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開  会 

 （知事（湯﨑）） 時間になりましたので，県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」を開始したいと思います。 本日は土曜日でお休みの方も多いと思うのですけれども，懇談のメンバーとして御参加いただきまして，本当にありがとうございます。 また，お集まりいただきました傍聴の方も本当にありがとうございます。 開始の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。 私は，昨年 11 月に着任し，この懇談を始めまして，今年度末まで 1 年と少しかけまして，県内 23 の各市町に行って，こういう形で住民の皆さんと直接お話をする機会を持たせていただいております。 目的は，県庁というのはやはり市や町等役所とやりとりをすることが多く，直接住民の方とお話をする機会が少ないので，こういうふうに各地域で皆さんのお声を聞かせていただきたいということで進めています。 直接的には，ここでいろいろなお話をお伺いして，何か特定の問題，課題や，地域のことを解決しましょうということよりも，実際に普段の暮らしの中でお感じになっていることをお聞きしたいと思っています。あるいは，この名前を「宝さがし」というふうに付けていますけれども，我々は実はこんなことをやっているのだというようなことをお伺いしたいと考えています。いろいろな地域でお話を伺っていますので，それをだんだんと味噌樽のようにためていくと，その中でうまく発酵していいものができていく。いい情報ができていく。それを県政での基礎としていきたいと思って進めております。もちろん何か具体的なことがあれば取り組むということもあるのですけれども，それよりは今，申し上げたような，全体として，貴重な情報として基礎にしていきたいということであります。 ちなみに，各市長，町長とも懇談をさせていただいております。これも大体 1年ぐらいかけてやっております。これは，行政の目から見た地域の課題などをお伺いしております。 逆に言うと，そういう活動もしておりますので，今日はできるだけ普段お感じになっていることをそのままフィルターをかけずにおっしゃっていただくのが一番ありがたいと思っています。なにとぞよろしくお願いいたします。 これから少し長い時間になりますけれども，最初 90 分ほど，お一人 5 分ずつぐらいお話をいただいて，それで大体 90 分ぐらい使いまして，最後の 30 分，最初の話が盛り上がると全然なくなることもあるのですけれども，全員でお話をさせていただくという形で進めさせていただければと思っております。 ということで，早速でございますけれどもよろしくお願いいたします。  （司 会）  
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通常でしたらすぐ開始するところなのですけれども，今日は参加者のお二人，田中さんと豊田さんから冒頭で是非サプライズをしたいというお申し出がございましたので，この場でお願いしたいと思います。  （田 中） 本日はようこそ府中へおいでくださいました。ありがとうございます。最初に私と豊田さんでサプライズをと思いまして，御用意したものがあるのです。お受け取りください。この場で開けていただくと，なおありがたいですが，まず，開ける前に説明をさせていただきます。包んでおりますものは備後がすりでございます。備後がすりを包めるように仕立てたものです。こちらのマークは御存じですか。  （知 事）  これはどこかで見たような。  （田 中）  大きな声で言っていただくとありがたいのですけれども。  （知 事）  これは広島県のマークですね。  （田 中）  広島県のマークが入っております。こちらのマークは，といいますと。  （知 事）  府中市のマークですね。  （田 中）  はい。府中市のマークを入れております。もう一つ，ここに手まりがございますが，これは円満という意味を込めて，このアップリケにさせていただきました。中を開けていただきますと，箱が見えてまいります。のし紙がございます。その箱を開けていただきますと，中に入っておりますのが，生い立ちの小箱というものです。ここから先は製造者にバトンタッチをいたします。  （豊 田）  まもなく第三子がお生まれになるということなので，先立ちまして，乳歯ケースになってい
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ます。母子手帳，へその緒も入るようになっております。  （知 事）  これはすごいですね。全部歯が入れられるようになっている。  （豊 田）  はい。20 本です。さらに，四隅に親知らずを入れるところもありますので，末永く使っていただければと思います。  （知 事）  これは貴重なものをありがとうございます。府中家具のものですか。  （豊 田）  また詳しいことは後ほど申し上げますが，すてきな子育てをなさってください。  （知 事）  すてきなものをいただきましてありがとうございます。  （田 中）  最初に少しみんなで和みたいと思いましたので，こういうことをさせていただきました。お時間をいただきましてありがとうございました。  （知 事）  本当にありがとうございました。子どもの歯というのは，抜けた後どうしようかといつも困るのですよね。こういうものがあると記念にとっておけるので，本当に大事にさせていただきます。ありがとうございます。  
懇  談 

 （知 事）  それでは，早速始めさせていただきたいと思います。岡本さんからお願いします。  （岡 本） よろしくお願いします。このような機会を与えてくださいましてありがとうございます。 私は府中で生まれ，府中で育ち，現在，府中で仕事をしております。まだ保育というものが
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十分でなかった昭和 42 年に，父が保育園をつくりまして，私は昭和 45 年からそれを引き継いで現在までやっております。 これからの保育を考えたときに，個人でやっていくということは非常に大変ですので，認可を目指してまいりました。制度の狭間でなかなかできませんでしたが，平成 14年にやっと認可されまして，現在法人化してやっております。当時から 3歳未満児の保育というものはずっと続けております。法人化をするときも，していないときも，認可外のときも，どんなことがあっても保育内容は下げてはいけないということで，私財を投じて現在までやってまいりました。 今あります第 1 号の園であるまさみ園は非常に設備的にもよくなってきておりますが， 2年前に和光園のほうに行きました。これは市からの委託のような形ですけれども，そこに行って驚いたことがあります。保育環境が非常に悪い。知事もお父さんとしていろいろと考えていらっしゃると思いますけれども，私は子どもたちには小さいときからきれいなものを見せたり，いい音楽を聞かせたり，いい美術品を見せて育てたら，子どもの目は養われると思うのです。でも，その基盤である保育の建物の中は，今，全般的によくないです。上を見ましたら雨漏りしているし，穴が開いているし，精一杯努力して直してはおりますけれども，環境の整備というものをもう少し皆さんに見ていただきたいのです。いくら保育の現場だけが頑張っても，豊かな環境は作れないのです。本当に保育環境が貧しいと思っております。私は，物が豊かというのでも，雨が漏ってなかったらいいよという感覚でもなしに，これから生きる子どもたちが，住みやすく，その中で心が本当に発揮できるような，本当に豊かな環境をつくってやらなければいけないと思っています。 そして，私がずっとやっていますのは，レクリエーションを通じて，いろいろなことのつながりをつくろうということで， 16年前に府中市の中でジグソーレクリエーションサークルというものをつくりました。そして公民館で月 1回活動をしながら，いろいろな子どもたちのためのレクを府中から発信しようということで，全国にも発信しております。 そういう取り組みをしているのですが，今回和光園に行きまして，母校愛，要するに園に対する愛着が薄いと感じました。地域に対する愛着が薄いのではないかと思いまして，今隣にいらっしゃる竹内さんに力を借りました。和太鼓を取り入れまして，歴代，校歌のように同じリズムでたたき続けて，いつ帰ってもみんなが覚えている。自分の園だという思いが育ってほしいので，今，そのような取り組みもやっております。 もう一つ，実はうちの法人に障がい児の児童デイがあります。こちらもなかなか厳しいです。これも府中市から委託を受けてやっております。これは保育所と違いまして，子どもたちが出席してはじめて収入が得られるのです。休むと収入がないという非常に厳しい現状にあります。そして，なかなか親が出ていらっしゃらないのです。自分の子どもがそこへ行っているということを知られたくないという思いを持っていらっしゃるということもあります。でも，どんなに障がいがあっても，みんなが豊かに，そこの園に来て楽しんで，そして社会で生きていっ
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てほしいと思っているのです。そのような環境をつくってほしいという思いで，広島県の子ども会の委員をしたり，全国のレクリエーションの講師をやったり，様々なことでつながりをつくりながらやっております。 
