくいかもしれないのですけど，青木くんは，将来大学に行くか，就職するか分かりませんが，そのときに地元に残りたいと思っているか。県内に残りたいと思っているか，県外に出たいと思っているか，理由と一緒に教えてもらってもいいですか。 
 （青 木） 僕は，実は福山市ではなくて，関東の生まれです。でも，ここは割と住みやすい地域だなと思っています。ただ，知名度が低くて，活力があまりないかなという思いはあるのです。高校生の身としてです。ですから，もっと活発になったら，人も集まって来ると思います。関東の大学を志望校にしているのですけど，勉強した後にこっちに戻ってきて，それでまた何かできたら，いろいろと活躍できるのではないかと思います。 
 （知 事） 東京に 1回行って，戻ってきたいという，そう思う理由はどんなところですか。 
 （青 木） さっきも言ったように，知名度は低いと思うのですけれども，いろいろ文化的なことは結構多いと思うのです。僕は歴史が好きなのですが，今，大河ドラマでやっている坂本龍馬とかで瀬戸内が出てきまして，ほかにも，また大河ドラマで 2年ほど前にやっていた篤姫とかでも福山城が出てきたりして，家老の阿部正弘さん等も出てきて，福山って実は歴史的にもすごいところだったんだなと，来て初めて知りました。もっとこういうことを他の地域の人にも知ってもらいたいと思います。 
 （知 事） なるほど。郷土，歴史であったり，あるいは文化だったり，そういうものに愛着を感じられるということですね。 
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（青 木） そうですね。 
 （知 事） 青木くんみたいに郷土愛を持っている若者を，僕は増やしたいと思っているので，またよろしくお願いします。ありがとうございます。 それでは，中島さん，お願いします。 
 （中 島） 中島と申します。地域に活力がないというのは，我々中高年の責任だと痛感しております。 
 （知 事） 我々中年も同じです。同じぐらいですけど。 
 （中 島） そうならないように，我々も努力をしつつ，本業の傍ら地元の地域資源を使った特産品の商品の開発をやっております。知事のお話にも先ほどありましたように，地元にはたくさんの潜在的な資源が眠っております。これをどういうふうに活用するか，もしくは，経済発展につなげていくかということを考えて，日々行動しております。 その中で，福山市を中心とした備後エリアの地域資源を地場産業に生かして，経済の再活性化や，新たな雇用の創出活動をやっております。 
2004年から新しい研究会組織を立ち上げました。地元には伝統酒，保命酒というものがございます。この保命酒を使って，地域貨幣の概念を位置付けて，新しい商品を開発しながら，都市宣伝をし，地域資源を外へどんどん出していっております。 そこで県外から外貨を獲得するという意味も含めて，今では東京や大阪のほうに商品を流通させておりますし，昨年度ぐらいから台湾でも販売しています。そういった福山市もしくは広島県内へお金がまた落ちてくるような，そういう仕組みづくりを行っております。 
 （知 事） ありがとうございます。本業の傍らということなのですけれども，本業は何をやっていらっしゃるのですか。 
 （中 島） 皆さんによく質問されるのですか，本業は食品の卸をやっております。 
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 （知 事） ぬまくま工房とありましたので，何かつくっていらっしゃるのかなと思って。 
 （中 島） 食品の卸をやりながら，沼隈半島にある沼隈ブドウ，まるぬまブドウというブドウがあるのですが，それをジュースに加工しまして，同時に我々の商流に乗せて，県内外へ販売もしております。 
 （知 事） そちらは会社のほうでやっていらっしゃって。 
 （中 島） そうですね。 
 （知 事） 別に備後特産品研究会でしたか。そちらの方では保命酒を利用した商品を作っていらっしゃると。 
 （中 島） そうですね。地元のアンズとかクワイとかもろもろの産品もありますし，そういったものを加工して，二次加工，三次加工して付加価値を付けた商品展開をしております。これは数字が明確に出ますので，4年前に比べれば徐々に上がっております。 この保命酒というのは，いわゆる税収の助けにもなっているのです。というのが，清酒，ウイスキー，発泡酒等の飲料系の落ち込みが大きいですよね。そういったものはあまり税収にならないようなので，ただ，この保命酒というのは 1度につき何万円となりますので，少しずつこの 5年間伸びてきていると蔵元さんもおっしゃっていますし，それが税収として一つの確保になっているのではないかと思っております。 
 （知 事） 中島さんがこういう特産品の研究会に参加されて，活動されるようになったきっかけは，どういうことだったですか。 
 （中 島） 十数年前，私も東京で働いておりました。こちらから東京に戻るときに，おみやげもの
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はと言ったとき，必ずもみじ饅頭になってしまいます。そうではなくて，私は福山市生まれの福山市育ちですので，福山のいいおみやげは何かないかということから，保命酒というものを題材に，福山を物語れる商品ということで展開してきました。 
 （知 事） そういうふうに考える人は多いと思うのですけれど，実際に自分が作るほうに参加される方は非常に少ないと思います。皆さんが実際にそういう行動をされると，僕は世の中がすごく変わって来るのではないかと思うのです。実際に活動されていて，参加の輪が広がるとか，関心の輪が広がるというのは，どうですか。 
 （中 島） 実際広がっておりますし，民間だけではなくて，協働のまちづくり，ものづくりということで，福山市の行政も，フォローの風を吹いてくださっています。おみやげものとして，本当に地元でとれた農産品を原材料としたおみやげを外に持っていってくれるという，そういうアクションも起こしてくださっています。 地元の方，マスコミの方も含め，我々を育ててくれていると感じております。サポーターが増えたと感じて，今，非常にありがたく思っています。 
 （知 事） なるほどね。ありがとうございます。実は，今年の予算をつくる過程で，新しいおみやげを作るおみやげコンテストをやろうというアイデアが出まして，僕はやめろと言ったのです。それは何故かというと，コンテストがあるからやろうというのではうまくいかないだろうと。他にもいろいろ理由はあったのですけど，特産品の開発においては，自分たちが作りたい，売りたいと考えている，やる気のある人たちをサポートした方が，うまくいくのではないかと感じるのですけれども。 
 （中 島） そうですね。自然発生的にそういう活動が出るというのが一番だと思います。 
 （知 事） そうですよね。言われてやる，受け身というのはどうしても長続きしないですよね。 
 （中 島） そうですね。 
 



 － 12 － 

（知 事） ありがとうございます。僕の判断も，ちょっと心強く思いました。 
 （中 島） 引き続き実践していきたいと思っています。 
 （知 事） よろしくお願いします。 それでは，藤本さん，お願いいたします。 
