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開  会 

 （知事（湯﨑）） 皆様，こんにちは。本日は県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」と名前を付けました住民の皆様との懇談会ということで，お集まりいただきましてありがとうございます。 本日，懇談会のメンバーとしては 10 人御出席いただいております。土曜日でお休みの方も多いのではないかと思いますけれども，お忙しいところありがとうございます。 また，傍聴の皆様もありがとうございます。今日はいつにも増してたくさんいらっしゃって，大変ありがたく思っています。 今日は，天気が予報ではあまりよくなかったのですけれども，自慢ではないですけれども私は晴れ男でして，大抵晴れるのです。ちょっと曇ってまいりましたけれども，でも，秋のいい天気の日にこういう会を持てて本当にうれしく思います。 始める前に，少しこの会の趣旨を御説明させていただきたいと思います。 この会は，広島県内に 23 市町ございますが，ほぼ 1 年間をかけて全てに行こうとするものです。今回が 15 回目になります。目的は，我々県庁の中にいますと，市や町の職員の人たちとお話をする機会は多いのですけれども住民の方々と直接お話をする機会というのは比較的少ないのです。県庁としても直接皆様が地域でどんなことに取り組んでおられるのか，どんな課題があるのか，あるいはどんないいことがあるのかというのをお伺いしたいと思っています。それで具体的な何かこういう政策をつくりますとか，あるいはこういう課題を解決しますとか，御意見をいただいたことについてこれをやりますということではなくて，むしろ様々な意見とかお感じになっていらっしゃることをそのまま受けとめて，私はいつも味噌樽という例を使っているのですけれども，味噌樽のように御意見をいろいろため込んでいきますと，しばらくすると発酵しておいしい味噌ができてくるのではないか，そんなふうに考えております。そういう意味では，県政を考えていく上での基盤，基礎としていきたいと思って，こういう会を持たせていただいております。 実は，市長，町長とも同じような形でやっておりまして，これはもう少し具体的な，こういうのに困っているというのも取り扱うのですけれども，基本的には同じ考えでやっています。 行政から見る目と，それから，住民の方が御覧になっている目というのはまた少し違いますので，直接お話をお伺いするということが意味のあることだと思っています。 そういう意味で，10 名の皆様には普段からお考えのことをおっしゃっていただくのが一番いいですし，特に誰かに気を使わないといけないということもなくて，今日は町の方もいらっしゃると思いますけれども，町のことも県のことも遠慮なく，おっしゃっていただくのが一番だと思いますので，よろしくお願いいたします。 それでは，時間としては最初 90 分ほどかけまして，皆様お一人お一人のお話をお伺いしながら少しお話をさせていただきます。残りの 30 分で，全員で意見交換をさせていただければ
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と思っています。ただ，これは目安ですので，最初の 90 分というのが長くなってしまっても構いませんので，そこは柔軟にやらせていただきたいと思います。  
懇  談 