 （知 事）  ありがとうございました。保育園は今待機児童の問題があるので，その解消に向けて，かなり定員が増えるよう整備をしているのです。私立の場合には安心こども基金から補助をしていますので，建物などもよくなっているのかもしれないですね。公立はどうしても市と町の整備ということになっていますので，そこが少し。あまり言うとまた差し障りがありますけれども。  （岡 本）  うちの園だけではないですよ。子どもたちが行っている府中市の園というものをもう少しよくしてやらなければ，公立なども，いけないのではないかと思います。私は自分のところだけというのはだめだと思うのです。  （知 事）  それはそうですね。  （岡 本）  だから，どこの園に行っても，いいものにならなければいけないのではないかと思っております。保育現場はとても厳しいのです。例えば小学校は土曜日お休み，夏休み，冬休みもありますけれども，保育所にはありません。お盆もないですよね。年末年始だけです。その中で一時保育が入り，延長が入り，本当にハードな中におります。しかし，それに対する保育単価というのは高くないです。例えばうちは 150 人の施設ですけれども，これが 90 人になったのと，150 人になったのとでは，保育単価が変わりますよね。ちょっと不合理なところを感じるのです。  （知 事）  それは，人数の多い方が単価は安くなるということですか。  （岡 本）  はい。安くなるのです。そうすると，経営的には多くとりたくなくなりますよね。でも，多くても少なくても人員は要るのです。保育現場は本当に厳しいです。 私も今，和光園で働いておりまして，いろいろなことで動かないといけませんので，まだ１日も用務の日に休んだことはないです。 
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 （知 事）  そうですね。大変な環境だと思いますけれども，今，こども園の議論というのもありますけれども，それはどういうふうにお感じになっていますか。  （岡 本）  私は，認定こども園の制度を充実させるよりも，今の保育園，幼稚園がありますから，その垣根を取っ払って作っていく方が，新たなものを作りあげるよりいいのではないかと思います。  （知 事）  もちろんそういう新しいこども園をつくるというよりは，多分垣根を取っ払うという方向に今いっていると思いますけれども。  （岡 本）  府中では，待機児童というのは，恐らく 4月当初に入れないというより，途中で入所ができないという方が問題だと思います。ですから，都会のように 4月現在からものすごい待機児童がいるという状態ではないと把握しています。  （知 事） 府中市の場合ですね。 
 （岡 本） はい。ですから，その行政の，その市にあわせたやり方があるのではないかと思います。 
 （知 事） そうですね。ありがとうございます。 
 （岡 本） ありがとうございます。 
 （知 事） それでは竹内さん，お願いします。 
 （竹 内）  
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ドラムと和太鼓のユニットの代表を務めておりまして，和太鼓を打っております竹内と申します。よろしくお願いします。 私が所属しております太鼓ユニット「我龍」は，2005年に広島県府中市で結成されたユニットです。結成当初は広島県内を中心に活動をしていたのですが，現在は広島県内が半分，そして，関東，関西の活動が半分となっています。まず，自分たちの作った音楽を全国に配信すること，また，各地で出会ったすばらしいアーチストを広島のイベントに招待させていただきまして，文化や音楽の交流を図っております。 そして，私の夢は，和太鼓打ちというものが一つの職業として認められることです。そうなるように頑張っていきたいと考えております。なので，本日はこの太鼓打ちの代表というつもりで気合いを入れて来ております。 その活動の中での気づきですが，先ほど先生が言われたように，保育園とか学校などで積極的に和太鼓の指導もさせていただいております。学校の努力によりまして，年々指導する人数も増えてきまして，現在，年間 200 名以上の子どもたちを指導しています。それは今後もどんどん増えていくと思うので，次世代の伝統文化の担い手を作っていくということでは大変すばらしいことだと思っています。しかしその一方で，私が当初から指導してきた子どもたちが成人を迎えまして，就職や進路のことを考える中で，プロの太鼓打ちになりたいという夢を持つ者もいます。また，全国各地から私のところにプロになりたいという夢を持って修行に来ている若者もたくさんいるのですが，その反面，太鼓打ちというのはなかなか職業にするのは大変で，ほかの楽器に比べても一握りもいないような状況です。実際私がプロを目指して，そのころともに練習をしていた仲間が数十人おりました。しかし今，私１人がそういう活動をしておりまして，仲間は全員あきらめたという状況になっております。ただ，学校などでの伝統文化に対する力の入れ方を見ると，今後はもっともっとプロになりたい子どもたちが増えていくのではないかと思います。少しでもこの状況を改善したいと思いまして，今，広島市内を中心に若手の太鼓打ち，太鼓チームを集めてミーティングを開いたり，昔からやっている太鼓チームのところに行って勉強会をさせてもらったり，そういうことをやっております。 その中で，せっかくなので挙がっている問題を聞いていただきたいと思います。まず，各団体，太鼓団体との交流や連携がとりにくい。そして，地域に認知されにくい状況にある。また，県外に PRする手段が乏しい。そして，広島市内など大変素晴らしい演奏をする会場があるのですが，一般の人が借りることがなかなか難しい状況にあります。広島には私が知っているだけで 50団体以上， 100団体以上かもしれないですが，太鼓団体があります。そして，太鼓を打っている人というのは数千人いると思われます。太鼓の数，特に大太鼓の数は全国的に見ても広島はかなり多いです。秀でているところがあるので，その和太鼓が盛んな県であるということを前面に押し出していただきたいです。それこそ小さい頃に和太鼓を習って興味を持った人が社会人団体に入りやすいようにするための手助けや，情報の公開，また，太鼓チーム同士の交流，地域の人との交流を活発化していって，１人でも多くのプロの太鼓奏者が育っていけ
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るような環境を作る必要があ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。私も事前に資料をいただいたときに，プロの和太鼓奏者を職業にされておられるというのを聞いて驚いたのですけれども，収入としては演奏会が中心になるのですか。 
 （竹 内） そうですね。一般的な楽器でしたら，演奏するプレーヤーとティーチングプロという指導する側があるのですけれども，絶対人数が少ないので，どちらもやっている状況です。 
 （知 事） ジャズだとか，ロックだとか，クラシックだとか，そういうものはお店で演奏会ができたり，ライブハウスがあったりするけれども，太鼓というのはなかなか難しいですよね。 
 （竹 内） そうですね。従来の和太鼓は難しかったのですが，現在，舞台でやる太鼓というのが大分発展してきまして，私もドラムと一緒にやっているのですけれども，ライブハウスももちろんやらせていただきますし，あとはクラブや，それこそ大きい埼玉スーパーアリーナのイベントとかにも出させていただいています。上海万博に出演させていただいたのですが，そういう国際的な交流にも参加させていただいています。 
 （知 事） 確かに，私はしばらく広島県を離れていて，戻ってきて太鼓をたたいている人が多いなと思ったのですけれども，実際にそうなのですね。 
 （竹 内） はい。多いと思います。 
 （知 事） 先ほど各団体の交流とか連携がしにくいとおっしゃったのですけれども，その理由はどういうところなのですか。 
 （竹 内） 具体的に言いますと，連絡先が分からないということです。例えば隣町で活動されているの
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は知っているけれども，誰が代表なのかも分からない。 
 （知 事） 組織化されていないのですかね。皆さん，それぞれの太鼓クラブ，あるいは，会の中でのみつながっているという感じなのでしょうね。 
 （竹 内） そうなのです。 
 （知 事） ある意味でいうと，青年会議所等で和太鼓をかなりやっていますけれども，そういうグループの縦でつながっているということなのでしょうか。 
 （竹 内） 閉鎖的なわけではないのですが，そういう外での広がりというのがあまりないですね。 
 （知 事） お互いあまり意識していないということですかね。 
 （竹 内） そうですね。小学校で和太鼓をやっていて，社会人団体に入りたいと思っても，どこに問い合わせていいのか分からない。 
 （知 事） 広島県和太鼓連盟みたいな，そういうのがないということですね。 
 （竹 内） そういう連盟とかはあるのです。全国和太鼓連盟，全国和太鼓何とかというのがたくさんあり過ぎて。 
 （知 事） あり過ぎて分からない。 
 （竹 内） はい。例えば理想としては，広島県のホームページを開けば，伝統芸能のすべてのチームが
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分かるとか。 
 （知 事） 登録してもらってね。 
 （竹 内）  そうですね。そしたら，自分の地域にあるチームが分かるのではないかと思います。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。でも，頑張ってくださいね。 
 （竹 内） はい。どうもありがとうございます。 
 （知 事）  ありがとうございました。 それでは田中さん，お願いいたします。 
 （田 中）  先ほどは失礼いたしました。 
 （知 事）  ありがとうございました。 
 （田 中）    田中と申します。私は府中市内で保育所から中学校までの子どもたちに読書を広める活動を行っているグループのネットワークの代表をしております。「虹のポケット」という名前で活動をしています。普段は朝読という時間にメンバーで入って，それで子どもたちに本を読んでいることが主な活動です。この活動が始まりましたのは 7 年前です。学校へ本を届けたいと思っていたお母さんの声から始まったことが，学校でグループになっていき，各学校に少しずつそういう芽が芽生えてはおりました。しかし，先ほど竹内さんもおっしゃったように，個々のグループはあるのだけれど，小さなグループでやっているだけではスケールメリットがないのです。そこで，一度手をつなぎませんかという呼びかけをしたのが 7年前になります。その