 （藤 本） 私はもともと福山出身なのですが，現役時代は大手の企業で研究開発を担当していました。その後，研究成果の新規事業化や，あるいは全社の研究開発戦略などを担当していました。定年退職を機会に，母の介護もありますから，ふるさと福山に帰ってきたところです。 私どもの会の紹介なのですけれども，企業を退職したＯＢの持つ経験やノウハウを，地元の中小企業のために役立たせられないだろうかということで，4～5名で会を立ち上げたのです。1年間活動したら，十分手応えがあるということで，2005年に NPOを申請しまして，2005年 12月に NPO法人の認証を取得しました。 現在，我々メンバーは 24名います。福山市には産業支援コーディネーターが 30名おられますが，そのうちの 20名は私たちのメンバーでもあるのです。 主な活動としては，地元の中小企業の経営改善や支援などです。福山市からいろいろな事業を委託されています。また，福山職業能力開発短期大学校などへの講師の派遣，去年から特に国の中小企業の緊急雇用対策助成金の教育訓練を行っています。 活動での思いや気づきなのですけれども，この 5年間の実績を見ますと，ＯＢの持っている経験，ノウハウが大いに地元企業には役立つと実感しております。ところが，支援に行きましても，短期間でちょっとお願いするという場合はほとんど効果が出ていません。たくさんの実績を見ますと，1 年ぐらい継続して初めて実績が出るということなのです。それですから，我々の実績を商工会議所とか商工会とか業界，団体にＰＲするのですけれども，なかなか地元企業から支援してほしいという要望がないというのがちょっと我々の悩みであります。簡単に活動状況であります。 
 （知 事） ありがとうございます。おっしゃるとおりで，短期間で何かやって，すぐに物事が変わるということはないと思います。また，今お聞きして思ったのですけれども，藤本さんは
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ご自身の御経験を地域のために非常に役に立てていらっしゃいますよね。御経験があっても，実際自分でやってみようと一歩出ていく人は比較的少ないのですが，今日はそういう積極的な方が多くて，これは備後の特徴ではないかというような気がします。要するに，備後の特徴というのは，人の手を借りずに自分で切り開くというところがあるじゃないですか。逆に，そういうところが手助けを求めないということになっているということはないですか。 
 （藤 本） 私どもが入っていきますと，どうしても企業の実態が決算書で全部分かりますから，その辺は嫌がられるとは思います。それよりも，小企業，零細企業の場合，団体からいくら支援要請の声をかけても，どういうところを支援してもらうか，それすら分からないというのが実際の中小企業の社長の実態です。 
 （知 事） 本当に比較的小さな会社とか。 
 （藤 本） 
100 人以下ぐらいの会社は大体です。やはり地元の，特に小さい会社だと，どういうことを支援してもらえるのか，自分がビジネス面で何が足りないのかも分からない状態の場合が多いのです。たまたま駅家商工会が 19年から 20年まで，むらおこし活性化事業という県の補助金をもらって，それで 1 年目は 15 社回りました。そうしますと，うちのところはこう指摘されるといいのだとだんだん気づき始めて，そのうち 2社が 1年続けてほしいということでやっていました。すると，経営者の事業の意識が変わってきたのです。そうしまして，今回の商工会連合会の月刊誌の 5月号にも出ましたし，全国商工会連合会に，モデル事業で全国の商工会の雑誌の 9月号にまた紹介されます。我々が入っていくことによって，経営者がやっと気付いて行動するという感じがいたします。 
 （知 事） 経営者の皆さんが，総合的な経営の視点というのがあると，ここという点が分かりやすいのでしょうけれども，そこの視点というのですか，製造が強いとか販売が強いだけではなく，全体が見えるということが必要なのでしょうね。 
 （藤 本） それと，やはりリーマンショック以後，受注が大幅に減った。社員 20人以下の会社に，たくさん行くのですけれども，やはり社長が自分の会社をどうしたいということはあまり
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聞かせてもらう機会がほとんどない。多分目先のことで皆さん，大変だと思うのです。しかし，我々が入ることによって，少しずつ意識が変わってくるような気がいたします。 
 （知 事） 今，県の政策でも，中堅ぐらいの会社，あるいは中小企業でも非常に伸びる可能性があるところに対して，お金だけではなく，いろいろな経営上の問題も合わせて助言をしていく，一緒に汗をかいて大きくなっていくという活動をするために，産業革新機構というのを今度設立する予定です。ただ，そこは恐らくあまり数はこなすことができないと思うのです。特に伸びそうなところは産業革新機構で支援をしていって，最終的には上場等，そういう事を目指してやっていきたい。もう一つ，もっと裾野の広い部分でも同じような活動が必要だと思っていまして，それは必ずしも上場するということではないので，お金を入れてということにはなかなかならないのですけれども，そういう会社を今の商工会とか商工会議所の活動も含めて，幅広に支援していくにはどうしたらいいかというのを考えているところですので，また御協力もいただきながら進めさせていただければと思います。 
 （藤 本） 是非お願いしたいと思います。 
 （知 事） よろしくお願いします。ありがとうございます。 それでは，井上さん，お願いします。 
 （井 上） 福山大学に通っている者です。大学のゼミがあるのですけれども，そのメンバーを主に中心として，PACE福山支部という団体で活動しています。 活動内容としては，「地域安全マップ」に関する活動を主に行っています。地域安全マップというのは，地域の小学校などに行き，子どもたちに危険な場所や，犯罪が起こりやすい危険な場所と犯罪が起こりにくい安全な場所などを教えてあげて，実際に地域を歩いて地図を作成する活動のことです。 活動を行う際に，地域の方や保護者なども手伝いに来てくれるのですが，参加してくれる保護者の方が，男性がすごく少ないように感じています。今の小学生の保護者となると

30 代から 40 代，若い人だと 20 代の人もいると思います。仕事中心になるのは分かるのですけれども，子どもたちのためにやることだから，実際に大人も積極的に取り組んだ方がいいと思います。実際にこの今の環境ではなかなか休みがとりづらくて，ボランティアに参加したくても，しにくい状況があります。そういったボランティアなどに参加するボ
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ランティア休暇のような制度があればいいと思っています。 
 （知 事）  僕も耳が痛いというか，上の子が小学校 2年生で，下はまだ幼稚園ですけれども，子どもの学校の行事には運動会ぐらいしか行けないので，今，御存じのとおりワーク・ライフ・バランスの改善を通じて，男性が地域社会の貢献ができるようにする。逆に女性が仕事をしやすくなるようなことを進めないといけないと思っています。そういうことを進めないと，今の様な活動を含めて，いろいろな面で影響があるということですよね。 
 （井 上） はい。 
 （知 事） そうやって地域で活動していて，対象は福山市内のいろいろなところ，いろいろな場所でやっておられるのですよね。 
 （井 上） はい。 
 （知 事） 地域ごとに違いはあるものなのですか。 
 （井 上） 地域ごとの違いといいますか，積極的な地域とそうでない地域はあると思います。積極的でない地域は，この活動をやりたいとも思わないでしょうし，積極的な地域ですと，毎年，更に年に何回もやるとか。 
 （知 事） そこはどこから出てくる差だと感じていますか。 
 （井 上） そうですね，やはり活動に積極的な地域は，住民同士みんな仲がよく，地域でグループができているように感じられます。 
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（知 事） ということは，既に地域の中で顔見知りだったり，いろいろな事を一緒にしていたり，そういう地域はやはりこの様な活動も活発ということなのですかね。   

 （井 上） そうですね。 
 （知 事） 今朝も本郷川に行ったのですが，みんなで本郷川の美化を進められていて，牧平さんが中心になってやっていらっしゃるのですけれども，地域で皆さんが参加をしているいい雰囲気のところだったのです。そういうところは活発にいろいろ取り組まれるのですかね。 分かりました。ありがとうございます。また頑張ってください。 