 （知 事）  それでは，早速始めたいと思います。小川さんからよろしくお願いいたします。  （小 川） 大崎上島町子ども会育成連合会の会長をさせていただいております小川と申します。よろしくお願いします。活動を通じて，子どもの健全育成に少しでも役立てばと考えています。 子ども会活動には，大きな行事が，球技大会，キャンプ，ウォークラリーと三つあります。それぞれの行事を旧 3町の場所で行っております。球技大会は大崎学区，キャンプは木江学区，ウォークラリーは東野学区というようにです。 今年の 5月に行われた球技大会では，会員 250名中参加者 236名と，ほとんどの子どもが参加いたしました。球技大会では，大会当日試合に勝つということも大事ですが，その過程においてそれぞれの地区で子どもたちが集まって練習するということが大切だと考えています。球技大会も子どもの減少により，ソフトボールからフットベースボール，ドッチボールと移行してきました。何とか大会を続けていこうと頑張っています。腕力のある子，弱い子，スポーツのできる子，苦手な子，勉強のできる子，不得意な子，みんなが集まって子ども会を形成しております。それぞれの人格を認め，思いやり，人とのつながりを重視して，いい体験，思い出，島のよさを子どもたちの心に残せればと思っています。 藤原正孝町長は子ども会活動の意義を御理解いただき，予算も毎年付き，事務局も役場にあります。物心ともに援助していただいてありがたく思っております。島のよさを分かって，大崎上島町に生まれてよかったと感じてくれる子どもに育ってほしいと思います。 また，くどき保存会の代表もさせていただいております。盆踊りでやぐらの上で歌うことを口説くと言いますが，歌の内容に島の風光明媚なところを歌った大崎口説き，島の歴史を歌った東野町史，55 年前に修学旅行で多くの犠牲者を出した内容の紫雲丸口説きと，口説きの歌には島の歴史を刻んでいます。やぐらの上で歌っている姿は派手で格好よく見えるのですが，
1年間の発表する場は 1回か 2回ということで，また日ごろの練習は地味で，歌の拍子は 1本拍子で難しく，若い人が入会してもなかなか育ってくれません。なんとかふるさとの伝統文化，盆踊りを伝承していこうと思っております。以上です。 
 （知 事）  ありがとうございます。子どもたちが 250 人中 236人というのはすごいですよね。今，学校
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は何校あるのでしたか。  （小 川）  小学校は東野，木江，大崎と 3校です。  （知 事）  3校合計で 250 名。  （小 川）  幼稚園も入れて 250 名ぐらいだろうと思います。  （知 事）  ほとんど学校行事と変わらないぐらいの参加率ですね。これだけ参加される秘訣というか，何か秘密はあるのですか。  （小 川）  これが，一朝一夕になったわけではなく，だんだんこういう形になったのです。  （知 事）  だんだん増えてきたということですか。  （小 川）  増えてきたということです。  （知 事）  今，子ども会はだんだん減っていますよね。  （小 川）  はい。球技大会の内容も，小さい子から大きい子まで一緒にできるように，小さい子にはころがしドッチというドッチボールをやって，みんなが参加できる形にしたのも一つの要素です。  （知 事） なるほど。そういうふうに少しずつ改善しながら。 でも，子どもたちもきっと楽しいから参加するのでしょうね。 
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 （小 川） 親も楽しい，子どもも楽しいというのが一番だと思います。やっぱりその楽しさがあるから参加する原動力になるのだと思います。 
 （知 事） 島の子たちを見ていまして，島で育つことの良さというのは，どういうところがありますか。 
 （小 川） 海があり，山があり，自然に恵まれて景色はいいし，空気はきれいだし，それがいいなという感じに思ってくれればいいと思っています。 
 （知 事） 県では，前から多少やっているのですけれども，私もマニフェストに掲げ，「山・海・島」体験活動推進事業というのを子どもたちにしてもらうということで，小学生に何泊か島へ行って生活体験をしてもらう，あるいは山に行っていろいろな体験をしてもらうというのをやっているのです。海は，もちろん水もあるし，魚もいるし，生き物もいるし，山も同じようなことだと思うのですけれども，それに触れるというのは本当に大事だと思うのです。まさにここでは島で，海があって，子ども達はそういう環境をうまく使って遊んでいらっしゃいますか。 
 （小 川） はっきりそうは言い難いところがあります。塾とか，いろいろ忙しい面があって，それを楽しむ時間が持てないのが多分あるのではないかと思います。 
 （知 事） 私は五日市だったのですけれども，すぐ近くに山があって，子どものころはそこで秘密基地をつくったり，崖上りをやったり，そういうことで遊んでいましたけれども，最近の，うちの子どもなどを見ても，そういうことはほとんどやらないのです。それはあまり変わらないですか。 
 （小 川） やっぱり１人，２人で遊ぶとか，ゲームをして遊ぶとか，個人で遊ぶ形が多いですね。さっき言ったみんなで集まって練習をする。違う学年が集まって，そういうことが大事だろうと思っています。遊ぶことが大事だろうと思うのですけれども，私も小さいころは山へ行って城をつくったり，山の幸を食べたり。 
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 （知 事） なっているのを食べてみて，苦いとかね。 
 （小 川） そういうことがあったのですけれども，全く少なくなりましたね。やっぱり子ども会でそういう体験をさせてあげたいというのがありますね。 
 （知 事） やっぱりそうなのですか。せっかくの環境ですからもったいないですよね。 
 （小 川） いい環境に恵まれているのですから，それを生かさない手はないと思います。 
 （知 事） 是非引き続き頑張っていただきたいと思います。 もう一つ，口説きというのは，私もちょっと不勉強で申し訳ないのですけれども。 
 （小 川） 盆踊りのときにやぐらを組んで，歌を歌っている人がいますよね。それにあわせて盆踊りを踊る。浴衣を着てね。そういう歌のことなのですけれども。 
 （知 事） それは大崎上島のものですか。 
 （小 川） いや，それぞれの町にそれぞれあると思うのですが，だんだん廃れてなくなっていって，という形だと思います。 
 （知 事） あまりないですよね。 
 （小 川） 五日市のほうはなかったですか。小さいころもなかったですか。 
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（知 事） ないと思うのですけれども。それは，やっぱり島の伝統なのですかね。 
 （小 川） 島だけではないと思いますね。あるところはあります。 
 （知 事） 今のお話だと，創作的にいろいろできるのですか。 
 （小 川） そうです。島の景色がいいところを歌ったり，悲しかったことを歌ったり，修学旅行で 55年前亡くなったという内容でその歌を歌ったり，歴史を歌ったり，ということで結構島のことを題材にした歌が多いです。 
 （知 事） 実はそれは非常に貴重なものかもしれないですね。 
 （小 川） と思います。 
 （知 事） いろいろと地域活動に御貢献されておりまして，また引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。 それでは，松浦さん，今日は松浦さんはお二方いらっしゃいますね。松浦さん，お願いいたします。 
 （松浦（真）） はじめまして，松浦でございます。旧大崎町出身で，今，お寺の住職を務めております。ＮＰＯ，それからまちづくり協議会の会長になりまして，力不足でありますが，いろいろな活動をさせていただいております。 まず，知事に最初お礼を言わなくてはいけないのが，実は海の道構想の実証事業に，私らＮＰＯを採択していただいてありがとうございます。これは最初に言っておかないと結構関係者も来ておりまして，礼を知らないと言われたらお坊さんとして失格になりますので。 
 （知 事） 
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そんなことないです。こちらこそお礼を言わなくてはいけないというか，でも，しっかりやっていただかないといけないです。 
 （松浦（真）） 
11月末に結果を出さなくてはいけないので，頑張っております。 私が今ちょうどどんな活動をしているかというと，人づくりというか，例えば 1年で形ができたりとか，箱物と違いまして，そういった意味ではなかなか成果が出ないものではあります。しかし，これは続けていかなければいけないということで，特に今回海の道の関係，それからまちづくりですね。別の農水省の関係だったのですが，事業仕分けで引っかかってしまいまして，突然だめだと言われまして，おかげさまで町のほうで事業の成果を鑑みていただきまして補助金を付けていただいたのですが，今，ちょうど後ろのボードに櫂伝馬（かいでんま）競漕というのがあります。この櫂伝馬というのは伝統的な行事なのですが，この櫂伝馬を地域づくり，あるいは人づくりの一つの大きな柱に据えて，ＮＰＯ，あるいはまちづくり協議会のほうで事業を行っております。 この中で，特に私どもが一番思いますのが，恐らく県のほうでもいろいろなお考えがあって，人づくりというのはある面では成果が目に見えづらいというのがあるかもしれません。 
 （知 事） 時間がかかりますね。 
 （松浦（真）） そういった中で，私どもが今まで活動した中で思いましたのは，やはり財源的なものが，例えばファンドをつくったりとか，そういうようなところの支援が人づくりの中では必要であると。例えば単年度で 1 年間とか 2 年間という中での人づくりというのはなかなか成果が出ませんし，サンセット方式になってきますと，なかなかその辺が長い目で見ていただけないと成果が出ないということになるのです。ただ，この事業を通じて，櫂伝馬というのは，実は私もお寺なものですから乗ったことはなかったのですけれども，実際に乗せていただきまして，非常に楽しいものでした。先ほど小川さんのお話にもありましたけれども，特に今コミュニケーション能力が低下していると思うのです。子どもの世界では特にです。そういった中では，一つの目標に対して皆さん方が心を一つにして，同じ目標を持って物事をするという中では非常に成果があるように思うので，これを何かほかのところ波及していけないか。今回，海の道構想の中の一つのテーマにはしているのですけれども，いずれにしても，そういった事業を進めていく上での人づくりということに対して，実は知事も先週土曜日に出ていただきました全国のボランティアフェスティバルの実行委員をしておりましたので，その関係でまちづくりの部会のほうもやっていたのですけれども，どこでもそういったまちづくりといいますか，まちづ
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くりは人づくり，人づくりはまちづくりというような形で私どもはものを考えておりますので，是非そのようなあたりも，こういった場で地域の意見も聞かれて，いろいろな形で具体的に反映していただいたらというような気持ちを持っております。広島県の今の挑戦そして実現というのはやっぱり人の力だと思いますので，そういった意味では，一つその辺をお考えいただければという気持ちを持って今日は出させていただいております。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。櫂伝馬の塾に参加される人はどういう人が多いですか。 
 （松浦（真）） 今回，実はまちづくり協議会のほうで，たまたまなのですが，旧町に中学校が 3校あったのが，昨年合併いたしまして，そちらの中学生全員が一応夏休みの間，去年は 2学期始まってすぐでしたが，体験学習をしてもらいました。その中で成果というか，具体的な話なのですが，私どもが実証，体験学習させていただいたのが沖浦というところで，そこは従前櫂伝馬の伝統行事があったのですが，だんだんこぎ手が少なくなってきたということで，実は去年，その初めての中学生の体験学習が終わった後，お祭りが 10月だったのですが，中学生がそこにこぎ手として参加したいということがありました。これも一つの時代を担う人材育成といいますか，そこから郷土愛につながってくるのではないかと。 一昨日ですか，中学生が品川の大崎に修学旅行に行って，私のＮＰＯが関係しているメンバーがいるのですが，品川の大崎で中学生が大崎上島からレモンとかたくさん持って行って，それを販売した。そういう意味でも，学校とのかかわりができた中でそういったことも一つ出てきたということです。もう少しできればコミュニティービジネスとか，そういうところにいけばいいと思うのですが，なかなかそこまでいくというには，やっぱりまだ難しい部分があるかもしれません。 もう一つだけお願いとして，今の島の位置というのが，南北の縦軸の中に入っているのです。本来，この島というのは，知事もその辺はお気づきだと思うのですが，東西なのです。そこら辺の軸を，何かできるようなものが大事ではないかと思っています。 
 （知 事） そうですね。昔は船でいくと，ずっと横でつながっていたと思うのですけれども，それこそ大崎上島と下島も，横ではないですけれども，そういう島伝いのことですよね。フェリー等ができたのは基本的に陸上交通をベースに，本州，本土と一番近いところを船が往復するという形になったので，縦になってしまったのですよね。 
 （松浦（真）） 
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恐らく東西の文化というのが今すごく求められていると思いますし，ある面では知事もよく言われている国際的にこれだけの多島美，ここは 115 島が見えると言われています。実際数えた人もいるみたいですが，温泉もありますし，海外から来られる方にとっては非常に魅力的な場所ではないだろうか。ある面で，地元の人が思っている以上にそういう魅力があるのではなかろうかと感じることはありますね。 
 （知 事） そうですね。私も来るときフェリーに乗って，島の間を来ますよね。本当にきれいな，波打ち際があって，岩場があって，砂浜があって，畑もあって，すごくきれいだなというのを改めて思いました。世界の人が僕は評価してくれるのではないかと思っているのですけれども，それが瀬戸内 海の道構想のベースになっているのです。 でも，そうやって子どもたちが伝統の櫂伝馬に触れて，もちろんそういう伝統が継続していくということも非常に大事だと思いますけれども，なかなか今，島に住んでいながら海とのつながりもちょっと薄くなっているのではないかと思うのです。さっきの小川さんのお話でも，せっかく海もあるし，大崎には山もあるけど，それを十分に満喫していないと。逆に，あれぐらいの船で外に出ると，ものすごく海を感じますよね。そういう意味でもすごくいいことですよね。 
 （松浦（真）） よく母なる海とありますけれども，いろいろな意味を込めて，瀬戸内海はまた特に波が穏やかで，そういった意味では，その波の穏やかさは人の穏やさもあらわしているかもしれませんし，そういったような思いで活動しています。また実証事業のほうも頑張ります。 
 （知 事） 是非お願いします。人づくりは時間がかかりますので，それは私も重々認識しております。是非長く取り組んでいただければと思います。ありがとうございます。 それでは，三永さん，お願いいたします。 
 （三 永） 旧大崎町で働いています大崎福祉会の三永といいます。よろしくお願いします。今，急にカメラも来たり，こんなにたくさんの方がいらっしゃって，ものすごく緊張してきたので，何を話そうか，頭が真っ白になってきているのですけれども，私は大崎福祉会の職員です。二つの仕事をしています。 まず一つがふれあい工房というところで，障がいのある方が通われている施設なのですけれども。 
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 （知 事） 先ほどお邪魔させていただいたところですね。 
 （三 永） はい。来てもらってジャムをつくってもらったのですけれども，ジャムづくりをしたりとか，この島はブルーベリーがすごく有名な島で，ジャムを食べてみられたと思うのですけれども，目がよく見えるようになりませんでしたか。 
 （知 事） 一口だけだったので，もっと食べればよかったかも。 
 （三 永） めがねを外して見られたら，よく見えるかもしれないですね。目にいいと言われている成分のアントシアニンが含まれている量が日本一なのです。 
 （知 事） そうみたいですね。さっきツイッターでも早速書かせていただきました。日本一多いらしいと宣伝しておきました。 
 （三 永） そうですか。ありがとうございます。ブルーベリーの苗をつくったり，農作業をしたり，そこからとれた収穫物で食品加工をしたり，パンづくり，パン屋さんもしています。それから，就労だけではなくて，重たい障がいのある方ですとか，就労を求めていない方が過ごされている場の施設で働いています。 そこでものをつくること，例えばパンでしたら，最初は粉とか油脂とかいろいろな材料を障がいのある方が計って，こねて，自分たちで形をつくって，パンができあがりましたと。最初は粉だったのがいろいろなパンになるのです。それをこの島の中へ販売に行くのですけれども，多分ここにいらっしゃる皆さんも買ってくださっていると思うのですけれども，お客さんがそれを喜んでくれて，「おいしかったよ」「ありがとう」と言ってくれて，お支払いいただいて，そのお金が自分たちのお給料になるという一連の流れを通して，働くことの楽しさ，大切さ，生活の中で必要なことを経験してもらうお手伝いをしています。 ふれあい工房の中にいるだけではなくて，この島の中で，地域に出て行って，地域の人とつながっていくということも大事にしていまして，この町内でのイベント，お祭りですとか，文化祭とか，そういったものにはほとんど参加させてもらっています。参加をする中で，障がい
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のある人が働いている姿を見てもらって，そこでコミュニケーションをとってもらって，障がいのある人がこの島で生活するのが当たり前というふうに皆さんに感じてもらって，お互いに支え合える社会を目指しています。 イベントに参加するだけではなくて，ふれあい工房のほうでも行事をたくさん企画していまして。 
 （知 事） 皆さんに来ていただくのですか。 
 （三 永） 来てくださっていますね。年に 1回，ふれあい工房のイベントをやっているのですけれども，