7年前に集まっていただいた方たちとずっと続けてきているのですけれども，各学校へなぜ入るのかということをお伝えしたいと思います。 
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学校へ入るということには非常に大きな意味があるということに私たちは気がついたのです。それはなぜかというと，本を好きな子もいるけれども，嫌いな子もいる。読書を好きだと思う子もいるけれども，苦痛だと思う子もいる。本を好きな子は放り出しても自分で好きな本を探してくるのです。しかし苦痛だと思っている子に対しては，私たちが出会わせてあげないといけない。そういうことが努力の積み重ねを続けてきて分かるようになりました。恐らくこの子はまだ自分が大好きだと思える本に出会っていない。その本に出会わせていくということが一番大事なことではないかと思うようになりました。つまり，本棚，書棚に並んでいる本というのは，背表紙だけが並んでいますよね。「読んで」と言って本が自分から動いて来るわけではありません。自らが手にとらないと本というのは動かないのです。学校図書館をいろいろ見てまわりますと，知事も御存じかもしれませんが，宝の持ち腐れであったり，少し貧困であったりする学校図書館が非常に多いのです。眠ってしまっている図書，蔵書や，データの古い化学の本は，まず子どもはいくら本が好きでも手にとらないのです。その中から 1冊でもと思って，私たちは本を選びながら子どもたちにそういう機会をつくっていっているのですが，7年前ですので，かかわった子どもたちも成人しております。成人している子どもの中に，今でもそのときのことを覚えていて，あのときに紹介してもらった本はこれだったよねと，そういう会話も生まれる。つまり，本を仲立ちにしたコミュニケーションが生まれるということです。子どもたちにとってはこのことも非常に大きな支えになっていくのではないかと思うのです。 ですから，私たちはたまたまボランティアでさせていただいていますけれども，一番大事なことは，学校図書館に人がいるということ，究極はそこだと思っています。県下では巡回の図書司書の職員さんと指導員さん，読書推進員さんがいらっしゃいますので，そういう方たちとできるだけ手をとりあって，子どもたちの読書環境を底上げしていくという，そういう流れを作っているところです。その宝の山を持ち腐れにしないように，ということを是非知事にはお伝えしたいと思って参りました。 
 （知 事） なるほど。ありがとうございます。先日府中学園にお邪魔をする機会があったのですけれど，あの図書室は，小中学校一緒で，小学生でも興味の深い分野であれば中学生向けの本も読めますよね。中学校の子どもが少し戻って勉強の本と限らず小説や物語など小学校の本も読むことができて，おもしろいと思ったのです。あそこの図書室はいかがですか。 
 （田 中） 先進的なデザインの図書館だと思います。ですが，使い勝手ということになると，子どもたちが慣れるまではちょっと大変だったと思います。ですが，小中が出会う場として，府中市は小中連携教育を推進しておりますので，そういった意味では最適の場所だと思います。俯瞰的に見ますと，あそこは全体像のおへそになるのだそうです。 
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 （知 事） 学校の中のおへそになっている。 
 （田 中） はい。おへそなのです。もっと上から見ると，円筒形の書架に放射線状に書架が並んでいますね。あれは太陽に見えるのです。そういう魅力的なところも一応デザインの中には含まれているのですが，そこを生かすも，生かさないも，人の力なのです。巡回で司書がおります。図書館職員がおりますが，専任でいれば，恐らく小中のどの子どもにもきちんとした本を薦めることができると思います。 今度明郷学園というところが 10月にオープンいたしまして，そちらも同じようなタイプの新しい先進的な図書館をつくりました。ですが，そこでもやはり人が必ずそこに専任でいて，子どもたちに本を薦めていくことが大事なのだと思います。あなたにはこの本，君にはこの本と，そういったことが必要だと思っています。 
 （知 事） なるほどね。子どもたちに読書をする習慣をつけるのは，私は，個人的に自分の感覚では，親が本を読むとか，新聞でもいいと思うのですけれども，親が読んでいるというのはすごく影響があるのではないかと思うのですけれども，それはどうでしょうか。 
 （田 中） 環境は必要だと思います。そうかといって，ただ本を家の中に置いてあるだけでは，子どもというのはそれほど関心を示さないのです。それを少し仕掛けてやることが必要なのです。今，家読うちどくのすすめといって，家族で本を読みましょう。お部屋に一つ家族共通の本棚を置きませんかというのがあるのです。私もこの間そういうお話を保護者の前でさせていただいたのですが，ちょっとした仕掛け，楽しい仕掛けや努力というのは，子どもを本好きにするためには必要なことだと思うのです。 それと，生まれたときからのブックスタートという事業が広島でも盛んに行われています。やはり生まれたときからのフォローというのも非常に大事で，知事も育休をおとりになって，お子さんに本を読んでさしあげるという場面もあると思います。そうしたときに，やはりお父さんの声で，お母さんの声で読んでさしあげるのが子どもの心には一番響くのではないかと思います。 
 （知 事） そうですね。うちは上の子が生まれたころからずっと本を読み聞かせていて，上の子がすご
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く本が好きなのです。そうすると，下の子も真似をして，２歳ぐらいの頃のことですが，まだ文字も読めないのですけれども，本の上下を間違えないでちゃんと持って，いかにも読んでいるかのようにやっていました。 
 （田 中） 見よう見まねということもあると思いますが，本のおもしろいところは，どのページにも非常に深い意味があって，絵本では大人はそれを見過ごしてしまうのですけれども，子どもは着実にそこを読み取っているところなのです。 私はいつもこうして本を持って歩いているのですけれども，例えばこれは『ねえとうさん』という佐野洋子さんという方の書かれている絵本です。これは是非知事がお読みになったらいいだろうなと私は思っています。 
 （知 事） それはうちにないと思います。 
 （田 中） 冬の食べ物を取りに行った熊のお父さんが，久しぶりに会った子どもと一緒にその時間を大切に過ごしていくのですけれども，この中にとてもすてきなシーンがあって，ここなのですけれど，子どもが待ちに待ったお父さんとの散歩に，一緒に出掛けていく背中なのです。こういう背中をちゃんと見せられることを，絵が物語っているのです。子どもたちはただの背中と思って見ません。この先どこに行くのかという動きも全部確実に読み取っているので，「どこ行くんだろうね」と，次に会話が生まれるのです。ですから，本を仲立ちにするということは，本当に人と人との間にコミュニケーションをつくってくれると思います。是非お薦めいたします。 
 （知 事） どうもありがとうございました。 それでは，金光さん，お願いいたします。 
 （金 光）    私は府中味噌をつくっています金光と申します。先ほど工場をちょっと見ていただきました。 
 （知 事） ありがとうございました。 



 － 14 － 

 （金 光） 府中の味噌というのは，いわゆる府中味噌というブランドで，味噌を扱う業者の中では非常に知られている存在なのですが，一方で非常に生産量を落としていまして，今は非常に小さくなっています。 今，私は広島県の味噌協同組合の理事長を 2年ぐらいやっていますけれども，広島県の味噌業界と府中の味噌業界と，規模の大小はありますけれども，ほぼ全国の鏡のようなものです。というのは，30年ぐらい前は，全国で味噌業者というのは 5,000ぐらいありました。今は 1,000ぐらいしかないのです。広島県では，30年前には 33業者ぐらいありました。今は 11社です。 
 （知 事） 広島県全体でですか。 
 （金 光） はい。その中で今は府中が 3社なのです。 もう一つ大きいことがあります。広島県は 30年前にはそれほどのシェアはなかったのですが，今は中国 5県の中でトップシェアがあります。 
 （知 事） 広島県がですか。 
 （金 光） はい。それから，全国でも 9 番目のシェアです。ただ，トップがあまりに大きく，全体の

10％以上持っていますので。 
 （知 事） それは県でということですか。 
 （金 光） 長野県です。それを 1社が持っているのです。 
 （知 事） 
1社で。 
 （金 光） 