 （井 上） はい。ありがとうございます。 
 （知 事） それでは，岸本さん，お願いします。 
 （岸 本） よろしくお願いします。私が現在取り組んでいる活動の二つのことをお話したいと思います。 一つは，災害時要援護者の避難支援の取組みです。これは 2008 年度，災害時に人命第一，避難支援を中心に自主防災の組織を見直して，災害時に自力で避難をすることが難しい方を支援するものです。 それから，もう一つは高齢者お出かけ支援事業の取組みです。これは常金丸学区の課題として，高齢化率が 28.7％，今年度の 4 月 1 日の段階では 29.9％となっております。一人暮らしのお年寄りや，あるいは高齢者のみの世帯等々が増えております。そのため，外出困難な高齢者が増えているということがあります。また，バスの便数が少ないという問題もあります。特に高齢者にとっては，病院，診療所への通院がタクシーを使わざるを得ないということで，非常に不便になっております。 それから，もう一つは，常金丸学区に介護予防の拠点施設の交流館というのがあります。ここでは毎週火曜日に定例事業をやっているのですが，近所の方は歩いて来たり，あるいは押し車を押してきたりして参加されます。ところが，少し遠方の方は参加したくても参加できないという課題があります。そういうことで，この高齢者お出かけ支援事業の話が



 － 17 － 

ありまして，自治会連合会，それから福祉を高める会を中心に検討委員会を立ち上げて，この高齢者のお出かけ支援をしているところです。現在は運行日数が週 3日，診療所と交流館の送迎を中心にしております。 日ごろ，このような取組みを通して痛切に感じているのは，支え合い，お互い様の関係や，関係団体との連携等の大切さです。 高齢者お出かけ支援事業は，この行政のモデル事業という後押しと，地域住民が支えあう関係で成り立っています。この高齢者お出かけ支援事業は，支えるほうも，支えられるほうも，社会参加，生きがい作りのみならず，地域全体の活性化につながっているものと思います。 この地域の福祉活動には，支え合い，お互い様の関係が不可欠だと思っております。この地域での支え合いを引き出し，後押しをするのは行政の施策もその一つではないかと思っております。 県知事さんにお願いがあるのですが，支え合って生きていく広島県を県政の一つの柱にしていただき，行政と地域住民が協働して，ともに支え合う地域づくりを目指し，誰もが安心して暮らせる住みよい広島県に向けて御尽力をいただきたいと思っております。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。おっしゃるとおりだと思います。支え合うと言いますか，さっきの子育てもそうなのですけれども，昔の地域社会，子どもが近所のおじいちゃん，おばあちゃんのところに行っておやつを食べて帰ってくる様な社会は，今では，正直言うと難しいと思います。ですが恐らく違った形で，地域の中の人が支え合うということが非常に大事だとは思いますので，例えば林内さんがやっていただいているようなお母さんを地域で支えることもその一環だと思いますし，今の岸本さんにやっていただいているような支え合いというのもその一つだと思います。地域でお互いを支え合う，そういう形に対して行政がいかに下支えするかということではないかと私も思います。 
 （岸 本） 災害時要援護者の支援をする方を自治会の中の班とか組単位で複数配置をしているのですが，初年度の 2008 年度でいいますと，災害時要援護者数が 156 名おられました。昨年度はそれが 118名になっております。これは初年度のときは，例えば助けてくださいと手を挙げられた方の中には，畑に出て，草取りもしていて元気よという方も出しておられたのです。これはいつ，どういうことがあるか分からないからということで出されたのだと思います。昨年度はそのあたりを自治会と民生委員さん等も含めて話し合いまして，動ける間は避難支援者に回ってもらおうと決めました。避難支援ができなくなったら，いつで
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もお助けします，支えますということで，昨年は 118名になっております。そういう年齢には関係なく，支えたり，支えられたりという関係を作っていかなければいけないのではないかと思っております。 
 （知 事） ありがとうございます。 それでは，佐藤さん，お願いします。 
 （佐 藤） よろしくお願いします。話す内容を全く考えてなかったので，おどおどしていますが，

2 年前ぐらいから福山市の様々な企業や団体が行っているイベントに参加して，環境問題や，未来の子どもたちのために何を残すのかということをいろいろ教えてもらい，今年の
1月の成人式の企画をしています。 
 （知 事） 今年，新成人だったのですか。 
 （佐 藤） 去年です。 
 （知 事） 卒業生で次の新成人の企画をしてあげると。 
 （佐 藤） いろいろなイベントに参加しているうちに，市役所の人，成人式に関わっている人たちと知り合って，成人式の企画をすることになりました。その方たちと関わっているうちに，結構福山の大人の人は頑固で，子どもたちの意見をあまり聞いてくれない人が多いというイメージだったのですが，結構熱い人が多く，地域のために活動している人もいるということを知りました。その中で同世代の子たちはそういう大人と全くつながっていないと感じるようになって，その熱い人たち，いろいろな活動をしている大人たちと学生をどうやってつなげていこうかというのを今，考え中です。 
 （知 事） ありがとうございます。頑固，聞かないというのは，青木くんはどう思いますか。 
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（青 木） そうですね。僕の高校は，校則とかで携帯電話もありますし，いろいろ制限されているのですけれども，そういう理由を先生方に聞くのですよ。ですが聞いても教えてくれなかったり，もっと上の人が知っているから分からないと言われたりして，頑張って，署名を集めて先生方の意見を覆そうとしている生徒も何人かいるのですけど，それでも全く効果がなくて，なかなか変わらないという思いはあります。 
 （知 事） そういう感じですか。 
 （佐 藤） そういう校則にしても，働いていることにしても，何のためにやっているのというのを教えてくれない人が結構多いかなと。 
 （知 事） でも，実際に付き合ってみると，熱くいろいろなことをやってくれる人もいて。 
 （佐 藤） 意外に結構いろいろ考えているんだと感じました。 
 （知 事） みんな照れ屋でしゃべらないだけかもしれないですね。 
 （佐 藤） そうかもしれないです。 
 （知 事） もっと下の世代を見ていて，どうですか。佐藤さんは何年生まれになるのですか。 
 （佐 藤） ぎりぎり昭和の 63年です。 
 （知 事） 僕がちょうど大学を卒業するころなのですけれども，そのころに生まれた人がもうこうなっているということは，自分もやっぱり中年ですね。 
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僕らも世代のギャップがあるのかも知れないのですが，かなり自分では近いつもりなのだけれども，下の子たちを見ていてどうですか。 
 （佐 藤） 駅前とか地下道の路上で字を書いているのですけれども，そういう路上でダンスや，ギターを弾いて歌っている子たちと知り合うと，平成生まれの人たちも多くて，何とかして福山を盛り上げたいと言っている子が多くいます。駅前で歌って，人を集めてみんなでわいわいしようと考えているのです。そうやって平成生まれで，髪の毛も金色で，化粧もすごいという子たちでも，福山を盛り上げたいと思っている子は多いなと思います。 