10 時オープンなのですが，この島の人は本当にすてきで，9 時ぐらいからちらほらと来てくださって，10 時のオープンのときには行列ができているということで，皆さんにかわいがってもらっています。 そこはすごく目指しているところで，地域の人に障がいのある方だけではなくて，職員もやっぱりかわいがっていただきたいというふうに思っています。 もう一つが，大崎上島町から委託を受けて相談窓口をやっています。「Ｉらんど」という名前なのですけれども，これは障がいのあるなしに限らず，家族の方ですとか，障がい云々ではないけれども生活のしづらさを抱えている人とか，しんどい思いを持っている人，誰かに話を聞いてほしいなとか，ちょっと背中を押してほしいなとか。 
 （知 事） 生活相談全般というような感じですか。 
 （三 永） そうです。全般です。とりあえず，まずは相談してくださいというところで，相談窓口をしています。 
 （知 事） それは，ふれあい工房とは全く別にされているのですか。ふれあい工房でそれを受けられているのですか。 
 （三 永） ふれあい工房が町から委託を受けています。ふれあい工房の障がいのある方が通われている施設の中に事務所があるのですけれども，そこで「Ｉらんど」という名前で働いています。 
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そこまで皆さんが来るのが大変なので，車で訪問させてもらって，相談に乗らせてもらったり，あと，今の時代，家にこもられている人ですとか，休みの日に何をしたらいいのか分からないという人が結構いらっしゃるので，料理教室を開催したりしています。 
 （知 事） ありがとうございます。三永さんは，御出身は島なのですか。 
 （三 永） 島ではないのです。私はこの隣の市の竹原市出身で，今は大崎上島町民，ちゃんと住民票もありますので安心してください。今は大崎上島町民です。 
 （知 事） 島に来られたきっかけというのは，どういうところですか。 
 （三 永） 来たきっかけは，ふれあい工房が 5年前にできたのですけれども，そのできたときから職員なのですが，1年後にこういった施設ができるよという話があって，そこで取り組んでいくこととか，そこでの理念がすごく共感できるものがあって，この島の魅力もすごく感じたので，働きたいと思って来ました。 
 （知 事） どんなところに魅力を感じられたのでしょうか。 
 （三 永） この島の魅力は，例えばデパートがあるわけでもないですし，ミッキーマウスとかプーさんがいるような遊園地があるわけでもないですし，そういうものはないのですけれども，景色がすばらしいのです。海の景色もすてきですし，何と言っても，私の働いている大崎地区の大串というところの海水浴場があるのですけれども，そこから見る夕日がものすごくすてきですね。そういった景色がすてきというのと，あとは何と言っても人だと思っています。大崎上島町に暮らされている人の魅力がこの島の財産なのではないかと思います。 最初の話で知事も言われていたのですけれども，こういった会にこんなにたくさんの方が参加されているというのも，この島に暮らされている人の力なのだろうと思っています。 
 （知 事） なるほど。それは今のふれあい工房を運営されている中でも感じられますか。 
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 （三 永） すごく感じますね。例えばパンづくりをしている中でも，パン屋さんの中でのコンセプトが，安心・安全・健康というのと，基本的に無添加で，島でできたものを使っていく，島のめぐみというコンセプトがあります。パンをつくっている中で，地域の人が自分のところで白菜ができたんじゃけど，食べ切れんけ，使ってやと。パンに何か使ってと，白菜をいただいたり，キャベツをいただいたり，じゃがいももたくさんあるんだけど使って，というふうにたくさんの方が無料でくださっています。 
 （知 事） それはうまくパンのレシピの中に入れたりして使われるのですか。 
 （三 永） そうですね。新商品がどんどんできています。島でとれたものを使ってパンをつくるというのがすごく大事だと思っていますので。 
 （知 事） それがまた皆さんのところに還元されていくわけですね。 お仕事ももともと社会福祉関係のお仕事をされていたのですか。 
 （三 永） そうです。私はここで働く前は，直前ではないですけれども，もともと大学を出た後も，子どもの施設で働いていました。それからいろいろあって，さっきあったディズニーランドで働いたこともあるのですけれども。 
 （知 事） どうですか，ディズニーランドとは。 
 （三 永） ディズニーランドは大好きなのですけれども。 
 （知 事） でも，1年 365日いたら疲れますよね。1日いたらおなかいっぱいという感じで。 
 （三 永） 
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そうですね。たまに遊びにいくのがいいかなという感じですね。 
 （知 事） 島は毎日いてもいいですよね。 
 （三 永） 毎日いてもいいですね。 
 （知 事） そういう社会的な活動をされながら，島を愛しておられるというのが，島の皆さんにとっては嬉しいのではないですかね。 
 （三 永） 島出身ではないからこそ，この島のよさが感じられるのかなと。気づいていないところももちろんたくさんあるとは思うのですけれども，もともと島で暮らしていなかったからこそ，ああすてきだな，ここが魅力だなと感じられるのではないかと思っています。 
 （知 事） そうですよね。広島県全体でも言えるのですけれども，広島に住んでいると，広島から例えば東京に出たいとか，感じられるわけですよね。実際出る人が多いのですけれども，逆に広島の外に住むと，やっぱり広島はいいところじゃのと，すごく実感されるわけですよね。そういう外から見える視点と中で見える視点はまた違うところがあると思います。逆に，気づかないかもしれないいいところというのをもっともっとみんなが共有していくと，もっと郷土愛が深まっていくような気がしますね。ありがとうございます。 それでは，林田さん，お願いいたします。 
 （林 田） 大崎上島町商工会女性部の林田です。こんにちは。よろしくお願いいたします。 商工会女性部としての主な事業は，上島の特産品として「つわぶきの佃煮」の製造販売に取り組んでいます。 
 （知 事） つわぶきというのはどういうものなのですか。 
 （林 田） 
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今は物を持ってこなかったので，ちょっと言葉で説明するのは難しいのですが，普通のフキがありますよね。あれの色がもっと濃くて。 
 （知 事） フキの一種なのですね。 
 （林 田） ちょっと分からないですが，そうですかね。その佃煮です。その製造と販売をやっています。 そのほかに，ペットボトルのキャップ，空き缶のプルタブの収集などの活動も行っています。 また，地域で開催される各種イベント，お祭りなどにも参加して，地域の活性化に取り組んでいます。 商工会女性部としての一番の不安なのですが，冒頭にも言いましたように，まちの活性化のためにいろいろイベントに参加はしているのですが，やはり部員の高齢化といいますか，それと若い人の加入が少ないので，事業を展開していくのもちょっと厳しいところがあるというところです。 その中でも今ある特産品や，島特有の新たな特産品を開発していこうとは思うのですが，若い人がなかなか入ってくれないということもありまして，ちょっとまだ足が踏み出せないという状態です。 今までやってきたことを是非続けていきたいし，女性の目から見て，新たなこともやって，この大崎上島町の活性化を図り，宣伝していきたいと思います。１人でも多くの若者が住んでみたいまちになるように，少しでもお役に立てればと思って活動を続けています。 
 （知 事） ありがとうございます。林田さん御自身は商工会のメンバーですから，事業を何かされていらっしゃるのですか。 
 （林 田） はい。個人で住宅設備機器の配管工事や設備の販売をしている，私はその専従で事務をしています。 
 （知 事） 今，女性部のメンバーは何人ぐらいいらっしゃるのですか。 
 （林 田） メンバーは，3年前に合併しまして，木江，東野，大崎が一緒になりまして，現在 100人ちょっ
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とです。 
 （知 事） 多いですよね。 
 （林 田） 多いです。多いですけれども，やはり参加してくれる人は限られてきまして，要するに，人数は形だけで，実際動く人は限られてくるという状態です。 
 （知 事） 大体どの会も，どうしてもそうなってしまうのですけれども，でも，100人も入られるというのは，それだけでもすごいと思いますよ。私は多いと思いますね。 
 （林 田） そうですね。だから，個々の，合併する前でしたら，30人のところがあったりしましたが，

1年前に入っていただこうということで，部でいろいろ個々に回って，商工会関係の方に是非お願いしますという形で，結構何十人か入っていただいたので，それも増えている要因になっているのです。 
 （知 事） 商工会の女性部の皆さんとして，この島でアピールしたいこと，島のこういうところがいいというのは，どんなところですか。 
 （林 田） 私で思えば，つわぶきの佃煮をしていますので，私本人も今までは食べたことなかったのですが，島の潮風にさらされて，ちょっと風味が違っておいしいらしいのです。私もそこの違いまではよく分からないのですけれども，それをもっと，今，夢ぷらざに出荷しているのですけれども，それをもっと皆様に広めていけば，大崎上島のつわぶきというのもありかなとは思います。 
 （知 事） もともと島にたくさん生えていたのですか。普段，皆さん食べていらっしゃったものなのですか。 
 （林 田） 



 － 17 － 

昔は食べていたんでしょうけど，若い芽をとって，簡単にいためて食べたりとかはしていたらしいのですけれども，私たちのつくっているのは，古いといったらおかしいのですが，大きくなったのを，あまり若いのはやわらかくなりすぎてだめなので，ちょっとかためをとって作ります。 
 （知 事） じっくり佃煮にするにはちょうどいいという感じですか。 
 （林 田） そうですね。それをもっと広めていってもいいかなというのが私の思いです。 
 （知 事） つわぶきというのは私も初めて聞きました。 
 （林 田） 大阪，京都，あのあたりまでで，関東や東北では食べないのだそうです。生えているのも，崖っぷちとか，ものすごいところにあり，平坦なところにはあまりないのです。 
 （知 事） ツバメの巣みたいな，それだけで価値が出そうですね。 
    （林 田） なのですけれども，今のところはそれをただでいただいて，それをつくっているという状態です。 
 （知 事） 女性部の皆さんで崖を上って取りに行かれるのですか。   （林 田） 山に取りに行くのです。 
 （知 事） それはいいですね。でも，それは御苦労ですね。気をつけてください。たくさん売れると，これまた大変ですね。 
 