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1社で持っているのです。長野県はたくさんの味噌屋があるのですが，その中の一つが非常に大きくなったのです。 その背景は，大規模なスーパーの大量生産，大量販売でして，その波に乗れたところは大きくなって，波に乗れなかった旧来の問屋制を通していた古い味噌屋さん，あるいは，味噌だけではなくて醤油やお酒もそうですが，そういうところがだんだん衰退してきて，数が減ったわけです。 ただ，最近になって，大量生産，大量販売の反省もありまして，地方の小さいところを大切にしたいという動きもあります。これから府中の味噌も，広島県の味噌も，大小にかかわらず，少しずつ元気になっていきたいと思っております。 ところが一方で，今朝見ていただきましたように，工場は近代化したところもありますが，大体は非常に古いものです。旧来の工場は住宅地の中にあるわけですが，住宅地域ですから，工場は拡張できないし，建て替えもできない。ということで，なかなか合理化が進まない。一方で，そのために労働集約的になって，高付加価値のものをつくらざるを得ないという利点もあるのですが，ほかの例えば鉄工業とか，そういう工業と違って，醸造業というのはやっぱり町中に溶け込んであるものだと私は思うのです。そういう意味では，何とか工場を近代化できないものかというふうに思います。 それから，海外へ味噌製品を輸出しております。日本の中では味噌の需要は非常に減っていまして，さっき申しました 30 年前はざっと年間全国で 60 万トンぐらい生産されておりました。今は 44～45万トンぐらいです。非常に減っております。一方で，海外へは非常な勢いで今，伸びております。ここ 3年ぐらいの間に，ヨーロッパとかアメリカ向けは全国ベースで二桁の伸びがあるのです。 私は，そういう波に乗ったのではなくて，輸出を始めたのは 30年ぐらい前なのですが，まだ海外では，味噌がどういうものか全く知られていない時代でした。彼らにしてみれば，カビでつくるというのが非常に不思議だったのだと思います。味噌はこういうものだと見せるところから始まって，当時はアメリカを中心に売っていました。それが非常な勢いで伸びました。ただ，オイルショックのときに 360円が 200円台になり，採算にあわなくなりまして相当部分が撤退しましたけれども，ここへ来てまた国内需要が減っているので，何とかして盛り返したいと思いまして，今，いろいろやっています。県の産業振興機構などの補助事業にもなっていますし，3年前に全国で経済産業省がやっている地域資源活用補助事業にも選ばれました。それにうまく乗りまして，海外向けのおみそ汁を作る等の事業をやっております。ここへ来て県内の大手さんも海外に目を向けて一生懸命やっています。 ですから，さっき言いましたように，広島県はトップとは非常に離れておりますけれども，全国でかなりの部分があるわけですので，県としても何らかの PRがあっていいのではないかと思います。同じことを酒屋さんに言いましたら，酒屋さんも同じように，西条は相当なシェアがあるのに，県はあまり手助けしてくれないというようなことを言っていました。 
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それから，もう一つ気になることがありまして，さっき流通が変わって味噌のシェアも落ちたと言いましたけれども，同じように，町中のボランティアの力が落ちているのです。どういう背景かといいますと，私は食品衛生協会の役員をしております。食品衛生協会というのは，保健所の指導のもとで飲食関係あるいは食品の製造者の衛生指導をするというボランティアなのですが，そのボランティアになる人がだんだんいなくなっている。要するに，年をとってしまったのです。そして，食品関係の業種がなくなってしまう。小売店もなくなってしまうということなのです。大量生産，大量販売の大手のスーパーが進出して，地元の小売店などはほとんどなくなってしまった。以前はそういう人たちがボランティアをやって地域を支えていたわけです。例えば消防団だってそうですし，昼間手があいている人，自営業者などがいるわけです。そういうのがほとんどいなくなってしまったのです。だから，ここでこれを見直さないと，これから人口が減って，府中市も老齢化をしますし，消費者は安い方がいいに決まっているのですから，何らかの手を打たないと，ますます進行すると思います。 それから，食品衛生協会のことでもう一つ申し上げます。広島県の県行政の拠点は，今，3カ所，4カ所に集約されていますよね。府中市は，今，福山の合同庁舎にその本拠があるのですが，福山市は行政指定都市ですから別になっています。県行政とは切り離されている。府中市と神石郡が合同庁舎の受け持ちになっているのです。 もう一つ，保健所の管轄でいいますと，福山市にある合同庁舎は尾道の支所なのです。尾道が本拠で，暫定的に府中市と神石を管轄するために福山に置いてある。ところが，府中市というのは歴史的に尾道とあまりつながりがないのです。福山市とは非常につながりがあるのです。それは神石郡も同じです。これが問題で，我々府中食品衛生協会は小さいですから，なかなかうまく経営できていない。だから，行政サイドからすると，尾道と一緒にやってくれとなるわけでしょうが，それは非常に難しいのです。福山と一緒になるというのはいいのですが，あまりつながりがない所とは難しい。今の県行政にはそういうちぐはぐなところがあると思います。 もう一つ同じことを言いますが，広島と呉と福山は行政指定都市で，組織としては別個です。でも，やっていることは同じなのです。だから，広島県食品衛生協会というのが広島にあって，広島市は抜けていて，呉と福山が一緒にやっているのです。広島県の行政でやっていることと，福山市がやっていることは全く一緒ではなく，若干違うのです。そうすると，非常にまとまりが悪い。二重行政になっていると思います。それはやっぱり分けられる部分と，分けてはいけない部分とがあると思います。それは市と県とでうまく調整されたらいいのではないかと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。ちなみに今の尾道，福山，府中という関係が気になったのですけれども。 
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 （審議官） 福山が保健所設置市なので，尾道に拠点を置いている。 
 （知 事） 東部は尾道が拠点になっている，と。 
 （金 光） 保健所は尾道にあるのです。保健所は尾道が東部管轄なのです。食品衛生協会というのは，尾道にあって，府中にあって，福山にあって，三原にあるのです。だから，統合するなら尾道と一緒にしないかという話があるのですが，統合は難しい。我々は逆に，福山市とやりたい。 
 （知 事） 衛生協会ですね。 
 （金 光） はい。その辺がちょっとちぐはぐだと思います。福山市に支所がありながら，管轄は府中と神石ですから，どうして府中にないのかという気がします。 
 （知 事） 衛生協会だから，団体ということですよね。 
 （金 光） そうですね。団体なのですが，保健所の行政の一部を受け持っているぐらい密着性が高いと思います。 
 （審議官） 食品衛生については随分密着して，県行政のお手伝いをしていただいています。 
 （知 事） まさに地域の団体なので，もともとの地域的なつながりのところが関係してくるということですかね。行政組織そのものであれば，どこにあってもあまり変わらないと思うのですけれども，地域というか，団体なので，そういうことかもしれないですね。 
 （金 光） 
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非常に難しいところなのですけれども，福山市の協会と府中市の協会が一緒に手をとると，管轄があるわけで，福山市の行政区域の管轄内のいろいろな指導と，府中市の広島県としての指導とが違うわけです。そうすると，動きにくくなってしまう。 
 （知 事） なるほどね。もともとでいえば，今，県でもいろいろなことを権限移譲して，できることはできるだけ地元住民の皆さんに近い市とか町に，業務ができるように物事を進めているのですけれども，かえってそれが地域割りの関係で少しちぐはぐになっているということですかね。 
 （金 光） そうです。地域といいますか，経済圏といいますか，そういう部分がやっぱりある程度考慮されないと，難しいことになると思います。 
 （知 事） そういうことも起きているということですね。ありがとうございました。 ちなみに，府中味噌というか，お味噌の場合の先ほど鏡とおっしゃったのは，長野にすごく大きいのがあるというのが，広島でも同じような関係があってということですか。 
 （金 光） 同じような縮図ですね。 
 （知 事） なるほど。お酒の歴史を見ると，ちょうど今，新聞に月桂冠の記事が載っていましたけれども，ここ 15 年から 20 年ぐらいの間に，すごく地酒が伸びてきて，大手さんではなくて，小さいところのユニークな商品がすごく売れ始めていますよね。山形の十四代や，山口の獺祭（だっさい）等，もともとすごく小さかったところが全国的に知られるようになって。実はだんだん醤油もそうなってきているというのがあるそうですね。先ほどお店にお邪魔したときもお醤油がありましたけれども，お味噌もそういう方向にいきそうですか。 
 （金 光） そう思います。地方食を前面に出して，小さい蔵がかなり力を付けてきているのは事実です。ただ，そういう蔵が販売するマーケットといいますか，そういうものがいわゆる今の大量生産，大量販売のスーパーマーケットにはなじまないわけです。だから，各地でいえば道の駅のような，ローカルなものがないといけないのに，ローカルなものは全部消えてしまっているわけです。ここが一番問題なのです。さっき言いましたように，小売店にしてもそうですし，小さい
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食堂でも同じことが言えます。大手の食品のシェアが出てきた際，小さい食堂や，料理店はいなくなるのです。そのために，今度はそういうところが買いに行っていた卸売市場が衰退してしまって，小さい業者ができても，その卸売市場が衰退したために仕入れができない。こういう悪循環に今あります。 
 （知 事） 分かりました。いろいろまた課題がありそうですね。ありがとうございました。 では，豊田さん，お願いいたします。豊田と よ たさんですね。 
 （豊 田）    豊田と よ たです。世界の豊田です。ありがとうございます。私は府中市の西の果ての自称ガンダーラと呼んでおりますが，三郎丸町の三郎の滝は御存じですか。 
 （知 事） 三郎の滝。どういうところでしょうか。 
 （豊 田） 三郎の滝を御存じない。本当に残念ですね。これは結構夏場では名古屋のあたりからでもお客さんが。 
 （知 事） 滑るところですか。すみません。名前がぱっと出てこなくて。 