 （知 事） 熱い大人もいれば，熱い若い者もいる。脈々と流れていますね。それだけでひとくくりに言ってはいけないけれども，そういうところがあるのですかね。ありがとうございます。 
 （佐 藤） ありがとうございます。 
 （知 事） では，牧平さん，お願いします。 
 （牧 平） 福山市の西のほうにあります今津学区のまちづくり推進委員会，それから自治会の連合会の会長を兼任しています牧平といいます。今朝方，まちの真ん中を流れます本郷川の河川の環境美化活動を視察いただきましてありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございました。お世話になりました。 
 （牧 平） 子どもたちもたくさん来てくれまして，知事さんのサインをねだりまして，子どもたちが宝物を手に入れたようでした。ありがとうございました。 本郷川は全長 12㎞の 2級河川で，そのうちの河口に近い 3.5㎞が今津学区なのですが，私はまちづくり，それから地域の活性化ということを考えたときに，子どもの頃から遊んでいたこの本郷川を，一つの資源ではないかと考えたのです。川ではなくてまちの資源という感覚で，環境美化，きれいにするということがすべてのまちの活性化，それから安全・
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安心のまちづくり，それから子どもたちが自然に親しむこと。そういう教育のプラスになるのではないかということを考えまして，郷土のまちづくりの主要な柱にしております。その取組みは十数年になりますけれども，現在までに至っております。 段々と効果が出てきたと考えておりますが，具体的に年 3回，全世代あげて 3.5㎞を清掃します。ただ，夏場などは 10 日すれば草が伸びますので，今朝見ていただきましたようにそれはボランティアで，各町内に全部区域を分けておりまして，お互いに競争しながらきれいにしております。 それから，今日も見ていただきましたが，河川ののり面にコスモスを植えておりまして，約 1.5㎞，5,000本ぐらい手植えでしておりまして，秋は非常にきれいです。 それから，ホタルの飼育をして，今年で 7年目になります。今日，ホタルの館を見ていただきましたけれども，あそこで育てて，川の中へ放流しております。これが環境美化の一つのシンボルとして，数はまだ少ないのですけれども，育成，放流しております。これは今津の小学校も取り組んでおります。 それから，今津小学校，盈進学園高校，福山大学と提携しまして，河口の調査ということもしていただいております。この前，盈進の高校の先生の発表をお聞きしますと，本郷川の川が福山の中では一番豊かな川であるという，要するに生き物がたくさんいるということを聞きました。今まで上のほうからしか川を見ていなかったのですけれども，下から見ると，宝物のような川だという気がいたしまして嬉しかったです。絶滅危惧種のシロウオが河口に住んでいるのだそうです。そういうことも初めてお聞きしました。 それから，今津だけきれいにしても，ちょっと雨が降れば上からいっぱい流れてきますので，毎年本郷川の関係する四つの学区，それから行政，学校の先生方をあわせて環境美化サミット会議というのを開きまして，一緒になって川をきれいにしようと思っております。 一雨降れば，上からごみとかペットボトル，プラスチック等がいっぱい流れてきておったのですが，今は非常に少なくなりました。あれがほとんど松永湾に入っていたのですよ。だから，そういう意味では非常にごみが少なくなりましたし，ポイ捨てがほとんど見あたらなくなりました。まだ若干ありますけれども，かなりいい効果になっております。 これは先ほど申し上げましたように，2 号線がありますので，数千台の車が通ります。それから，福山大学がすぐ近くにありますので，あの川辺を数千人の学生さんが通ります。そういう意味では，ただ単に地域が和むというだけではなくて，通る人にとってもメリットが大きいのではないかと考えております。 それから，一つお願いがあります。知事さんが海の道 1兆円構想というのをお立てになっておりますね。非常にいいことなのですけれども，今までの経験から見て，松永湾の中にごみがいっぱい流れ込むわけです。いくら景色がよくても，そういうところをとめないと，決してよくないと思っております。これは県のほうから大きな旗を振ってほしいと思って
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おります。これは先輩の町長さんがヨーロッパを視察されて，エーゲ海や地中海を回ったら，景色は瀬戸内海のほうがいいと。ヨーロッパでは島なんかはるか向こうにしかないと。ところが，こちらに帰って周りを見ると，海岸がごみだらけだと言って嘆いておられましたが，まさにその 1兆円構想も結構なのですが，そういう足元を見つめたような県政が必要ではないかと考えております。以上でございます。 
 （知 事） ありがとうございます。今，御紹介いただいただけでも，サミット会議をされたり，コスモスを植えられたり，ホタルを育てられたり，あるいは大学と提携をされたり，活動内容が多岐にわたっているのですね。これはどういうふうに決められたり，考えついたりされているのですか。 
 （牧 平） 思い付きもあるのですけれども，一つ一つ積み重ねていくうちに，こうしようとアイデアが出てきて，やっぱり積み重ねの中ですね。 もう一つ申し上げておきますと，昨年度，ふくやま環境賞というのを，もろもろのことが評価されまして受賞しました。 
 （知 事） おめでとうございます。 
 （牧 平） それから，今津小学校も広島県が計画されております環境学習モデル校に指定されました。また，ホタルを育てたり，本郷川へ入って学習したり，ごみを集めたりという事も評価されて，賞をいただきました。 
 （知 事） そういう地道な積み重ねが評価されたということですね。 
 （牧 平） そうです。 
 （知 事） いろいろなやり方がある中で，川があったら，川は行政が管理しているのだから，行政がきれいにしてくれと，そういう要望はよくいただくわけです。ですが，今，本郷川は住
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民の皆さんが手入れをされています。行政にやってよと言うのは簡単ですが，御自分たちでなさるとかなり手間だと思うのです。御自分たちの手でなさっていることでいいと思われるのはどういうところですか。 
 （牧 平） それは意識の改革ですね。全員参加することによって，まちづくりに参加しているという意識が生まれ，ごみを捨てなくなる。それから，地域の活性化ですね。例えばうちなどは約 2,300世帯なのですけれども，年間公民館を利用するのが 2万 5,000人いるのです。だから，非常に活発化したなという感じがしております。 
 （知 事） この活動以前はそこまではなかった。 
 （牧 平） ええ。そこまではなかったですね。ボランティアも割と出てきました。ただ，課題としてはやはり後継者ですね。我々の世代が頑張っているのですけれども，次の世代への後継がこれからの課題です。今日は若い者が大分出ていましたけれども。 
 （知 事） まさに行政の立場としては，そうやって皆さんが自発的な意思を持ってやられることが，自分たちの地域をより愛することになるし，自分がきれいにしているから自分でごみを捨てなくなるとか，もちろん行政のお金がかからないというところもありがたいのですけれども，すごくメリットが大きいのではないかと思いますね。 
 （牧 平） 今日，知事さんにおいでいただいたから，なおさら皆さん喜んで頑張ってくれると思います。ありがとうございました。 
 （知 事）  そうですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。  それでは，門田さん，お待たせしました。よろしくお願いします。 

 （門 田） よろしくお願いします。私の住む山野町は高齢化率が 47.3％という，本当に高い数字を示しております。平成 18 年 3 月末にＪＡの山野支店の食品店舗の廃止という，高齢者，