 － 18 － 

（林 田） そうですね。今年 4月に毎日新聞に取り上げていただきまして，その分の申込みもかなりありまして，今回はかなり取りに行きました。それこそ皆様も高齢になり，取りに行くのも大変です。 
 （知 事） それは女性会の皆さんで取りに行かれるのですか。 
 （林 田） そうです。 
 （知 事） それは男性を動かして，取りに行ってもらったほうがいいかもしれないですね。 
 （林 田） 何人かはお願いしたのですけれども。 
 （知 事） 私も是非今度，本通りに買いに行きます。 
 （林 田） 是非お願いいたします。 
 （知 事） ありがとうございます。 それでは，松浦康登さん，お願いします。 
 （松浦（康））    松浦（康）と申します。旧木江町からやってまいりました。 
 （知 事） 先ほどはありがとうございました。 
 （松浦（康）） 先ほどは見学をありがとうございました。 



 － 19 － 

幼年期から小学校卒業までを島内で過ごしまして，中学から島外に出まして，進学，就職しまして，5年前に家業の造船を手伝うためにこの島に戻ってまいりました。 知事も御存じかもしれませんが，この大崎上島というところは昔から造船の島と形容されています。 
 （知 事） クレーンがいっぱい立っていますからね。走ると分かりますね。 
 （松浦（康）） 数は多かったのですけれども，全島民の人口の約半分の方が何らかの形で造船にかかわっていらっしゃるという感じで，さっき見ていただいたのですけれども，弊社のような内航船，内航船というのは日本の都市と都市の間の貨物輸送に従事する船なのですが，その船を全国で

300隻つくっていたのですが，その中で 60隻をこの島で排出しておりました。それが今から
20年前です。 
 （知 事） 
20年前というと，そんなに前じゃないですよね。 
 （松浦（康）） そうですね。昭和 60年ごろだと思うのですけれども。 
 （知 事） 
1990年ですからね。 
 （松浦（康）） 
85年だから，25年。 それから随分時間がたって，長らく続く建造不況みたいなものがありまして，最盛期は 20社ぐらいはあったと思うのですけれども，今では片手で数えるぐらいに減少してしまいました。 私自身，造船の衰退が島の衰退につながってしまうということは，島外にいたときからいろいろ考えていたのですけれども，これを何とか打開したいと。この島に帰ってきたとき，まず第一に何をしたらいいのかと思いまして，簡単に内航船建造の造船所といっても，それにかかわる業種の方とか，船主さんもですけれども，そういう方ぐらいしか分からない。そういうマイナーな業界ですので，これを世間一般のいろいろな方に知っていただきたいというコンセプトでホームページを開設いたしました。松浦造船日記というのがあるのですが，その中で建造
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の進捗状況みたいなものを写真付きでアップしまして，最近は随分好評で，概ねいい評判だと思います。全然造船のことなんか知らない方からも，おもしろい写真付きで興味が沸いたと。 
 （知 事） そうですね。だんだんと出来ていく様子を見るのは面白そうですね。 
 （松浦（康）） そんなメールもいただいて，やったかいがあったという感じはします。 次に，先ほど知事も見ていただいてお気づきかもしれませんが，造船に従事する方たち，従業員とか職人の方が軒並み高齢化している状況です。弊社においても平均年齢が 50歳半ばぐらいになってしまいました。若い人がどんどん希望して入ってくれればいいのですけれども，そういう技術伝承みたいなものもちょっと難しい状況ではないかというようなことを思いまして，昨年ですが，広島商船高専を中心に，産官学が連携して，弊社社長が会長をしているのですが，産業振興交流会を発足させたりしています。このホールで，去年の年末ですが，特別授業をしまして，それは一般の町民の方もいろいろ受講して聞いていただきました。これは勝手な私の希望になるのかもしれませんが，技術者の育成をやっていただきたい。因島に技術センターがありますが，あれは行政と民間がタイアップしてやっていると聞きましたので，できますれば，この島に行政として小型工船，内航船建造向けの技術者育成センターみたいなものをつくっていただけたら本当にありがたいです。 
 （知 事） ちなみに，その因島の学校に参加するというのは，だめなのですか。 
 （松浦（康）） 技術者ですので 20 代から 30 代の方，職人を育てるような。勉強じゃなくて，実用のものです。 
 （知 事） 実用ですよね。育成機関。そこに学校のように行って，技術の勉強をされるという形ですよね。 
 （松浦（康）） 教育というよりも，即戦力がほしいのですけれども，できるならば。そういうセンターが仮にあったとしたら，ちょっと手に職をつけるという感じで，習ってみようかということで人がこの島にどんどんやってくると思うのです。それは造船に限ったことではないのですけれど
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も。 
 （知 事） 力が分散するのはもったいないので，因島のセンターも，必ずしも因島の人でないと受けられないというわけではないのではないかと思うので，そうすると，そこに行ってもらうというのもありじゃないかと思うのですけれども。 
 （松浦（康）） それもありますね。でも，それはこの島民が通うというか，移動すると。 
 （知 事）  そうですね。どのぐらいの期間，どういうプログラムなのか分かりませんけれども，何週間か，あるいは何ヵ月かあって，その期間は集中的にそれをやられるのだと思うので，因島は若干離れていますけれども，行かれたら，既に設備もあるし，まさに即戦力で活用できるのではないかと思うのですけれども，どうですか。 