 （豊 田） そうです。三郎の滝です。そちらのおひざ元，すぐ近くで会社をやっております。もともとは夫の父親が木工会社，衣装盆であるとか，引き出しとか，桐製品の内装品をつくる会社として創業しました。創業当時は，府中町の老松町というところで工場を構えてやっておりましたが，だんだん宅地化が進みまして，今は三郎丸町のほうで工場をやっております。 家具を作るときには，結構大きな材料を使います。ちょっと傷があるだけでも，もうそれは使えなくなってしまうのです。そういう不良の材料が山積みになっていたのに実は私は目を付けておりました。家具関係からの受注が右肩下がりになっていた時，工場の皆さんにも御相談して，衣装盆等の製品に使えなくなった材料で何かつくろうやということで，刻んで小さくして，小さいものをつくっていこうということになりました。たまたまそのとき子どもが，歯が抜けて，1本目が出先で抜けましたので，それを屋根裏に投げたり床の下に投げたりせずに，お財布に入れていました。2本目も 3本目も処分しないままそこにたまっておりましたら，そ
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の下の息子のものまで抜けてしまって，ちょうどその時期とオリジナル商品をつくろうという時期が重なりまして，乳歯ケースを作ることになりました。それで誕生したのが生い立ちの小箱です。2000年，平成 12年ぐらいだったと思います。 
 （知 事） 母の力ですね。 
 （豊 田） というか，不精の母親ですけど。 
 （知 事） へその緒の桐箱はよくありますけれどもね。 
 （豊 田） そうですね。せっかく乳歯を入れるのだったら，へその緒を一緒に入れてやろうと。で，母子手帳も結構行方不明になる場合が多いので，一緒に入れようということで。桐箱にしてああいう形になりました。作った当初は，そうはいっても月に五つ売れたら万歳と言っていたのですが，だんだんインターネットの販売で認めていただいて，今は月に 100 個ぐらいは販売をさせていただいています。直接販売だけではなくて。 
 （知 事） 特許はとられましたか。 
 （豊 田） 特許はとりました。 
 （知 事） すばらしいです。 
 （豊 田） ありがとうございます。おかげさまで，9月に最終的に特許をいただきまして。 
 （知 事） 実用新案ではなくて，特許ですね。 
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（豊 田） 特許です。 
 （知 事） それは大変でしたね。 
 （豊 田） おかげさまで，相談に乗ってくださったのがいい先生だったもので，乳歯の抜けた日にちを書けるようにしているのですが，そこの部分が特に特許性があるということで認めていただきました。 名前の由来としては，生まれ育った自分の父親，母親，生まれた環境など，どのように生まれ育ったかということを総合的に生い立ちといいますので，生い立ちの小箱という名前にしました。知事に差し上げたのは，お名前，お誕生日を入れておりません。まだお生まれになっていないので。お生まれになったら，各自入れてさしあげてください。普段お客さんに納品する時は，子どもさんの名前，誕生日を私の母親がボランティアで書かせていただいております。 そのようなことで，オリジナル商品を作っております。ほかにも跳び箱の収納用品などもあります。 
 （知 事） 跳び箱の形をしたものですね。跳び箱を入れる箱かと思いました。 
 （豊 田） いいえ，跳び箱の形をした収納用品をやっております。これも小さい材料で作っております。府中に産業メッセというお祭りというかイベントがあるのですけれども，そのときに初めて作りました。当時は向こう見ずだったのです。一つブースを借りて，いろいろ寄せて展示したら，通って行かれるお客さんがみんな「かわいい，かわいい」と触ってくださって。跳び箱ってみんなに愛されているのだと思って，跳び箱の収納シリーズということで育ててきました。 ほかにも洗濯機をつくってみたり，ピアノをつくってみたり。 
 （知 事） ミニ洗濯機ということですか。 
 （豊 田） そうです。府中の商工会議所さんが毎年 2月にギフトショーへ何社かまとめて連れていってくださって，発表の場を作ってくださるのですが，それにちょっと加担させていただきまして，
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デザイナーの先生もつけていただきました。おしりをたたいていただいて開発をしているのですが，洗濯機はトイレのごみ箱として作ったり，ピアノは部屋置きのごみ箱として作ったり，
5～6 社がそれぞれに特徴的なごみ箱をつくってギフトショーへ持っていきました。そのときに私はピアノの形をしたごみ箱をつくりました。そして，インターネットで販売するようになりました。出荷するときに，カタログを入れるのですが，お客さんはいろいろなものが入っていたほうが楽しいと思うのです。自分の会社のものだけでなく，府中市の産品カタログをしつらえてもらえたら，それを入れて送っていけば，府中市，ひいては広島県をもっと全国に PRしていけるのではないかと思います。広く浅く PRするのもある程度の効果はあると思うのですけれども，実際に注文をくださったお客様に物を送るときにピンポイントでパンフレットなどが入っていると，あっ，これは広島県なのかということで印象付けられるかな，愛着を持っていただけるかなというふうに考えています。できればそういうお客さんに直に出荷する業者には，このパンフレットをどうぞと言えるものがあったらいいかなと思っています。 
 （知 事） 商工会議所は何と言っていますか。 
 （豊 田） 商工会議所のほうにも提案はさせてもらっているのですけれども。 
 （知 事） 商工会議所のほうでいろいろまとめられたら，いい感じがしますね。 
 （豊 田） そうですね。府中の商工会議所は前向きに頑張ってくださっているので。 
 （知 事） 会長もアイデア豊富な方ですし。 
 （豊 田） そうですね。私も，以前は本当に会費を払うだけで，建物の中に入ったこともなかったのですけれども，オリジナルを手掛け始めてからずっとお世話になりっぱなしです。 
 （知 事） でも，府中はもともとすごく産業が盛んなところですよね。家具もすごく技術があって，昔から家具といえば府中だというような，日本の中でも高いブランドになっていますよね。府中
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味噌もそうだと思うのですけれども，やっぱりこのブランドを失わないようにしたいですよね。 
 （豊 田） そうですよね。生まれ育ったというか，私が小学校のときには，学校に行く途中に当時は味噌屋さんがあって，通学路の右側と左側に工場があったのです。その味噌くさい道を通った向こうには，家具屋さんの材料が井桁に積んである。そういう景色がありました。 
 （知 事） 本当に生活の中に溶け込んでいる感じだったのでしょうね。 
 （豊 田） 当時はどこのまちに行ってもそうかと思っていましたけれども。 
 （知 事） 必ずしもそうではないですよね。でも，本当に頑張ってください。 
 （豊 田） ありがとうございます。 
 （知 事） ありがとうございます。 それでは宗藤さん，よろしくお願いします。 
 （宗 藤）    「晴人はれびと」というグループで「キラリン★夜店」というものをやっており，その実行委員長をやっております。僕は 18歳まで府中にいたのですけれども，大学で大阪に出て，その後就職で福岡に行き，また改めて府中に戻ってきましたのが一昨年，2年前になります。 
 （知 事） きっかけは。 
 （宗 藤） 家業が印刷をやっておりまして，コトブキ印刷というのですけれども，そちらを手伝おうと。就職自体も最初からそれを見据えての修行ということでやってきましたので，これは計画どお
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りということです。戻ってきまして，2 年前なのですが，「キラリン★夜店」という夜店をやりました。僕が子どものときは夜店が毎週土曜日，夏になると商店街で，通りにずっと店が出て，子どもながらに本当に楽しかったのを覚えています。祖父母の家が近くにあったので，そこに泊まっていったり，親戚一同集まったり。ちょっと大きくなると，子どもだから夜に出られないけど，夜店という口実で出られる。お小遣いももらえる。どきどきして，花火がぼんぼんと上がると，たまらなくそわそわしてきて，僕らの親はまたお小遣いかという感じで嫌だったかもしれないですが，子どもの時分は本当に楽しみだったのです。 それが帰ってきてみたらもう無くなっていると聞いて，さみしいなという思いがありました。その時点では夜店をすぐやろうということにはならなかったのですけれども，そういう府中を何とか元気にしたいとか，もうちょっと子ども達に思い出を作ってあげられるような何かをやってみたいという有志何人かで酒を飲みながら語ることが多くなりました。最終的には，その有志と，タウンマネジャーの方がいらっしゃって，やってしまおうということで一昨年，一夜限り夜店を復活させました。何もない状態で，完全手づくりの中やっていきました。当初から，やっぱり僕らが慣れ親しんでいる商店街でやりたいという思いがありました。今は，商店街の中にあるお祭り広場という市のスペースを利用させてもらってやっています。第 1回目は，スタッフなども 18人ぐらいで，友達の友達とか，こんなことをやるから一緒にやらないか，おもしろいねという乗りでやりました。出店企業も 13店舗程でした。お店は，実行委員会が運営するお店と，来ていただいて食品関係を売っていただくお店と大きく分けて二つあるのですけれども，実行委員が運営するものに関しては，基本的に子どもたちに楽しんでほしいので，ワンコインでできるものにしようと。予算がないので，市内の企業さんとかお店を回りまして，景品にしたいので何かくださいと言うと，結構集まりました。第 1回目はマスコミにも取り上げていただきました。新聞を見て，頑張れよと言っていただけたり，是非来年は団塊の世代を巻き込んでくれと，おしりをたたいていただいたり，非常に皆さんに温かく支えられて，第 1 回がうまいことできました。第 2 回に関しては，岡本先生のところの園児さんに絵を出していただいたり，藤井さんにチラシのデザインをしていただいたり，キラリン★夜店という名前自体も藤井さんの考えが採用されているのですけれども，キラリ輝く夜店にしようと考えています。今年が第 2回目ということで規模が結構大きくなりまして，スタッフが 30名ぐらい，倍になりました。出店も，実行委員会で催したものもあわせると 22店舗。協賛は，スタッフが増えたということもあるのでしょうけれども，86 社ぐらい。物は様々ですが，いろいろいただけて，1回目，2回目ともに大成功で終わることができました。 今後も，僕らのこの夜店を，府中の子どもたちに夜店を通じて思い出をつくってもらおうということを目的として掲げて，揺るぎなくコンセプトとして持って行こうということでやっているので，僕らの体力が続く限りは，何とか続けていきたいと思っています。実際にやってみれば，皆さんも非常に協力的で，当日は本当に子どもたちの笑顔にもたくさん出会えましたし，いいことだらけだと。夜店に関してはそういう感じでやっています。 