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それから地域住民にとって大変困った事態が起きまして，女性部が中心になってボランティアで店を立ち上げようということになりました。ＪＡの店舗を半分仕切って借り，福山の魅力づくり事業の補助金や町民からの協賛金をもとに，平成 18年 8月 6日に店をオープンしました。店で取り扱っている商品は生鮮食品，一般食品，また総菜も作って販売しております。町内や近隣の市町村の農産物，加工品，手工芸品も取り扱っております。 そして，これに携わっている人数ですけれども約 80 名です。山野の人口が 820 名ぐらいですから，約 1割の者にこのお店にかかわっていただいております。すべて地元の住民です。 お店の当番は午前中と午後と半分ずつ，二人ずつでしております。お店の当番をしている者が約 30 名，総菜作りをしている者が 1 チーム 3 名で 4 チームございます。それで，主任を中心に献立はすべてそのチームで考えて総菜を作っております。 営業時間は月曜日から金曜日まで，朝 9時から午後 5時まで。日曜とか土曜，祭日は休みにしております。 今後の課題なのですけれども，素人ばかりの寄り集めですので，運営のノウハウとか，人員確保とか，町外からの集客，いかにして継続するか，運営資金等々で悩んでいることもあります。 高齢者や遠隔地の方には電話で注文をいただき配達して交流し，安否確認を行いながら地域の交流を深めて，安心して住める山野，元気な山野であるように頑張っております。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。門田さんも，今日なぜかたくさんいらっしゃる御自分でこういう事を始められた方なのですけれども，この食料品店を始められてよかったなと思われることはどういった点でしょうか。 
 （門 田） よかったなと思うことは，地域の方が，お店がなくなると集う場所がないのですね。お医者もなくなって無医村になっていますし。市のほうから補助金もいただきましたので，テーブルを置いて，ポットを置いて，お茶をしたり，近所の人と話ができる場所もつくっておりますので，そこで久しぶりと言って会話をしていただく。そういうふれあいの場を見て，本当によかったなと思います。 それから，総菜がおいしかったよと言ってくださると，やっぱり私たちも励みになって，また頑張ろうという気持ちになっております。 
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（知 事） 地域のためにも，そういう憩いの場があってよかったし，御自身もみんなに感謝される。 
 （門 田） そうですね。本当に多くの方と交流できます。お店の当番をしてくださっている方は，近所の人しか知らなかったけれども，山野の端々の人まで会えるし，いろいろな話ができる。生産者の人が野菜を持って来られると，これはどうやって食べるの。こうして料理したらおいしいよという話が弾みますから，お店の当番をしてくださっている方，平均年齢は 67 歳になりますけれども，家庭の事情が許す限り，誰もやめる人はいないのです。だから，お店ができるときに，できる人ができることをする。無理をすると続かないからということで，定年はございません。ということで，力をあわせて頑張っております。 
 （知 事） 門田さんは，このキラリを始められる前は，お仕事はされていらっしゃったのですか。 
 （門 田） 農協へ勤めておりました。37年間ほど地元の農協に勤めましたので，恩返しするのはここしかないと思って頑張っております。 
 （知 事） では，お知り合いも。 
 （門 田） そうです。山野中全戸，全員の方を知っておりますので，どこまででも配達もできます。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 

自由討論 

 （知 事） ありがとうございました。今日は珍しく 90分にまだ時間を 10分余らせて皆さんのご意見を伺えまして，普通はいつも 10分とか 20分とかオーバーするのですけれども，皆さん非常にコンパクトにまとまったお話をいただけて，中身が濃かったなと思います。 それでは，次の皆さんでのお話をさせていただきたいと思います。いろいろなお話を伺っ
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ていて思うこともあり，前から聞いてみたいと思うこともあり，どれから始めようかと今悩んでいるのですけれども。 大体この会は人選をするときに，全く分からない人に来ていただくというのはなかなか難しいので，ある程度地域のリーダーをされている方が多いのですけれども，今日は特別に地域貢献をされている方が多く，しかも，御自分で始められたという方がとても多いという感じがします。これは，たまたま今日皆さんそうなのですか。それとも福山の地域特性という物があるのでしょうか。どう思われますか。林内さん，どう思われますか。いきなり振ってすみません。 
 （林 内） いきなり御指名をいただいたのですけれども，私は 38 歳なのですね。同世代の子たちもお店をされていたり，やはり起業している人が多いとは思います。 
 （知 事） それは自分で始められるのですか。 
 （林 内） 基本的にみんなそうです。 
 （知 事） 継がれたのではなくて。 
 （林 内） 二代目の方も多いですけれど，新しく何かをしようという考えが多いので，そういう独立心旺盛な方が福山は多いのかなと。 
 （知 事） やっぱりそうなのですか。 他の方どなたか，中島さん，お願いします。 
 （中 島）    恐らくそれは備後の特性であり，おっしゃるとおりだと思います。地元は非常に中小零細企業，技術のまちでもありますし，一国一城，つまり先導さんがたくさんいるのです。それに関してはまとまりが悪いということもあるのですが，今まではそういうよさが福山市をつくりあげてきたと思います。私も特産品をやっていまして，南から北までいろいろ
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行きましたけれども，それはとても感じています。それが今の福山市をつくりあげてきた。それは重工業に関しても，農産関係に関しても，思っております。 ただこれからは，横のつながり，横のタッグを組んでいかないと，もし道州制になった時に，外圧に非常にもろいという面もあるのではないかと危惧しております。そうならないように，一人一人が技術の向上に向けて勉強をしながら，若い世代の方は上の方のいいところを学びながら，我々も教えていくということを続けていこうと思っております。 
 （知 事） ありがとうございます。 他の方はどうですか。岸本さん，お願いします。 
 （岸 本） 各関係団体で連携して，4 年前から地域まちづくり推進委員会というのができております。それまでは団体の組織は縦になっておりまして，連携がなかったのですが，まちづくり推進委員会という形で，常金丸学区の場合であれば約 20団体が連携しております。 例えば災害時要援護避難支援の取組みにしても，自主防災というのがありまして，その自主防災の中には自治会連合会，福祉を高める会，民生委員が入っているのです。今までの自主防災ですと，避難や避難支援というのはどちらかと言うとおろそかになって，火を消すことが主になっていたのです。それよりも，災害時のいわゆる自力で避難ができない方を何とか支援しようじゃないかということになり，まず検討委員会を立ち上げました。それには関係の団体，民生委員が入ったり，連合会が入ったり，福祉を高める会等，そういう形で検討していくわけです。私は，まちづくり推進委員会ができてから，団体の横の連携がやりやすくなったというように感じております。 だから，災害時の避難支援にしても，一つの団体だけではなかなかできないのではないかと思います。お出かけにしてもそうだろうと思います。そういう横の連携ができるようになって，支え合いの事業がやりやすくなったのではないかと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。私はいつも福山にいるわけではありませんので，見える姿としては，どうしても目立つところですよね。確かに備後の特徴というのは，いろいろな独立した企業というのが多い。つまりどこかの系列で幅広くビジネスを伸ばしているということではなくて，自分で世界を切り開いて，世界的なシェアを持っている企業，あるいは日本でシェアを持っている企業が多くあったり，地場で強い企業もたくさんあったりしますよね。そこから独立心が強いとか，起業家精神が強いとか，そういうイメージを持っておりましたし，そういうふうによく言われてきたのですけれども，そういう起業的な部分だ