 （松浦（康）） あちらのセンターは某造船所もかんでいますので，そういう恩恵がこの島に来るのか。 
 （知 事） それは，たしか問題ないはずですよ。私は積極的に考えられることをお勧めするのですけれども，ちょっと待ってください。これはですね，ちゃんと調べたのです。因島技術センターは，実施主体は因島技術センター運営協議会で，これは因島市や割と大手の某造船会社さんが中心になっているのですよ。 その因島の工場長さんが会長さんらしいのですけれども，せっかく技術者を派遣しても，そのまま残られてはいけないですから，しっかり気をつけてね。 造船コースというのは 1 ヵ月とか 2 ヵ月とか，それぐらいの感じでありますね。溶接コースとか，これは撓鉄と言うのですか。 
 （松浦（康）） 撓鉄は曲げですね。鉄板の。 
 （知 事） 撓鉄中級コースとか，いろいろあるみたいですよ。これはきっと，それこそ大崎上島も一緒にやりましょうといって，町も含めてやられたら，きっとすぐにでもできるのではないかと思
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うのですけれども，もし何か支障があれば私がちゃんとやります。 でも，そういう形での，若い人への技術伝承というのは大事なことだし，多分松浦さん，経営者にとっては深刻な問題ですよね。 
 （松浦（康）） そうです。白髪が増えました。 
 （知 事） 農業などもそうなのですけれども，今の農家の方が大体広島県内で平均年齢が 75歳なのですよね。そうすると，今から 10年後どうなるのだろうかというのは心配になってしまうわけです。まだ農業の場合には，60歳になって会社を退職されてから本格的に農業をやりますと。もともと土地は持っていたのだけれども，普段は仕事というか会社とかに行っていたのを，60歳で退職してから農業専門でやりますという方もいらっしゃるのですけれども，造船の場合はなかなかそうはいかないですから，若い人が入ってこないといけないですよね。そういう確保は非常に重要だと思いますが，場所や設備もいるし，先生も必要だし，きっと大変だと思うので，協力してやったらすごくいいと思います。また別に中小企業の皆さんの職業訓練というのはいろいろな支援制度もありますから，そういうのも組み合わせながらできたらいいのではないかと思います。 一つお伺いしていいですか。中学から島から出られて，外から島を見ていたときにどう思われましたか。いい島だなとか。 
 （松浦（康）） 海が見えないので，つまらなかったです。 
 （知 事） そうですか。どちらにいらっしゃったのですか。 
 （松浦（康）） 福山に高校までいまして，大学は東京へ行きました。 
 （知 事） 福山も海は近いと言えば近いけど。 
 （松浦（康）） ちょっと移動しないと見えないので。 
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 （知 事） 私もそうなのです。五日市だから，毎日海を見ていたので，そうすると，東京に行くと山がない，海がないで気持ち悪かったです。今，私は広島市西区に住んでいて，ちょっと坂を上がったところで海が見えるのです。毎日海を見ているのですけれども，今度は引っ越すのです。知事公舎に引っ越さないといけないのですけれども，そうすると，街中で海が見えないからどうしようかと思っているのです。やっぱりいいですよね。 
 （松浦（康）） いいですね。休みのときに，帰ってきたときにすごく感じます。潮の香りがすごくしてきますので，海があるっていいなと思いました。 
 （知 事） いいですよね。造船業だとなおさらですよね。 
 （松浦（康）） そうです。 
 （知 事） ありがとうございました。 それでは，横本さん，お願いします。 
 （横 本） 先ほど知事が話されていたような東京でサラリーマンをやっていたのですけれども，戻ってきてＵターンして農業をやっている横本と申します。 うちは父がここ 20～30年ぐらい前に初めてブルーベリーを持って帰ってきて，この島をブルーベリーの島にしようということでやっているのですけれども，それを継ぐために戻ってきました。 子どものころというのは，そういうふうな苦労ばかり見ていて，朝から晩まで苦労している割には儲からないじゃないかみたいなことを考えていたのですけれども，外へ出て，父のやっていることを見てみると，この戻ってくるための島を活性化させるためにというか，こういうものがここに変わらずあるというのは，やっぱり一人一人が活性化のために頑張ってやらなければいけないということが分かり始めて，それで戻ることになりました。 今，僕がやっているのは，柑橘とブルーベリーで，休耕田とか山林になってしまった畑等をどうにかして，もったいないので使えないかということで，開墾したりして使っているのです。
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やっぱり農業も高齢化というのがあって，奧のほうのやりづらいところは，だんだんとやれなくなっていって，そこを手放していったりしますよね。だから，そういうモノレールしか行けなかったところを，僕たちが道を付けて，トラックが入れるようにしておけば，その後すぐにまた畑に戻すことはたやすいので，だから，今，一生懸命木を切って，段を重機で作るなどをやっています。 田んぼの後というのは，柑橘もブルーベリーも正直いって育ちにくいのです。 
 （知 事） そうなのですか。 
 （横 本） そうなのです。だけど，ブルーベリーの場合は，このぐらいのポットで育てていれば，成木ぐらいまでいけるのです。柑橘とかだったら全然その大きさが足りないのですけれども，柑橘と違って，潅水設備さえそのポットに付けられれば，田んぼの後でもすぐに，本当は土壌の改良に 10年ぐらいかかるのですけれども，ポット栽培でブルーベリーもできるようになる。そういうふうなことを今，手伝うというか，僕が主導ではないので，いろいろなことを言われて，ああそうかと手伝っているだけなのですけれども，そういうことを勉強させてもらって，この島をもっとフルーツの島ということでＰＲできないかと，そういう方向性でやっていこうと思っています。 神峯園でも，ジャムをつくっているのですけれども，ブルーベリーの他にもイチジクやイチゴやキュウイ，あとネーブルとか，ゆずとかの柑橘類。これら全部この島でつくったものだけ使って，この島のフルーツジャムですよということで，ブルーベリーの流通に乗せて広島県外に，遠くは東京まで，紀ノ国屋さんにも出してＰＲさせていただいているのです。今はＰＲして周知されるようになったので注文は来るのですけれども，絶対量が，やはり島のものだけにこだわってやっていると，すぐに品切れになってしまうのです。だから人を増やさないといけないのですけれども，そのためには省力化というか，お年寄りでも，初めての人でもできるように，環境設備しないといけないので，やっぱりそういった休耕田の後とか荒れた山地とかをどうにか整備していけたらと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。今のお話で，まさにアントシアニンが日本一入っているというところで，結構訴求力があるような気がするのです。実際にそうやって宣伝すると，売れる。紀ノ国屋は，東京だと高級スーパーなのですよ。 
 （横 本） 
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そうですね。高くなっているはずなのですけど。 
 （知 事） 販売額はね。 
 （横 本） だけど，まだ足りないと言うから，もうないですといった感じなのです。 
 （知 事） 逆に言うと，それだけ高い値段でも売れる力があるということだと思うのです。だけども，注文が入っても生産が追いつかない。 
 （横 本） そうですね。そこは人手不足が問題なのですけれども。 
 （知 事） 人手が不足なのですか。 
 （横 本） はい。あと土地も。僕らががばっと買えるような経済力というか，軍資金があるわけではないので。 
 （知 事） 例えば資金があったら，それは可能なのですか。 
 （横 本） いろいろやり方はあると思いますけれども，具体的なことは，すみません，まだ何も言えませんが。 
 （知 事） ただ，土地は確保しようと思ったらある程度あって，お金があれば，さっきのようなポット栽培で，これも実際にブルーベリーがとれるようになるまでは時間がかかるのかもしれませんけれども。 
 （横 本） 
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そうですね。それでもちゃんと手を入れれば 2～3年あればとれるようにはなります。 
 （知 事） それこそ農協とか，あるいは農事組合法人で。既に法人化されているのですよね。 
 （横 本） そうですね。 
 （知 事） そういう拡大への協力というのは，なかなか思うようにはいかないですか。 例えば農協がそういう資金面で協力してくれたり，あるいは，人の採用というか，そういう面で協力してくれたりとか。 
 （横 本） 神峯園のほうはあまり。やっぱり柑橘がメインの農協ですので，シトラスのほうは結構いろいろと手を回していただいています。 
 （知 事） なるほどね。ブルーベリーはまだまだこれから。 
 （横 本） そうですね。 
 （知 事） ちなみにブルーベリーは私のイメージだと，高原のフルーツみたいなイメージだったのですが。 
 （横 本） そうなのです。30 年前にやっていたころは，西日本にできる人がいなかったというか，西日本にできるものではなかった。長野のほうでやっていたのをどうにかここら辺に根付かせるように頑張って，あと品種改良で，10 年ぐらい前からここら辺でもできるような品種が続々できているので，ほかにも増えてきたと思うのです。 だから，島でできるブルーベリーというイメージをこの広島県だけでなく，ほかの県にも伝えていきたいと思っています。 
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（知 事） フルーツの島というのは，イメージはいいですよね。ほかでも狙っているところがありますけれどもね。 
 （横 本） ここら辺だと，やっぱりブルーベリーだけではなくて，これだけいろいろなフルーツができるということでちょっと宣伝していって。 
 （知 事） そうですね。柑橘だったら冬とか，ブルーベリーは夏ですし，四季に応じていろいろあるというのは，きっとイチゴなどもよくできるはずですよね。 
 （横 本） はい。 