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この「晴人」というグループが，基本的には自分たちが楽しいことをやっていこうというスタンスでやっているので，夜店はその１事業でありますけれども，今後，他にも自分たちがおもしろいなと思えるようなことがあったら，それは積極的にやっていこうと考えています。 夜店で出た利益で，年末に餅つき大会をします。今年もやる予定にしております。このような活動をしています。 
 （知 事） ありがとうございます。だんだんと商店街も高齢化されていて，夜店なども減っていったという歴史かなと想像するのですけれども，そういう若い力が帰ってくると，もう一回始まると言うのですか，すばらしいことですよね。私も各地を回っていて思うのですけれども，行政がこういうことをやりましょうとか，あるいは，すごく行政に頼る活動というのは，あまり長続きしなくて，むしろ地域の方々が自主的に始められて，こういう中でも頑張ってやっていますというところが，皆さんの力を呼び込むと言えると思います。人手が足りないから私も手伝うよ，お金も足りないけれど，企業さんが景品を出してくれる，そういうふうにつながっていくような気がするのです。 
 （宗 藤） そうですね。スタンスとしては楽しくないことはやらんとこという，そういう無責任なことではなくて，今後続けていくためにということなので。 
 （知 事） いろいろなことが，楽しもうと思ってやっていくと，楽しめることはいっぱいありますよね。 
 （宗 藤） そうですね。そうなってくると，主導がおのずと自分たちということになりますから。自分たちの動く動機が何なのかということも突き詰めて考えていくと，夜店に関しては，子どもたちというところがキーワードになりますし，そこら辺を自分から考えるようになりますね。これを続けていくべきなのか，どうなのかということも，自分たちで考える。かといって，仕事をやっている中でのメンバーたちなので，そっちに無理がないようにということはありますけれども，極力は我々主導で動かして，子どもたちに楽しんでもらいたいと考えています。 
 （知 事） すばらしい活動だと思うので，是非頑張ってください。ありがとうございます。 
 （宗 藤） 
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頑張ります。ありがとうございます。 
 （知 事） では，内田さん，お願いいたします。 
 （内 田）    今日は知事さん，お昼の時間にわざわざ石州街道出口通りまでおいでいただき，ありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございました。 
 （内 田） 私は，まちづくり協議会の内田と申します。出口地区まちづくり協議会は，協定者が 120名という人数なのです。120名というより，120軒と言ったほうがいいかも分かりません。平成 16年に立ち上げまして，本当に府中市出口町は歴史と文化が薫る地区なのですけれども，住民が安心して住み続けることができ，若者が帰ってくるようなまちを目指して，景観に配慮した修復を行いながらまちづくりをやっているところでございます。私どもの出口通りは，お隣の上下町さんも来ておられますが，上下さんのような観光化も何もできていないところなのです。したがいまして，四季折々にイベントや祭りを開催していますけれども，なにかで PRをしまして，少しでも多くの人に知っていただきまして，多くの方に訪れていただきたい。このように思っています。 今後の取り組みとしましては，府中市には上場企業があります。たくさんの企業があります。一時は犬も歩けば社長さんに当たるというぐらい，社長さんばっかりだったまちです。ですが，やはり女性の職場，女性と出会う職場というのが非常に少ないのではないかということがあるのです。したがいまして，婚活をやっていこうと思っています。そういう施策，計画をやっているところです。 それと，現在は島根の大森の石見銀山と協力体制が十分に出来上がっております。島根大の学生さんとも年間を通じて交流があります。そして，そちらと我々の間の道は銀の道と言いまして，その中でサミットが開催されております。今後はそういう県を超えたまちづくりをやっていきたいと考えております。何しろ私どものまちづくり協議会というのは，資金的にあまり裕福ではございません。イベント，お祭りをするのに，年間に 40万円ぐらい必要なのです。そういったところで，市のまちづくり課の方とか，大学の先生とかにお願いをしまして，いろいろな情報を入れていただきまして，何とか今までやってきた状況なのです。 これからどこのまちも一緒だと思いますが，このまちにも少子高齢化時代がやってきます。
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あと 5年から 10年たちますと，歯が抜けるように，まちの中でも家がどんどん壊されていってしまう。何とか先を見越して，我々ができることをやっていかなければいけないのではないか。そう考えているところでございます。 そして，私どものまち以外，要するに，府中でいいますと中心市街化区域です。これも機会がありまして，大学の先生と生徒さんの御協力を得まして，古民家の調査をしました。すると，約 200 軒あるということなのです。そういうことの対策も，これから考えながら，私どもは小さい協議会ですけれども，いろいろな方向へ伝達して，皆さんと一緒にやっていこうと今，思っているところでございます。 最後になりましたけれども，まちづくりをやっていく上において，やはりどこのまちもそうだと思いますが，そのまちに住んでいる方が，悩みもあるでしょう。希望もあるでしょう。それを一緒に考えて，自分のものとしてとらえまして，そして，いつも夢を持って，とにかく前に進んでいくということを基本にしまして，これからもまちづくりをさらにやっていきたいと，そういうふうに思っております。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。銀山街道ですよね。これは，今，私が瀬戸内海の道構想をやっていますけれども，その中のテーマの一つとしては，非常におもしろいものではないかと思っています。今，確かに連携が始まっていらっしゃるようですね。途中途中に文化が残っていますし，まさに銀が通るということで，お金を途中途中で落としながら進んでいくため，ある意味でいうと裕福なので，すばらしいものがたくさん残っていますね。是非連携できたらすばらしいと思います。 
 （内 田） そうですね。テレビで 24時間というのがありますよね。あれでちょっと検討しているのですけれども，大森石見銀山から尾道でも結構です。尾道に回りますと上下さんとうちのほうに来ませんから，笠岡ルートですね。そのルートで何かできたらという形で，今，試行錯誤しているところです。 
 （知 事） ありがとうございます。だんだんと出口地区もきれいに整備されているところも増えていますし，是非引き続きその情熱を持って御検討いただければと思います。どうもありがとうございます。 
 （内 田） ありがとうございました。 
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 （知 事） 河村さん，お願いいたします。 
 （河 村） こんにちは。私は今日上下から来ました。もともと上下の出身で，私の実家が商売をしている関係上，上下に帰って暮らし始めたのですが，私は小さいころから家業とは別に司会の仕事がしたいと考えていました。広島のアナウンス教室や事務所に所属して，学生時代，イベントに少しかかわったこともありました。家業を継ぐということで，この仕事もあきらめて，もう多分することはないだろうと思って，上下に帰ってきて商売を継いだのです。ですが，「司会者がおらんけ，来てしゃべってくれる？」「分かりました」と行ってしゃべりだしたのがきっかけで，上下のいろいろなイベントに声をかけていただいて，司会をさせていただいています。 保育所，小，中学校，と子どもが 3人いまして，幅広く子育てをしております。月に参観日が 3回あります。そういう生活をしながら，イベントで声がかかれば，司会をしに行き，あと商店街で 1年間を通じて上下歳時記というイベントがあります。その季節ごとに，3月はひな祭り，5 月は端午の節句祭り，6 月はあやめ祭り，10月は白壁祭り，12月は冬祭りということで司会をしています。 
 （知 事） 今日，かかし祭りというのをやっていましたね。 