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けではなくて，全体でもそういうベースがあるということなのでしょうかね。皆さんの御意見をお伺いして，これからはそういう地域であるというふうに，私も正式にそう思うことにします。 ただ，これからは横の連携が重要であるということで，特にそういう支え合いというのはこれから必要ですし，これは他の地域でもそうなのですけれども，コミュニティー再生のところで，これは私の実家の周辺なのですけれども，小学校の学区単位でいろいろな団体が連携をして，地域の見守り活動や，いろいろなことを一緒にやろうと。予算もばらばらだったり，つながっている上の行政の関係機関がみんな違ったりするのですけれども，そんなことを言わずにみんなで一緒にやろうというのをやっていて，かなりうまくいっているようなのです。そういうことも含めて，横のつながりというのはこれからも必要だと思います。ありがとうございます。 次にお伺いしたいことなのですが，これは非常に聞きにくいのですけれども，よく安芸備後と言われますよね。安芸と備後。私は広島市出身なのですけれども，広島市は安芸で，安芸は安芸じゃけ，備後のわしらは違うと，そういうことをよく言われるのですが，そういう意識というのは実際あるのでしょうか。広島市のこと，西の方のことは知らんよとか，県庁は広島市にありますので，県庁というのは東のほうをよう見てくれていないと時々言われるのですけれども，皆さんはどうでしょうか。日常の中でその様に感じていらっしゃることはありますか。重政さん。 
 （重 政） かつて聞いた話なので，今は大分様子も違うのですが，県の名誉県民として挙げられているのは，昔はほとんど備後の人だったのですよ。文化人の方は備後に多いのです。 なぜだろう疑問に思っているのですが，今，ずっと話を聞いていますと，やっぱり悪く言えば自分勝手，我が道を行く。そういう気質がないと大成しない部分もありますし，こだわるというか，そういう気質は安芸よりは備後のほうがあるような気がします。 
 （知 事） 気質の違いというのは，確かに今のお話で，おっしゃるように私はそう認定しましたから，そうなのだろうと思います。 
 （重 政） 我々もこうして初めて，いろいろな分野で頑張っておられるということを知ったので，なかなか横の連絡というのはできないのです。我々もあるところで集中して夢中でやっているわけですから，それはそれでいいのですけれども，お互いに文化なら文化のそういう継承などをやっているところは特に手弁当ですから，横の連絡で，お互いのためには共有
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していきたいものがたくさんあるわけです。そういうものを行政としてネットワークの仕掛けをしてほしいというのは感じますね。 それから，ちょっと話がずれるのですが，今共通して言えることは，困ったときはお互い様という日本独特の文化があると思うのです。町内会もそうだし，交通整理のことなど考えたらみんなそうなのだけれども。今，国際医師団を派遣するＡＭＤＡという組織があるのです。世界中に医師を派遣しているＡＭＤＡの活動をしている菅波茂さんという方が，岡山で今，開業されています。その方が神辺町で講演をしていただいている中で，今，言いましたような困ったときはお互い様という日本の文化は世界に通用するのだとおっしゃっていました。お互い様の気持ちがあって，コミュニティーがうまくいっているところはどこだっていろいろな活動ができるのです。今，福大の生徒さんが言われたような，マップをつくるのに協力的になるのもコミュニティーがしっかりしているところがすっと乗りやすい。 ですが，後継者の問題はうまくいかないこともあるのです。団塊の世代を迎えて，現役から引退されている方を活動に誘っても，その方が一様に言われるのは，2～3年はちょっと静かにゆっくりしたい。だから，そんなことを今持ってこられても，と言われるのです。だから，町内会でいろいろな活動をやられればやられるほど，役員になったら大変だと思われてしまい，それが次の跡継ぎのプレッシャーになるのです。僕はきれいごとではなくて，そういう部分もたくさんあると思うのです。団体で後継者をつくるというのは，本当に大切なのだけれども，とても難しい。だから，どうしてもその課題が子どもに向くわけです。地域の環境問題など，学校現場へ持ってくることが多いですよね。学校が困ってしまうというのも僕は現実にあると思うのです。そういう面もあり，矛盾を抱えていて，課題は多いです。ですから，日常的にそれぞれの組織の人たちの横の連携というのは必要だと思います。 文化教室などでも，趣味趣向の分野なら盛んなのです。ですが，我々のように手弁当で継承するということになると，持続しなければ意味がないので，大変な課題があります。これは市だけではなくて，県内でもそういう連携をする機会をつくっていただければいいなと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。こういうボランティアに近い活動というのは，誰かが旗を振ってやらないとうまくいかない面があると思うのですけれども，他方で，そうやって旗をどんどん振っていると，どんどん自分のところに人が集まって来る。そうすると，周りで見ている人の内で，あれはようやっとるのという話になって，次の人が手を挙げにくくなるという，そういう矛盾点はあるということですよね。これはどこの団体も恐らく共通した課題なのだと思います。 
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 （重 政） 地域はそれぞれにいろいろな課題を抱えておられるのではないかと思っております。 
 （知 事） ありがとうございます。 他に，藤本さん，お願いします。 
 （藤 本） 私は高校まで福山におりまして，大学は外に出まして，関東で働いておりました。ときどき福山に帰っても，正月や盆に子どもを連れて帰るぐらいでしたが，定年退職してこちらに腰をおろしました。４０年ぶりに帰ってまいりまして，福山というまちを外から見ることができているのではないかと考えています。そうやって見たときに，今，知事もおっしゃるように，安芸と備後ははっきり言って違うと思います。私が思いますのは，もともと備後というのは行政機関も分かれていて，戦前の江戸時代から違うのでしょうけれども，ここはおれが，おれがというのが非常に多いまち。もう一つは，戦後でも恐らく県庁のあるまちと，こういう第２都市みたいなところでは，人の動きがあるかないか。人の動きは，県庁のあるところは行政絡みで転勤もあるでしょうけれども，福山のような地方のまちというのは人の動きがあまりないだけに，そこだけのローカルな，非常に保守的であるように思います。ですから，私たちもこの NPO 法人を立ち上げるときも，他の方が何か活動を始めるときも，最初はやっぱりよかれと思って，趣旨がはっきり明確になっているのですが，やってみないと分からない世界はいっぱいありますよね。そうすると，比較的福山の方というのは，まずそういうことをやってもこういう心配があると，先に心配を考えて，あまりやり過ぎると，こういう悪いことがあるかもしれないと考えてしまう，保守的な感じがあります。これは私も福山を離れて，外から帰ったときの感じです。そう思っています。 