 （知 事） 気候もいいし，割と早い時期からできそうですね。それはすごくいいですよね。赤だったり，青だったり，黄色だったり，色もきれいだし。 そういう規模の拡大というのは，いつも広島県内の農業で課題になっていることなのですよね。いいものはあるのだけど，作れないのですということがよく出てきていますので，是非またそれは行政としても相談をさせていただきながら，御協力させていただければと思います。 
 （横 本） はい。僕らもこの息を途絶えさせないように頑張っていきたいと思います。そのときにまた力を貸していただければと思います。 
 （知 事） 是非，是非，よろしくお願いします。ありがとうございます。 それでは小林さん，お願いいたします。 
 （小 林）    旧大崎町出身です。今日は地域福祉と大崎海星高校の同窓会ということで来させていただきました。 知事はよく御存じだと思うのですが，大崎上島町は他所に先駆けて高齢化が進んでいるということがありまして，トータルとして御高齢の方が増えていて，なおかつ，一人暮らしの御高
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齢の方が結構増えておられる。せっかくここまでお元気で生きてこられたのですから，この風光明媚で，気候のいいところで，さらに長生きしていただきたいという願いがあります。ただ，いつまでも元気で過ごすわけにはいきません。ある程度年齢がいきますと，虚弱なところも出るだろうし，認知症のようなことも出るだろうと思います。そういうときに，一人暮らしですから誰かが手を差し伸べないといけないということがあります。そう考えると，やっぱり御近所だと思うのです。こういう方々のそういったコミュニティーのエリアは大体 10 軒から 20軒ぐらいがいいのでしょうか，そういうエリアが波紋のように広がっていって，大崎上島全体の福祉の力が上がってくればいいのではないかということで，一昨年から，町内 6カ所で地域活動をつくっていこうという取り組みをやっております。全部で行き渡るのが 3 年か 4 年かかると思いますけれども，ポイントは，お互いに支え合うのですが，遠慮なしに，ちょっと無理でも言えるような御近所の関係をつくればと。言葉で言えば簡単なのですけれども，なかなかそうはいかないと思いますよね。お互いを許し合って，理解しあって，わだかまりなく助け合うということはなかなか。 
 （知 事） そうですね。普段からも付き合いがないと難しいですね。 
 （小 林） 田舎ですからそういうよさもあるのですよ。普段から付き合いが濃いですから。そういうことを基本にしながら，これからそういった面でみんなが地域のことを考えていく。ただ，簡単なことではありませんから，ずっとこれから際限なく取り組んでいかなければいけない課題ではないかと思っています。 それと，御高齢の方の元気づくり，健康づくりということを思うのですが，その方が進んで自分から行動を起こしていただくことも必要だと思うのです。いろいろなことに興味を持っていただく。趣味をいろいろ持っていただく。それから，求めてみんなの輪の中に入っていって交流する。そういうのがどうも元気のもとのような気がするのです。だから，そういった面でもみんなと協力しあいながら，そういった地域づくりをしていきたいと思っています。 もう一つ，大崎海星高校の同窓会ということなのですけれども，一番思うのが学校，要するに教職員，生徒，父兄ですね。これが一体となって頑張るという姿が一番求められると思うのです。同窓会としてあまりできることはないのですけれども，そういった環境をつくらせていただくということや，学校に対する理解といいますか，そういったものを地域の方からいただくための努力をしていくということも必要だろうと思うのです。あまり同窓会として具体的にできることはそうそうないのですけれども，例えば同窓会の評議委員会というのがありまして，年に 2回学校といろいろ意見交換しながら，こちらの強い思いを伝えることもあるのです。やっぱり頑張った生徒を褒めてあげたいということで，2月ごろ，卒業発表会というのがある
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のですが，その前にちょっと時間をいただいて，同窓会表彰，頑張った生徒さんに「よう頑張ったの」と褒めてあげるということも励みになるのではないかと。ただ，毎年ではないです。そういう該当の生徒さんがあればということで。それから今年はタイムリーだったのが，まちとＰＴＡと同窓会がお金を出して教育環境の整備ということで，クーラーを教室に付けたのです。タイムリーだったのが，今年は暑かったですから，ちょうどタイミングよく付けたので，涼しい中で学生も勉強できたのではないかと思って，自己満足しています。 この年になりますと，長くかかわっていると，すごくかわいいのですよ。まちで見かけたら「頑張れ」という思いもわいてきますし，そういった思いを多くの人に感じてもらえるような学校になってもらいたいし，地域にそういったことで同窓会もいろいろ力を出していきたいというところです。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。先ほどちょっと御近所の関係というのは，やっぱり熱いというか，厚みがあるとおっしゃったと思うのですけれども，それは小さなコミュニティーというか，それから来るものなのですか。それとも，島の気風というか，そういうものもあるのでしょうか。 
 （小 林） 島の気風であり，いわゆる田舎の人々の，ずっと昔からの触れ合いの仕方，付き合いの仕方ではないでしょうか。都会ではなかなかそういう面は。 
 （知 事） なるべくかかわりたくないというのが都会ですからね。 
 （小 林） そうなのです。求めてかかわるというところもありますし，反面，めんどくさいと思うことがあるかも知れないけれども，必要なことかなというふうに思いますね。田舎の昔からの宝だと思いますよ。 
 （知 事） 先ほど小川さんのお話で，子どもたちは割と生活が現代化というと変ですけれども，まちの子どもたちとあまり変わらないような感じになっているけれども，逆に，お年寄りの方々は昔のそういういいところというのをまだ大事にしていらっしゃるということですかね。 
 （小 林） まさにそうだと思いますね。それが普通。そういう中で育ってきたから当たり前。 
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 （知 事） ということですね。でも，そう考えると，これから課題というのもあるかもしれないですね。そういう子どもたちがだんだんと大きくなっていくわけですし，それはまたどこか大人になる過程で，そういうふうにコミュニティーと関わっていくことがひょっとするとだんだんと増えるのかもしれませんけどね。 
 （小 林） 先ほど松浦さんがおっしゃったけど，たまに帰ってくるとすばらしい，いいなというのを感じてくれるようなところから，そういった心が芽生えてくるのではないでしょうか。ふるさとを愛するというかね。 
 （知 事） そうですね。よさがだんだんと分かってくるというかね。 
 （小 林） そう思います。 
 （知 事） ありがとうございました。 それでは辰田さん，お願いいたします。 
 （辰 田） 旧大崎のレッドレディース代表の辰田です。先ほど「よってみんさい屋」を視察していただきまして，誠にありがとうございました。いかがでしたか。 
 （知 事） 大変歓迎いただきまして，ありがとうございました。 
 （辰 田） 「よってみんさい屋」は，この島内ではよく知られているのですが，レッドレディースという立ち上げた 8人のことについては知らない方がいらっしゃると思いますので，アピールさせていただきます。平成 7年に社会福祉協議会が地域の福祉力ということで行った，赤い羽根のボランティアスクールというのを私たち受講しました。そのことから地域のために何かできないかと，その話を 2 年間温めまして，この中にもそのときにいろいろお世話になった方がい
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らっしゃるのですけれども，やはりボランティアですので，すごく不安があったのです。もし万が一事故があったらどうしようか。けががあったら，病気になったらどうしよう。そういう不安もありながら，平成 10年にいよいよ「よってみんさい屋」という空き家を使った施設を誕生させたわけです。最初は皆さんからとてもめずらしがられました。名前をつけるときに，来てみんさい屋ということもあったのですが，来てみてというのは，私たちのお世話するものが来なさいと，来てみなさいというイメージになるので，みずから寄ってみようという，主体を皆さんのほうに向けるということで，それで「よってみんさい屋」ということになりました。このネーミングもよかったかなと思います。 
 （知 事） そうですね。来るより寄るのほうが気軽な感じがしますね。 
 （辰 田） 気軽にちょっと立ち寄ると，そういうことで，12 年目となりますけれども，ここまでそんなに全部が全部うまくいったわけではありません。いろいろな方からいろいろな支援をいただきながら，それから地域のいろいろな方と交流し，ふれあい，それから皆さんと物づくりをしたり，学びの場所であったり，そういう活動を続けてまいりました。 なかなか物事をするときに，ふと誰かがこんなことをしたいねという思いつき，ひらめきから，そして，2～3 人でそれを温めるのです。そのことから皆さんの打合会という形をとっているのですけれども，グループの代表の方がどなたでも都合のつく方が来て，具体的にどのようにするかという形で進めていった。そういう活動が多かったので，何か自分が参加，参画しているということで現在まで至ったと思います。 どんぐりの看板「よってみんさい屋」をつくったのも，どんぐりが落ちていることが何かにならないかということから，それで 5～6人であれをつくりあげたのですが，いまだあそこに飾っています。 それからギャラリーというのは，これは 8回目になりましたが，年々いろいろな方が，あそこに手作りしたもの，また，皆さんにちょっと見てもらいたいもの，そういうものを展示するわけです。中には芸術的なものもありますし，ほっとするような，昔の写真であってみたり，ものづくりしたおばあちゃんというより，お姉さんと呼ぶのですけれども，そういう人たちが自分の手の器用さというのでしょうか，ギャラリーのためにということで励んでつくってくださったもの。それから私は出すものはないけど，ここから出身した人がそれを聞きつけて送ってきてくれて展示してくださいとか，自分では作れないから孫が描いた絵を展示するとか，そこまで広がってまいりました。 そして，一つお伝えしていないことで，皇帝ダリアというお花ですけれども，もう 1ヵ月すると咲くのですが，11 月ごろに，これは広島の植物園で 6m ぐらいになりましたとかよく放
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送されるピンクの花なのです。このお花は，6年前に母親がお花が好きだからと静岡県に行っている娘さんが 1輪送りまして，そのことからどんどん育成講座をしまして，皆さん人から人へ送っていき，お裾分けしながら，お花が咲いたら見てねとか，お互いに「咲いた？」とか，人とのつながりができたということで，これは島内だけではなくて，九州，島根県，それから千葉のほうまで発信しております。皇帝ダリアで何か花を咲かせていこうと，そういう私たちの今の気持ちです。 最後に，「話がごちそう」という私たちのテーマ。本当におしゃべりするということが，特に女性はそういうことが好きなのですけれども，男性がなかなか入ってこないというのがあるのですが。 
 （知 事） 男も嫌いじゃないですけどね。一緒にすると圧倒されちゃう気がしますね。 
 （辰 田） 男性料理などもしたことあるのですが，少しずつ巻き込んでいっております。何か男の人にしてもらいたいということでやってもらっていることがあるので，間接的ではありますけれども，「よってみんさい屋」の中ではしっかり男の方も，男性も入っているというところで，以上，お伝えいたしました。 
 （知 事） ありがとうございます。辰田さんは巻き込まれるのがお上手そうなので。 
 （辰 田） それが，県の社協の方が来られるというので，私が都合がつかなくて，私は農業をしておりますので，とても回らないところがあった時に，「あなたは忙しいから」とおばちゃんたちは言ってくれて，私が「この資料だけ渡してもらったらいいからね」と言ったのですけれども，その資料よりも，お話ししたことのほうが，なんぼか生き生きしているということで社協の方がびっくりされていました。 
 （知 事） お金をいっぱい使ってとか，あるいは予算をいっぱいもらってということではなくて，そうやってたくさんの人を巻き込んでやっていくというのがうまくいく秘訣だと思うのです。私もいろいろなところに行かせていただいて，いろいろな活動を拝見させていただいているのですけれども，活動の輪が広がっているというのは，大体そういうところですよね。みんながいろいろ考えて，みんなが少しずつ貢献して，それが一番長続きして拡大するような感じがします
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ね。どうもありがとうございました。 それでは谷口さん，お願いいたします。 
 （谷 口） 大崎上島の連合区長会の会長をやっております谷口と申します。よろしく。 連合区長会そのものは，本来行政と町民，住民との橋渡しを担っているのですが，今回は特に旧東野町で区長会が行っています伝統文化保存委員会が取り組んでいることをお話ししたい。 地域の少子高齢化によって，祭りとか，ここにあります櫂伝馬競漕とか，夏祭り，秋祭りが非常に衰退していっています。小さく分けていろいろなところから櫂伝馬を出し，秋祭りのみこしを担ぎ，そういう取り組みをしていたのですが，だんだん少子高齢化が進んで，もうちょっと大きな枠にしていって，もうちょっと活性化していかなければ，これが消滅してしまうのではないかという危機感を覚えています。それで今，そのことに取り組んでいます。特に秋祭りというのは，高齢化によって若い人がいない状態で，非常に困って，枠を広げて取り組もうということを今やっている最中です。 もう一点は，少子化のための，区長会で，地域全体で子どもを見守ろうというので，小学校とか，子どもさんの活動に協力して参加して，いろいろやっています。 今，大体そのぐらいのことですが，活動としては行政との調整に徹している状態です。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。やっぱりお祭りとかは人手がいるから，重いものを持ったり，やぐらを組んだりとか。 
 （谷 口） 今の櫂伝馬競漕は，若い人がいないので，島全体でこぐ人に出てもらってやるように，我々が主体になってやっているのですが，なかなかそれも年々，最初ごろは 7杯，8杯出していたのですけれども，今は 5杯ぐらいが精一杯で，それもあと 2～3年したら 1～2カ所はやめてしまうのではないかといううわさも出るような状態です。 
 （知 事） 櫂伝馬は 1船何人のこぎ手がいるのですか。 
 （谷 口） 
14人です。それで交代が要りますので，今は 5杯出ているのですけれども，特にこの旧東野町では人数が足りませんので，木江，大崎の人に手伝ってもらって，特に将来のためにとい
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うので，小学校の生徒さん，中学校の生徒さんに祭りの一部の時間をとって乗っていただいたりして交流を深めています。そういうこともやっています。 
 （知 事） おっしゃるとおりだんだん子どもたち自身が少なくってきますし，ある程度大きくなったら島から出て行かざるを得ないということも含めて，担い手が減っていることですよね。 
 （谷 口） 高齢化にスピードがかかっているのが現状ですし，20代，30代の数がものすごく少なくなっています。 
 （知 事） 
20代，30代が一番少ない感じですか。 
 （谷 口） はい。それに子どもさんも。もちろん，20代，30代がいないということは，子どもさんが少ない。 
 （知 事） もうちょっと上の世代になると，こうやってお二人のように帰ってこられるかもしれないですけどね。 
 （谷 口） それが，数は少ないですよね。ほかの，土木関係とか，林田さんのところのように水道関係等，そういう業者の跡継ぎがいない状態が多いですね。 
 （知 事） それでも，そうやってみんなの力をあわせて，島の旧 3町の力をあわせてやっていると。 
 （谷 口） いろいろ取り組んではいるのですけれどもね。なかなか。 
 （知 事） 先ほどの中学校の生徒に櫂伝馬をやってもらうというのもそうでしょうし。 
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（谷 口） 地域協議会さんとも一緒にタイアップして，この東野櫂伝馬競漕に乗っていただいたり，それをバックアップしていただいたり，そういう事業もやっています。 
 （知 事） ちなみに，これも不勉強なことをお伺いして申し訳ないのですけれども，櫂伝馬自体は，ほかの島にもありますよね。あるけど，大崎上島が一番盛んな感じがするのですが。 
 （谷 口） 古いのは，二百何十年という伝統があるそうですから。 
 （知 事） それは皆さんが特に大事にされてきた歴史や思いがあるのでしょうか。 
 （谷 口） そうですね。子どものときからずっとそれに携わって，乗ったりして，その伝統を受け継いで今まで来たのですが，今はだんだん子どもさんが少なくなって，だんだん断ち切れになるのではないかというので，みんなも一生懸命になって，因島のようにイベント方式にしようとか，祭り本来を離れてイベント化して継続していかざるを得ないのかというようなことを考えています。 特に寄附とか，そういうことでやっていますので，その寄附なども，高齢化によって集めにくくなっている状態で，悩んでいます。 （知 事） 本当に御苦労されながらも，地域の活動を守っていらっしゃるということで，これからも是非よろしくお願いします。ありがとうございます。 それでは最後ですけれども，お待たせしました。土井さん，お願いいたします。 
 （土 井）    旧東野町出身の広島商船高専に通っている土井と申します。私はこの島で生まれて，ずっと