 （河 村） そうです。今ちょうど期間中です。白壁祭りとかかし祭りが一緒の期間にあります。そういう 1年を通したイベントの中で，友達とグループをつくって出店しているのですが，その合間に司会をしに行って，という感じで商店街のイベントにもかかわることができて，本当に悪い意味で気になることがないのです。今，本当に幸せなのです。商売も継がなければいけなかった部分もあるのですけれども，司会の仕事もさせてもらって，こうやって地元の上下のイベントにも参加できて，本当に感謝感激です。日々の不満はあるのですよ。子どもが宿題をしない，どうしてこの時間に子どもを起こすのか。そういう日々の不満はあるのですけれども，本当にトータルで考えたときに幸せだなあと思っています。上下というのは本当に小さなまちです。ちょっと高齢化も進んでいますし，私たちが子どものころに比べたら，本当に過疎化が進んでいるところではあるのです。でも，商店街も高齢化している中で，お年をめした方が一生懸命前を向いて頑張っていらっしゃる姿というのは，本当に私たちに大きな自信を与えてくださっているなと思いながら，いつも感謝して生活しているのです。これは上下だからできたことだなと今，改めて思っています。本当に今，本当に幸せに楽しく暮らしているので，これからも



 － 29 － 

上下で頑張っていきたいなという感じです。 
 （知 事） ありがとうございます。すばらしいですね。幸せなのが一番ですからね。 
 （河 村） 日々の不満はたくさんあるのですけど，でも，やっぱりトータルで考えたときには，本当に恵まれた環境だと思っています。上下にそういうイベントがたくさんなければ声もかからなかったでしょうし，商店街の人が一生懸命まちづくりとか，商店街を活性化させようといろいろ企画をされなければ，私の夢だった，二足のわらじを履いた生活はできなかったわけです。ですから，商店街，上下の皆さんのおかげで私たちが幸せに暮らせているということには感謝しています。 
 （知 事） 昔から上下はそういうイベントが盛んだったのでしょうか。私も今日御案内いただいて，結束力が強そうだと感じたのです。皆さんはっぴを着ていらっしゃって。 
 （河 村） 縦に袴を入れると上下という文字になるというものですよね。 
 （知 事） そうです。そのはっぴを着てやっていただいたのですけれども，すごく皆さんが仲良さそうで，結束力がありそうだなと感じました。昔からそうだったのですか。 
 （河 村） 昔は祭りでいえば，花火祭りとあやめ祭りとかかし祭りがメインで，ここ数年，ひな祭り等という形で増えてきました。 
 （知 事） だんだんと増えてきた。皆さんがいろいろ考えていらっしゃるということですね。 
 （河 村） だと思います。 
 （知 事） 
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そこがまた地域パワーですよね。 
 （河 村） ですね。ひな祭りも，上下が始める前には松山も有名でしたし，鞆も始まっていましたし，遠くで言えば飛騨のほうも始まっていましたので，自分たちが初めてではないのです。だから，二番煎じではなく，十番煎じ，二十番煎じのところを今から自分たちがやっていくという思いがあったので，よそとやっぱり違う特色を出したいと思ったのです。私たちのグループはひな祭りでは必ず着物を着用して，焼き鳥を焼いて，たこ焼きをつくって。 
 （知 事） 着物で焼き鳥ですか。 
 （河 村） 着物でやります。たすきを巻いて。 
 （知 事） 燃やさないように気をつけないと。 
 （河 村） でも，もう 5年していますので，着物も着慣れました。最初のころはなかなか売れなくて，着物を着て，お盆に全部商品を並べて「買ってください」と言って強制販売に走る。それも名物と言われるぐらい走り回っていたのですけれども，上下に来てくださった方をお出迎えするというその気持ちを何か形にあらわしたいと思って，私のグループはみんな着物を着ようということで，夏の涼彩祭りでは必ず浴衣着用でやっています。 
 （知 事） ありがとうございます。本当に地域力を感じるお話でした。 では，続いて重森さん，お願いいたします。 
 （重 森）    同じく上下町から参りました重森でございます。よろしくお願いいたします。 私は，38 年ほど前に東京から嫁に来たのですけれども，来ました最初のころは，夕方というか夜 8時ごろ，ちょっと家の前を歩いたりしていますと，重森の嫁が夜中にまちを歩いている，さまよっていると言われました。それで大変なまちに来てしまったというふうに思ったものです。 
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 （知 事） ごめんなさい。もともとどちらとおっしゃいましたか。 
 （重 森） 東京から嫁にきました。 今の河村さんのような楽しい人生ではなかったのです。本当に大変でした。いろいろなことがあったのですけれども，私はほとんど涙がお友達という人生を送ってきました。河村さんとは大分違います。それで，これではいけないと思って，この上下に嫁に来た以上は，もうここから出ないのだから，ここで腰を落ちつけて楽しくしなければいけないというふうに思いました。それから，一番下の子どもが高等学校に入ったのを機会に，18年ほど前に主人の父が持っていました土地に今の建物，上下画廊というものを建ててもらいまして，今の商売を始めました。昔は，女の人が外に出るのは大変な時代だったのです。ですが，家の中にいながらにして楽しくする分には，姑や舅からも，主人からもそれほど怒られないだろうと思ったのです。それで今に至っています。上下画廊というのは，絵画とか骨董品，それから洋服，喫茶も備えています。ライブ，コンサートも時々やっています。そういう建物を建てました。それで 18年ほど前から月に 2日，骨董市を開催しています。その骨董市は，自分のものだけだったらしれたものですから，業者を何店舗か入れまして，一般の方にきていただいています。それが第 1土日と第 5土日とで，250回ぐらいにはなっていると思います。あとは年に 4～5回，この建物の中でコンサートを主催しています。それから，河村さんが言われましたように上下町のお祭りが五つほどあるのですけれども，それらのお祭りに積極的に参加させていただいています。特に今，ひな祭りというのが広島県で三大ひな祭りになったと聞いています。ひな祭りのときには，私の家のホール中，全部を人形で埋め尽くすほど飾っています。 今後，上下町をどうしたらいいかといろいろ考えて，今，内田さんがおっしゃったのが私にはタイムリーでぴったりだったのです。特に上下のひな祭りや，大きな行事を府中市と結ばせていただいて，より強力で魅力的なものにできたらいいなと思っています。もちろん個人の力ではできないのですけれども，そういうことができたら，みんなで頑張りたいと思っています。よろしくお願いいたします。 そして，日ごろの活動で感じていること，困っていることは，上下町は人口 6,000を切ったと思うのです。人口が少ない。それから，12，1，2 月ぐらいは道路の凍結があります。そうなると行事が開けず，観光客にも来てもらうのはとても大変なことです。それから，府中の中心地まで来るのに車で 40分はかかると思います。ということは，時間のロスが大きいと思うのです。それがとてもネックになっています。そのために工夫していることは，大きな行事をするときには，気候のなるべくいいときを選んでしています。それと，いろいろな方法で広報活動を行っています。それから，私の画廊の場合は天井に自在ランプ，骨董ランプを 250 ぐ
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らい集めて展示しています。来られたお客様にゆったりとした気分になってもらうために，一生懸命集めました。 これからの改善策としては，さっきも言いましたけれども，府中市の方々との交流を深めて，より緊密にさせていただくことだと考えています。また，これからは半径 100 ㎞ぐらいのエリアの人たちとの接触や，来ていただくための努力をしなければ上下町は成り立たないのではないかと思っています。 それから，地域づくりを考えたときに，上下町の特徴というものを出していかなければいけないと思っています。上下町の特徴って何だろう，この田舎まで，わざわざ皆さんが来てくださるには，何を魅力にしたらいいのだろうかということをいつも考えていて，思うことは，キーワードはふるさとだと思うのです。ふるさとというのは，大体生まれ育った場所とか，なじみの深い土地とか，かつて住んでいた土地とか，そういう意味があると思うのですけれども，そのイメージを一つ発展させて，これから住みたいところとか，行ってみたい場所とか，なじみをこれからつくりたい場所とか，そういう方向に発展させていきたいと思うのです。それには，ただのふるさとではいけなくて，心のふるさとにならなくてはならない。たくさんの方たちの，心のふるさとというものに上下町をしていけないだろうかというふうにいつも思っています。心のふるさとというのはどういうものかと思ったら，やはり魅力的な田舎だろうと思うのです。田舎というのがキーワードだと思うのです。そこが魅力的でないといけない。うちでコンサートをするときに，有名な方も来られているのですけれども，その方たちが何でこんな片田舎に来てくださるのかというと，ある方は，いらっしゃった時は「田舎ね」とおっしゃるのです。田舎だから嫌なのかしらと思っていると，お帰りになるときに，「また来るわ」とおっしゃるのです。だから，やっぱり田舎というのは一つの魅力なのです。だったら，そういうことを一つの売りにしていけたらいいというふうに思っています。 その田舎にしても，いろいろな面があると思うのですけれども，今まで先祖が培ってくれたこと，たくさんの人がサポートして今まで上下町を発展させてきてくださったこと，歴史文化，それから習慣ですよね。そういういいものは全部継承して，私たちも頑張って続けないといけないと思います。そして，もう一方では，あまり田舎でもよくない習慣があると思うのです。これはやめたらいいなとか，そういうことは勇気を持って，みんなでそれをやめるか，発展させてもっといい方向に持って行くということを実行する。いいもの，残すべきものとそうでないものを見分ける力。そういうことを自分と皆さんが考えていくということが上下の将来にとってすごくいいことだと思うのです。だから，魅力のある田舎，心のふるさとというのをこれからキーワードにして，みんなと一緒に，特に若い河村さんなどと頑張っていきたいと思っていますので，よろしくお願いいたします。 
 （知 事） ありがとうございます。重森さんのお話ぶりをお伺いしていると，とても涙がお友達だった