 （知 事） ただ，違いはもちろんあるのでしょうけれども，あまりそんなに安芸だからと意識されているわけではないということですか。なるほど。 牧平さん，何か追加のコメントがありますか。 
 （牧 平） 広島のほうは安芸門徒が多く，こちらのほうは浄土真宗とかそういうのが多いところなのですけれども，あまりそう区別して感じたことはありません。 
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 （知 事） では，これは都市伝説の一つだったということで，私の中では受けとめておきたいと思います。 ただ一つあるのは，去年の 11 月の知事選挙のときも，福山はすごく投票率が低かったのですよ。すみません。僕に投票してくれなかったということを言っているのではないのです。別にどなたにしてもいいのですけれども，22％ぐらいだったと思います。これはなぜだろうというのが，私は福山の方にお会いするたびに必ず聞いているのですけれども，是非県政にも関心を持っていただきたいと個人的には思っています。どうぞ，牧平さん。 
 （牧 平） 今まで県政と遠かったのですよ。前の藤田知事さんが，テレビで見ていると，いつもメモを見て，能面みたいな顔をして，ぼそぼそとしゃべられて，聞いていても全然伝わってこないのです。 
 （知 事） 何とも言えませんけれども，それは全県同じですから。 
 （牧 平） 市とはつながっていますから，県政と我々があまりに距離がありすぎたのだろうと思うのです。そういう意味では，今度知事さんの若さもありますけれども，どんどん市町を回られるというのは非常にいいことで，今後知事選挙の投票率は上がるかも分かりませんね。 
 （知 事） そもそも，県政に関心を持っていただいて，投票率全体が上がるということは必要かなと。投票率はある意味でいうと一つの現象なのですけれども，県政全般に関心を持っていただくということは重要です。それは私自身，また県庁全体としての努力も必要だと思っています。 
 （牧 平） 情報誌なども配っておられますよね。目を通すのですけれども，だけども，トップとのつながりが離れていますと，あまり読もうという気が起きないのです。ですから，そういう意味ではどんどん県民とのつながりを持って，距離が縮まると関心も高まるし，興味も沸いてくるのではないでしょうか。 
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（藤 本） 身近なものに感じないと，関心は持てませんよね。身近に感じないと，私も，去年の知事選のときに何で福山はこんなに投票率が低いのかと驚きました。県政を身近に感じることが少ないのではないでしょうか。身近に感じることが増えれば，だんだん変わってくると私は感じております。 
 （知 事） 私もこの一月の間に，実は 4回ぐらい福山に来ているのですけれども。 
 （藤 本） 橋の問題でね。 
 （知 事） ええ。 
 （藤 本） そういう意味では少しずつ関心も出てくると思います。 
 （知 事） そうなのですよ。ただ，この間，青年会議所のイベントでパネルディスカッションがあって，私はその前座でちょっとしゃべったのですけれども，駅から市役所ぐらいまで歩いていったら，誰にも気付かれなくて，ちょっとまだまだ浸透度が足りないなと思ったりしました。もう少し努力いたします。 この機会なので，何かこれを聞いておきたい，言っておきたいということがおありの方は，どなたかありませんか。牧平さん。 
 （牧 平） 今，非常に関心があるのは鞆の問題なのです。今，知事さんもいろいろされておりますけれども，いい方向で結論を出してもらえれば，知事さんのイメージアップにも，地域の活性化にもつながってきますし，せっかくの機会ですからお願いしておきたいと思います。 八方ふさがりのように思えましてすっきりしないのですけれども，一つそういうのが抜ければ，次の問題も解決できるのではないかと思っております。是非お願いしたいと思います。 
 （知 事） 
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分かりました。 青木くん。 
 （青 木）    高校生としてさっきから言っていることは，若者として自分たちはきちんと福山のことや地域のことを考えています。一方大人の世代の方も地域の活性化を考えていて，ただそれが食い違っていてなかなかまとまっていない気がします。ここを繋げられるような場を設けていただいて，それで意見の交換ができるようになったらいいのではないかと思うので，そういった場を設けていただけたらうれしいと思います。 
 （知 事） 先ほどから何回か出ていますけれども，横のつながりが生まれるような場ということですか。 
 （青 木） 横のつながりというのもあるのですけれども，学生として，やっぱり活動する場としては一番下のほうなので，もっと上の人に話とか意見を聞いてもらいたいという気持ちもあります。横のつながりももちろん大切だと思うのですけれども，これは縦のつながりというのか分かりませんけれども，もっと下と上の関係を結びつけていただけたらと思います。 
 （知 事） 上というのは行政という意味ですか。それとも町内会とか。 
 （青 木） どちらかというと行政のほうで，学生として教育委員会ですか，そういうものが校則を決めていて，それで生活しているわけです。学生が，何で教育委員会はこういうことをするのかと言おうとしても，なかなかつながりがなくて，言いたいことが言えないのです。 
 （知 事） それは教育委員会に言いに行っても会ってくれないと，そういうことですか。 
 （青 木） それはこっちが行動しないのもいけないとは思うのですけれども，先生に取りあってもらっても，なかなか話が進まないのです。 
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（知 事） 先生経由でいくと，つながっていかないと，そういうことなのですか。 
 （青 木） はい。 
 （知 事） これは掘り下げていくとなかなか大変な問題なのですけれども，今日の会合と全く切り離して，個人的なアドバイスで言えば，先生が取りあってくれなかったら，それでいいじゃないかと。自分たちの思いを貫いていけばいいと思うのですよ。あまり無責任なことを言うと，知事の立場として後でいろいろな人，福山市長か福山市教育委員会に怒られるか分かりませんけれども，自分の高校時代を振り返って考えると，これはあくまでも一先輩としてのアドバイスなのだけれども，先生がこう言うからとか，先生に言わないとこうだというのはあまり気にしなかったですね。言ってみれば，校則に理不尽なものがあったとするじゃないですか。はっきり言って破っちゃえ。破っちゃうと何が起きるかというと，本当にまずいことは先生が言ってくるのですよ。先生もどうでもいいなと思っていることは言ってこないのです。というところでふるいが掛けられたりするのです。まずいことだったら，先生は必ず言ってくるでしょう。例えば青木くんがパチンコ屋に行ってパチンコをやったら，先生は来ますよ。それはだめだと。そうすると，なぜですか，と。こういう対話が始まるのです。だから，静かな話し合いというのも大事なのですけれども，ときどきそういう実力行使に出るというのも一つの方法なので，これはあくまでも個人的なアドバイスとして聞いておいていただければなと。生徒会長の立場としてなかなか難しいかもしれないですけれども，その後の人生でもきっと役に立つこともあろうかと思います。 
 （青 木） ありがとうございます。 
 （知 事） 林内さん，お願いします。 