20 年間，小学校，中学校と，祭りとか，いろいろ地元の行事とかに参加してきたのですけれども，広島商船に入ると，外からの人がたくさん入ってくるのですけれども，やっぱり島の人と祭りをしたりとか，普段の生活にかかわっていく中で，島の中での人とのつながりというものが，生活してきて，この島の売りとも言えるぐらい，すごくいいなと思うところです。先ほど谷口さんが言われていましたように，僕らの世代でも人数が少なかったり，さっきの櫂伝馬競漕にも出ているのですけれども，人がいないというので，年々こぎ手とか，出している船は
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減ってきている。これから僕も就職して広島市内のほうに出てしまうのですけれども。 
 （知 事） もう決まっているのですか。 
 （土 井） はい。祭りには帰ってきたいというのは思うし，この間，宮島のほうに，櫂伝馬で神社のほうに行くというのがあって。 
 （知 事） イベントがありましたね。 
 （土 井） はい。ああいうイベントで，祭りとか，そういうイベントというものを外に知らせて，いろいろな人が集まってくるような魅力的な島に，人が集まってくる要素もたくさんあると思うので，そういうところで，島の外に出ても帰ってきたり，周りの人とかに伝えていきたいというのもあります。 
 （知 事） ありがとうございます。土井さんは，まさにずっと生まれ育って，20 年間で，今，人とのつながりというのが島の売りだというお話だったのですけれども，他にここがやっぱりいいというのは，どんなところだと感じますか。 
 （土 井） やっぱり自然，山もあるし，海もあるし，昔からよく遊んでいたので，すごくそこは魅力的なところだと思うので，人とのつながりと自然，温かさというのがいいところなのではないかと思います。 
 （知 事） 例えば，逆の質問なのですけれども，島ではある程度買い物できるところも限られているでしょう。子どものときだったらポケモンカードがほしいとか，うちの息子は今デュエルマスターズにはまっていまして，いろいろ言っているのですけれども，そういう逆の不便さがあるのではないですか。子ども時代にそれを感じたということはありましたか。 
 （土 井） 
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子どものときは，ないものというより，あるものでみんなで一緒に遊ぶという，ほぼ毎日泳ぎに行ったり，ちょっと寒いねという時期でも飛び込んだりとかしていたので，そういう不便を，遊びに関しては，昔はそんなに感じたことはなかったです。最近，買い物とか娯楽施設みたいなものには多少不便は感じているところはあります。 
 （知 事） むしろ大人になってからそういうのを感じ始めたという感じですか。 
 （土 井） そうですね。 
 （知 事） 来年の 4月から広島市に行かれるのだと思いますけれども，それについては，期待に胸が膨らんでいる，あるいはちょっと残念なところがあるのでは。仕事だから，もちろんそれに対する期待や希望はすごく強いと思いますけれども，生活面ではどうですか。 
 （土 井） 
20 年ずっと島で暮らしていると，近所のおばちゃんだったりとか，久しぶりという感じのことが多かったりしたので，ちょっと外に出て，知らない土地で過ごすというところにかなり不安とかあるのですけれども，広島市だと，祭りとか，休みをもらって十分帰ってこられる距離なので，不安というよりは期待のほうが大きいところはあります。 
 （知 事） ちなみに，お仕事はどういう関係の仕事をやられるのですか。 
 （土 井） システムエンジニアです。 
 （知 事） ＳＥですね。なるほどね。ＳＥだったら，これもなかなか難しいのですけれども，実際には対面の仕事があるのだけれども，リモートでもできることもありますからね。いつかもしそういう機会があったら，島で仕事がしたいとか，感じますか。 
 （土 井） そうですね。将来的には，年をとったり，仕事が落ち着いたりしたら，こっちに帰ってきた
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いというのは，ずっと昔から思っていたので，仕事を選ぶときでも帰ってこれるところがいいというのを基準で考えていたので，最後は島で過ごしたいというのは思います。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 