 （林 内） 子育て支援を活動していく中で，最近は兄弟の多い家庭も増えてきまして，3 人，4 人ですという方もいらっしゃるのですけれども，絶対数としては少ないので，市のほうでもされているような婚活活動していただきたいと思っています。私の同世代も独身が多数いるのです。出会いがないというのもあるのだと思うのですが，昔の世話好きおばさんと言
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いますか，そういう人を結びつけるようなことを市や県がやっていくと，普通の紹介所と違って，安心感が出るじゃないですか。それでどんどん結婚率も上げる。少子化も防げるという感じで，一歩一歩進んでいくと。実績を上げている県もたくさんありますので。 
 （知 事） ありますね，婚活で。県に紹介されるのは，僕は嫌じゃないかと思ったりするのですが，そんなことはないですか。 
 （林 内） いやいや，紹介じゃないですよ。知り合う機会を作るイベント等をしてはどうかと思っています。 
 （知 事） イベントでね。最近ねるとんは流行らないですしね。僕たちにはそういう場がいっぱいあったのですけれども。 
 （林 内） 昔私も 30 人ぐらい集めてしていたのですけれども，そういうのに来られる人というのは，自力で結婚相手を探せる力のある方なのです。 
 （知 事） そもそもね。 
 （林 内） はい。なので，お母様が心配されているところ，うちも男の子が学生なのですけれども，今後，この子がちゃんと結婚するのだろうかと思うことがあるので，地域のものを利用したイベント等があればいいと思っています。 
 （知 事） これから，という井上さんはどうですか。今から考えないとなかなか大変ですよ。どうですか。 
 （井 上） そんなに僕自身としては別に危機は感じてないですし。 
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（知 事） ごめんなさい。そういう意味ではないのですけれども。 
 （井 上） ないですけど，友達とか見ていたら，そういう恋愛とかに興味がある人，ない人，したくてもできない人，そういう場がない人はあると思いますし，女性に話しかけるのが苦手な人もたくさんいるわけでして，そういう場を設けるのはとてもいいことだとは思います。 
 （知 事） 僕らの世代までは割と 30 歳ぐらいまでに結婚しているのですよ。女性に話しかけられないような人でもみんなちゃんと結婚しているのです。僕らから三つ，四つぐらい下になったら，途端にみんな結婚しなくなった。これはなぜだろうと思いまして，よく分からないのですけれども，佐藤さんとかはどうですか。若者の結婚意識というのは，やっぱり変わっているのですか。それこそ昔だったら 20 代の前半になると，例えば異性と付き合うときは結婚を意識するようになると思うのですけれども，最近の若い人は意識が変わってきているとよく言われますよね。 
 （佐 藤） 私の周りでは結婚している人や，子どもがいる人もいるけれども，周りを見ていて結婚って大変だというイメージを持つこともあるでしょうから，あまりしたいと思わないのかなと思います。 
 （知 事） やっぱりそう思っている人は多いのですか。 
 （佐 藤） 多いですね。お金が結構かかるとか，旦那と意見が合わないとか，けんかが多いとか。 
 （知 事） でも，お金は多分結婚したほうが楽になるのではないかとは思うのですけれどもね。 
 （佐 藤） でも，結構働きたい女の人が多いかなと思います。 
 （知 事） 
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やっぱり結婚が働くことの障害になっているという認識ですかね。さっきのワーク・ライフ・バランスの問題とか，そういうことかもしれないですね。 
 （佐 藤） やりたいことがあって，やっているうちに子どもができたらどうしようと心配になるのではないでしょうか。子どもができたときに，そのやりたいことをやめて子育てに入って，子育てが落ち着いた後に，それに戻れるのかというのも心配だし，子育てを一緒に旦那さんがやってくれるのかというのも心配だし，いろいろ不安ですね。 
 （知 事） そうですよね。昔ならきっと，その不安を世話焼きおばさんが一生懸命一緒になって乗り越えさせてくれていたのかもしれないですね。今，実際に子育て支援に力を入れてやっているのですけれども，これは本当に正直な話，今回の子ども夢プランというのをつくったときにも，子育て対策は入っているのですけれども，少子化対策というのは実は入っていなくて，これはまたいろいろ社会的な議論があるので，あえて入れなかったのです。ただ，これから今の人口が減っていくということを考えると，少子化ということ自体，つまり子どもを増やすということ自体も考えないといけないという気はいたします。そういう意味で，婚活などもその一つに入っていまして，婚活イコール子どもをつくりましょうということでもないので，別にそれとは独立していいことかもしれませんけれども，おっしゃるように課題の一つだと思います。ありがとうございました。 ということで，今日は話題が非常に多岐にわたる中で，時間がやってまいりまして，そろそろ締めようと思うのですが，どうしても最後，これは言っておきたいというのがあれば，中島さん。 
 （中 島） これを言うと何屋だと言われそうですが，今日全然話題に出なかったスポーツに関してなのですけれども。実は私も含めて，今，競泳，水泳をやっています。さっきの東と西との絡みですが，体力の差，競技の力の差は，昔はそうでもなかったのが，今は非常に西側のほうが強い。種目によるのですが，こちらでも一生懸命お父さん，お母さん，あるいは先輩，行政がいろいろなやり方で子どもたちのスポーツの底上げをやっています。今年も全国中学が広島県で開催されますが，競泳は広島の西の方，飛び込みは福山市でやります。 スポーツに対して知事の御意見を少々お伺いしたいのですが。 
 （知 事） スポーツはすごく大事だと思います。それはいろいろな教育的な見地からももちろんで
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すし，あと活性化という意味でも大事で，広島県の高校野球がいいところにいくとみんな燃えるし，カープが勝てばみんなうれしいし，サンフレッチェが勝てばうれしい人が多いですよね。今回のワールドカップでも，あれだけ日本が活躍してくれると，日本中が盛り上がるという，そういう両方の意味からすごく大事なことだと思っていますので，そういうプロのスポーツの応援もしたいですし，裾野を広げるということもしっかりとやっていきたいと思っています。 
 （中 島） ありがとうございます。 
 

閉  会 

 （知 事） それでは，そろそろ時間になりましたので，ここで締めさせていただきたいと思います。 最後に私のほうから御挨拶をさせていただきます。 それでは，長い時間，2 時間にわたりまして御協力いただきまして本当にありがとうございました。今日はまたいつもにましていろいろな御意見があって，私自身も参考になりましたし，非常に楽しい会になりました。 冒頭申し上げましたように，いろいろな御意見をいただきましたが，実際にどういうことかと言いますと，施策を進めていくときに，個別の課題ではなくて，あのときにこういう意見が出ていたとか，そういうことを思い出していくことが大事なことだと思っています。私はこれを味噌樽と呼んでいますけれども，皆様の御意見を味噌樽に詰めていって，いい味噌ができるように頑張っていきたいと思っています。これはもちろん私だけの問題ではなく，県庁としてそういう樽なのか，漬け物なのか，古漬けなのか分かりませんけれども，そういうものをつくっていきたいと思っております。改めて御協力に感謝申し上げます。 また傍聴者の皆様も 2時間お付き合いいただきまして，長い時間，本当にありがとうございました。 これからも，備後も安芸もなく，広島県として頑張ってまいりたいと思いますので，引き続き皆様の御理解と御協力，御支援をいただければと思います。 本日は本当にありがとうございました。 