自由討論 

 （知 事） 残り 15分ぐらいになりました。今日は土井さんが一番若いですね。高校生や若い人が来たら必ず聞くのが，その土地に残りたいですかという質問と，広島県に残りたいですかという質問なのですけれども，質問をして，半分ぐらい残りたいという人と，半分ぐらい残りたくないという人と出てくるのです。土井さんはもう二十歳で，就職も広島と決まっていますので今の質問をしなかったのですけれども，皆さん，非常に島に対する愛着があるような印象です。 お話の中で出てきたのが，人のつながりということと，自然がすばらしいということで，そうは言っても現実としては若い人が減ってきていて，いろいろな活動で大変なことがあると思います。これは横本さんに若手大人代表としてお伺いするのですけれども，これから島の活性化等の，様々な活動に若者がなかなか入ってこないという問題があるじゃないですか。それは若者の目から見ると，どうなのですか。どうしてなのですか。 
 （横 本） これは個人的な意見なのですけれども，僕はどっちかというと自然を楽しみたいタイプなので，あそこに何があるぞ，イベントだぞと，そういう観光客風の楽しみ方よりも，１人で何もないようなところを歩いたり，海の中を漂ったり，釣りをしたり，そういうことが好きだから多分戻ってきたと思うのです。そういう人も結構多くて，みんなでわーと騒ぐよりは，趣味に没頭したいという人が多いのではないかと，もしかしたら，そう思います。これは個人的な意見なので，普遍的なものではないのですけれども。 
 （知 事） では聞いてみましょう。松浦さん，どうですか。 
 （松浦（康）） 私は商工会青年部の副部長をやっていますので，個人的にこういうことをしたいと言われるのであれば，そういう意見もあるのかなと思うのですが。 
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（知 事） 商工会の活動への参加だとか，あるいは，商工会の場合には，皆さん自分で事業を持っていらっしゃる人が多いと思うのですけれども，そうでない人を巻き込むというのはどうですか。難しさとか感じることはありますか。 
 （松浦（康）） 我々は，他業種でも皆さん，事業主ですので，この島にいて，仕事の関係ですけれども，こういうことが足りないとか，こういう人手がないとか，こういうものを売ったらいいとか，斬新な意見はいろいろ聞きます。事業主ではない方をどう巻き込むかは，いろいろイベントごとは来てもらうように構えてはいるのですけれども，まだ道半ばです。アイランズカップというジェットスキーの全国大会をやっていたのですけれども。 
 （知 事） アイランズカップ，ここでですか。 
 （松浦（康）） はい。それは商工会青年部もかんでいますけれども，それは去年で終わってしまったので。 
 （知 事） それはどうして終わってしまったのですか。 
 （松浦（康）） 詳しくは聞いていないのですけれども，一応 10回目なので区切りをつけるという感じです。でも，ああいうイベントごとをどんどん企画してやって，それなりの成果は上がっているとは思います。 
 （知 事） なるほど。三永さんはどうでしょうか，若手代表の１人として。 
 （三 永） 私個人として参加ではなく，施設の職員として，ここの職員ですとか，ここに通われているメンバーさんと一緒に参加するということはありますし，それは声をかけて参加しようというのは促しています。 
 （知 事） 
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そうですね。そういう社会との関わりを作られるお仕事だから，そういうところは意識が高いというか，かかわりをもともと持っておられると思うのですけれども，周りのお友達はどうですか。 
 （三 永） 自分個人で参加するということはなかなかないですね。島の中でそういう行事があるときに，こういうのがあるからふれあい工房さんで来たらというふうに言ってくださる声がたくさんあるので，それはすごくうれしく思っています。でも，情報が入っていないものに関しては行っていないですし，知らないものも，知らないイベントもたくさんあるだろうと思いますね。 
 （知 事） 林田さんは商工会で女性部会ですよね。各地に女性部会だとか，あるいは女性会がありますよね。メンバーになかなか若い人が参加してくれないという問題，それはどう感じていらっしゃいますか。どうしてか。 
 （林 田） 何人かこちら側でも勧誘には行くのですが，直接聞いてみても，その若い人たちにとって，女性部はあまり魅力がないというのをずばっと言われたこともあります。 
 （知 事） どういうメリットがあるのかとか。 
 （林 田） そうですね。あまりメリットがないと，それは言われたことがありますね。 
 （知 事） 島は海で囲まれているところがあるので，コミュニティーの絆が強かったりするのではないかと思うのですけれども，それでもやっぱりそういうふうな感じになるのですかね。自分にメリットがないと，という。 
 （林 田） ですかね。本来ボランティア活動ですので，そういう意識がない方は，まあ，いいですという感じになって，やっぱり若い人が入ってくれないのかなというのは，私個人的な意見なのですけれども，それは感じました。 
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（知 事） 松浦さんは若手を逆に引っ張りあげるような活動でもありますよね。実際やっていらっしゃって，若手の関わり方というのはどうお感じになっていらっしゃいますか。 
 （松浦（真）） 若い方というのは，自分の仕事以外の時間というのは個別性が高まってきたのですけれども，ただ，先程来ちょっとお話ししていました祭りとかになりますと，あのエネルギーの集中，あの力を何か別のところに波及できないかということを思いますね。 それと，先ほども櫂伝馬のところで言いましたが，あの櫂伝馬はすごい世代がかかわるわけです。世話する方は谷口さんぐらいの年の方から，一番下は小学生ぐらいから，一つの社会というのがあると思うのですけれども，そういうものが今はなくなってきた。例えば今，一つの国の考え方ですが，新しい公共とかあるのですけれども，そういう世代を超えたプラットホームが今この島で必要ではなかろうか。そんなことを最近すごく思います。そこへどうやって入っていただくかというときに，まず基本になるのは，飯が食えるか，食えないかという話です。若い方に帰ってきなさいというのを言えるか，言えないか。仕事ですね。それをどう創出していくかということもあるし，もう一つは，外部注入でやるというやり方があるのですが，ただ，島の場合，なかなか，できたものを出すためには例えばフェリー代の問題とかありますよね。その辺でどういう形がいいのか。まさに今，いろいろな世代の方が集まるような場をつくって，ＮＰＯとか，お手伝いするところができれば，何か新しいのが出てくるのではないかという気持ちを持っています。 
 （知 事） なるほど。ちなみに，島へのＩターンですよね。Ｉターンとか，定年後移住して来られる方というのは結構いらっしゃるのですか。 
 （松浦（真）） いらっしゃいます。今日も会場に来ていらっしゃいます。 
 （知 事） そうですか。皆さん，島の気風としては，そういう方々には温かく受け入れられていますか。若い人も農業をやりたいという人が来たりしますか。 
 （横 本） 柑橘のほうをやっている 3人は，僕と同じ年代か，少し上なのですけれども，勤めをやめてこっちに戻ってきてやっています。 
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 （知 事） みんなＵターンですか。 
 （横 本） Ｕターンと，そうでないのと。 
 （知 事） ほかのところで生まれ育ってという方も。 
 （横 本） 親戚縁者があるから，こっちにと。 
 （知 事） なるほどね。きっとこれからまた，私も 15回目になったのでいろいろな積み重ねができているのですけれども，例えば北広島町では，あっちは山でまた全然違うのですけれども，空き家バンクというのをやっているのです。何が起きているかというと，空き家が足りないと。たくさん来たいというので，空き家が足りないということらしいのです。移り住みたいという人がいても，自分で一から家を建てるのは大変なので，何千万円もお金がかかりますし。 
 （谷 口） この島でもやっています。 
 （知 事） やっぱりやっていらっしゃるのですか。 
 （谷 口） 定住促進ということで空き家を紹介したり，売買の紹介をしたり，少ないですけれども，それをやって，少しずつよそから来られたりして住んでいただいてやっています。年間 2～3件，多いときには 10件ぐらい紹介して，本当に来られるのは 1件か 2件ですけれどもね。来られた方がまた引き続いて協力していただいて，定住促進に協力していただくというのをやっています。 
 （知 事） これからだんだんそういう人も増えてくると思いますし，農業をやりたいという人も非常に
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今は多くなっているので，また新しい道もあると感じることがあります。 最後に，もう時間なので，そろそろ終わりたいと思うのですけれども，その前に一個だけ，この質問をしてみたいのですが，これが終わったらいつもホームテレビさんがいらっしゃいまして「湯﨑さん，どんな宝を見つけられましたか」というのをボードに書かされるのが定例になっているのですよ。これを書いたらいいのではないかというのを皆さんにおっしゃっていただければいいなと思ったのですけれども，どなたか，私はこれをお勧めするという，わが島自慢を。 
 （辰 田） お互い様の心。 
 （知 事） その心は。 
 （辰 田） 世代間がある中で，高齢者の方も，自分たちが生きてきた生き様が語れるというところの場づくり，それは私は大事なことだと思うのです。今まで先輩たちがこの島を動かしてきたわけですので，今度は私たち若者がまた受け継いでいかないといけないということで。 
 （知 事） ありがとうございます。ほかにどなたか。 
 （松浦（真）） 私は思っているのですが，おせっかいという一言なのですが，おせっかいと言ってもいろいろな意味がありまして，その言葉から放っておいてくれというのもあるかもしれないけど，おせっかいを焼かれてよかったとか，おせっかいの島というのはいいかもしれないですね。 
 （知 事） それは，皆さんおせっかいですか。 
 （松浦（真）） 例えばＩターンとかＵターンでもおせっかいなのですね。だけど，それがこの島からなくなってしまうと，辰田さんがおっしゃったコミュニティーとしての絆がなくなってしまうような感じがして，何か一言であらわすとしたらおせっかいかなという感じがします。おせっかいか，お接待か，どっちでもいいのですけれども。 
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 （知 事） だけど，まだ残っているということですよね。 
 （松浦（真）） そうです。それを継続していかなければいけないという感じがいたします。島だからこそというのがあるかもしれませんね。 
 （知 事） ありがとうございます。ほかにどなたか，あれば。会場から，初めてですね。 
 （○ ○） 先ほどからいろいろ皆さんのお話を聞いていて，いろいろな方が非常にいいことをいっぱいなさっていて，本当に外から入ってきた人間は，私はこの島で生まれ育ちまして，43 年外に住んで，母が高齢で帰ってきたのですけれども，島の気候のよさとか，そういうものは誰が来てもすぐ分かることなのです。それはもちろん申し上げていただきたいし，おっしゃっていただきたい。 でも，今，見ていましたら，櫂伝馬は私は大好きで，今でも櫂伝馬を見ると心も躍るし，私はすごいおてんばですからスポーツ万能だったのですけれども，心のほうも育てるのを，子どもたちにそういうチャンスをあげていただきたいです。例えば芸術関係，文学も，映画も，芝居も，みな共通で，人間の大切な心がそこに流れていると思うのです。私たちはもちろんお金がないと生きていけませんので，産業とか何もかもみな大切なのだけれども，それに加えて，スポーツだけではなくて，体を動かす外の行動だけではなくて，内面に向かって，子どもが自分の心を開くことができるような，そういうことも付け加えて，県も，国もですけれども，お金を出していただきたい。いろいろなことをするのに，これは絶対にお金がかかるのです。いい音楽を聴かせたい。いい映画を見せたい。全部，お金がなければ，なかなか子育ての年齢の人たち，今の若い人たちが子どもをこの島で育てていきたいと思いませんよね。私は本当にこの島に帰ってきて，閉塞感があるのです。本当にまちで長年暮らしまして，いろいろなことを見たり聞いたり，随分心の楽しみを持ってきた。それがこの島に帰ってきたら，ほとんど持つことができない。そういう方面を，大人の私たち，年寄りの人間の心を向けて，子どもを育てるほうへいきましょうよ。そうでないと，若い人は帰ってこない。お金儲けだけで帰ってくる人はそんなにたくさんいないと思うのです。両方が必要だから，そっちのほうにも目を向けていただきたい。そういうことを県の方も，知事さんは本当にこれはいいことをなさっていると思いますよ。直にみんなの顔を見て聞けますからね。私も県知事さんにお会いするのは初めてですけれども，ニュースとか写真でしか見ないでしょう。だから，すごく温かいことをなさっ
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ていると思うので，そういうことを付け加えていただきたい。子どもは，幼いときにどこかで何かに触発された心というのは，目に見えなくても，必ずその人の人生にかかわっていく。大切なことは覚えると思うのです。お願いします。もうちょっと行政はそっちのほうにも目を向けてください。 
 （知 事） ありがとうございます。きっと島にはいろいろそういう機会が多いと思うのです。まちよりもね。 
 （小 川） 少なくはないと思います。ホールはちゃんと整っていますし，年間の予算も付けて，2週間前には広響が来ましたし，多いとは言いませんけど，芸術音楽関係，いろいろな面に関して，ここは人数は少ないのですけれども，充実していると思います。足らない部分はあるかも分かりませんが，いいホールもあるし，コンサートも，たびたびはないですけれどもあるし，子ども会も全員参加するような感じで，3年前から櫂伝馬も，明日実はあるのですけれども，昔から櫂伝馬をこいでいる，あれをまた復活させようということでＮＰＯと一緒にやっていますし，子どもの環境は多分すべてとは言いませんが，かなりいい具合だと私は思うのです。 
 （知 事） 私も今まちにいますけれども，まちは何でもあるかと言えば，そうでもないといいますか，それはいろいろな見方だと思うところもありますね。ありがとうございます。 
 

閉  会 

 （知 事） それでは，時間も過ぎてしまいましたので，これで終了したいと思います。今日は本当に皆様，貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。2時間以上にわたりまして，本当にありがとうございました。 冒頭申し上げましたように，いろいろなところに行くといろいろな御意見があるので，その一つ一つがというよりも，それを集めていくというか，それが大きな共鳴するものになっていくのではないかと思っていますし，私だけではなくて，今日県のスタッフもたくさん来ていますけれども，その血とか肉とかになっていくのではないかと私は思っております。御協力，本当に感謝いたします。 また，傍聴の皆様も本当にありがとうございました。今日，最後御発言もいただいて，いつも思うのですけれども，この 10人の方はまだやりとりがあるからいいのですけれども，ずっ
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と 2時間聞いておられるのはなかなか大変だと思います。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。 それでは，これでお開きとさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。 