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とは思えないのですけれども。でも，昔は保守的でいろいろなことがあったのだろうと思います。 
 （重 森） 一つ，そこに置かせていただいているのですけれども，私は涙がお友達のときに詩をつくるのです。その『町の名は上下』という詩，殴り書きですみません。ちょっと読ませていただきます。 『町の名は上下』 あの人が育った町 喜びも悲しみも分け合った２人だから ふる里に決めました 青く澄んだ空，見上げれば城山 川の流れは清く静かに 時々行き交う錦鯉の群れ 町の名は上下，ふるさとに決めました ちょっと涙が出そうでごめんなさい。 町の名は上下，夕日に映える町 遊び疲れた子供達，やさしく迎える倉造りの家並み 古いものはくずれ，時は移りゆくとも ふる里は今日も変わらず きのうを包み，明日にほほえむ 町の名は上下 ふる里に決めました という，子どもを育てているときにつくった詩です。 
 （知 事） ありがとうございます。共有させていただいて本当にありがとうございます。いろいろな万感の思いがこもっていらっしゃるのだと思いますけれども，そういう重森さんのような方々の手でまちがつくられているのだなと思います。ありがとうございます。 それでは藤井さん，お願いいたします。お待たせいたしました。 
 （藤 井）    皆さんの話に感動しています。私は，府中市の駅前で両親が旅館を営んでいまして，5年前に父が他界したのを機にこちらに戻ってまいりました。 
 （知 事） 御実家ということですね。 
 （藤 井） そうです。それまではタウン情報誌ウインクというところで編集の仕事を 10年させてもらいまして，その後，主人の転勤で大阪とか金沢でフリーのエディターをやってまいりました。

5年前に帰ってきたのですけれども，今はその家業を朝と晩にしながら，昼間は編集の仕事をしています。2歳になる子どもがいるのですが，その子を連れながら仕事をして，寝た後でまた編集の仕事をするという生活です。私はゆっくり新聞を読む時間もないぐらい忙しくしているのですけれども，母の家業の手伝いと大好きな編集の仕事ができるのも，娘の教育，子育て
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の場所が府中はとても充実しているからだと感じています。まず，子どもを産んだ時は，本当に産院から退院したその瞬間からもう見放されたような気分になるのです。経験もないし，どうやってこの子を育てるのか，投げ出されたような思いでした。そこで紹介してもらったのが，まず，母乳を出すための胸のマッサージをしてくださる助産師さんでした。この方の存在を口コミで知って紹介していただいて，母乳のケアであるとか，子育て，赤ちゃんとの接し方というものをわざわざ自宅まで来てケアをしてくださるのです。私は地元がこちらなので，そういう情報も入りやすいのですけれども，福山の友達だと，自宅訪問してくださる母乳のサポートの方がいらっしゃらないので，乳飲み子を連れてわざわざそこの場所に行かないといけないのです。府中の場合はそこも分かってくださって訪問してくださるので，まずそれにすごく感謝しました。その後に，行政から 1ヵ月訪問として，保健師さんが家庭訪問に来てくださいます。そして，体重は増えているか，子どもに困ったことはないか，突発性発疹はどうかというのをいろいろと教えてくださるのです。それから，3ヵ月健診，6ヵ月健診，1年健診や，各種予防接種ととても忙しいのですが，次はこの予防接種，その間，何日あけたら今度は次の予防接種に何日に来てください，と，行政から連絡が来るのです。福山の友達は，それを全部１人で病院を予約して，大変だったようなのですけれども，私たちはぼけーっとしていても，忙しくほかのことをしていても，行政が連絡をしてくれるからミスをしなくて済むのです。すごく恵まれていると感じています。しかも，「リ・フレ」という施設にドクターが来てくれてチェックをしてくださるので，わざわざ病院まで行って風邪引きさんと一緒の待合いで待たなくても済むので，子どもに病気が移る心配もなく健診を受けることができる環境があるのです。おまけに，そこで同じ月齢のお母さん方と，3ヵ月なり，何ヵ月なりで会うので，そこでお母さん方と友達になって，同じ段階の悩みを相談でき，どこに遊びに行っているという情報交換ができるので，すごくいい仕組みだなと感じています。 府中は，他にも，視察に行かれた「ＰＯＭ府中市こどもの国」というところで週に 2回，わくわくトライというのがあります。親子で 100 人ぐらいがフロアに集まるのです。歌のお兄さんのようなライオン先生というのが出てこられて，こういうマイクを付けて，ダンサーを２人付けて，すごいダンスをしてくださって，子どもがきゃーと前に行って踊るのです。何回も行っていたら，みんな覚えていて。お母さんたちもビデオを持って，先生のダンスを録画して帰って練習する方もいらっしゃいます。こんなところが府中にあるのかと本当にびっくりしたのですけれども，お友達になったお母さんに聞いてみると，尾道や福山の方もいて，尾道や福山にはそういう場所がないから，わざわざ来ていらっしゃるようなのです。皆さんお弁当を持って，お弁当を食べてゆっくりして帰るというスタイルができていまして，本当にすごいなと。先生たちもいつも工夫してくださっていて，季節の歌や踊り，体操など，いろいろなことを組み合わせて，保育所に行っていなくても十分子どもの社交性を高めてくださる。 それから，府中市は図書館のお話し会や，ＰＯＭのＯＢの保育士さんの教室，児童館のリズム体操，岡本先生のところの支援センターの親子教室など，プロの保育士さんのサポートがす
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ごく充実して，それをすべて大体無料で受けられて，駐車場も無料なのです。すべての施設が近い場所にあるので，例えば児童館で遊んだ後に，駐車したまま，歩いて図書室に本を借りにいってまた帰ってくる。そういうことが可能なのです。広島から里帰りしてくるお母さんの話によると，広島だと，室内で遊べるところというと，大型商業施設の中の１スペース，ちょっとスポンジのようなものが引いてあるところ，そこでないと，雨の日とか，寒い日とか，炎天下の日とか，室内で待機できるところがないそうなのです。府中は本当に，室外ももちろん充実しているのですけれども，室内もすごく充実していて，スペースが広いです。子どもが走り回れるところがあって，しかも，常設で保育士さんがおられるから，悩みが相談でき，お母さん同士を先生がつなげてくださいます。本当に周りの方に見守ってもらって子育てをさせてもらえているので，私も河村さんと一緒で幸せなのです。編集の仕事もずっとやっていきたいし，母の手伝いもしたい。子どもものびのび育てたいというのが，やっぱり府中だからかなうのだと思います。現在進行形の若い保育士さんも，リタイアされた方も，皆様本当に充実した愛情を注いでくださっているまちだなと思っていて，みんなにもっと府中は最高よというのを宣伝したいのです。ほかからお嫁さんに来られた方というのは，情報を集めるのにネットが多いようですが，そういう細かいことまで載っているものがないので，そういうネットの整備や，情報を発信の手段をよくしてほしい。そして，府中は子育てにふわさしいまちというのをキャッチフレーズに宣伝すれば，ファミリー世代が府中に引っ越してきてくれて，商店も活性化して，お祭りなども，もっとたくさん若い人が帰ってきてくだされば，より楽しくできると思っています。ですから，子育てが楽しく，本当にのびのびできるまちというのをＰＲして，人を呼び込んでいきたいと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。今，府中に対する愛が飛び出していました。今日はお話の中でも子育てに関することがいろいろ多く出てきますね。宗藤さんのお話もそうだったのですけれども，最後，本当に締めくくるような，やっぱり子育てが素晴らしいまちなのだと確認させていただくようなお話でした。親にとっては本当に素晴らしいですよね。僕は東京の世田谷でも子育てをしていました。1時間千何百円とお金を払ったらあるにはあるのですが，子どもが雨の日に室内で遊べるところというのが世田谷にはなくて，渋谷の「こどもの国」のようなところまで行かないとないのです。渋谷区，新宿区，世田谷区をあわせてもそこしかないのです。そうすると，子どもは何十万人もいる中でそこしかないので，駐車場にすら入れないであきらめて帰るという感じでした。今日，こどもの国に行ったら，走り回るところが中にも外にもありますね。すごいなと僕も感じました。今，僕は広島市西区に住んでいますけれども，やはりないです。 
 （藤 井） 
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私も周りのお母さんから聞いて，やっぱり恵まれていると思っています。都会にないものがあるのです。府中は，カフェはないし，雑貨屋はないし，バーもないし，ママの大好きなランチもない。ですが，それはなくても大丈夫であって，本当に必要なことは，やはり子どもが安心できる存在が親以外にたくさんおられるということ，それはとても豊かなことだと思うのです。岡本先生もおっしゃっていましたけれども，そう思ってくださっている方がいるというのをすごく感じています。最新の塾もないし，何もないけど，そういうものは要らないと思っていて，山や川や，周りの方の愛情の思いが府中では素晴らしい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。先ほどの重森さんのお話の心のふるさとというのもそうですが，上下の持っている力というのが，すごくある。今の子育ての話も，いろいろなママが喜ぶものはないかもしれないけど，子育てにとってはいいものがあるということで，すでに持っているものでいいものをつくっていくというのが大事だなというのを改めて感じました。ありがとうございました。 
 

自由討論 

 （知 事） ということで，今日は時間いっぱい使ってしまいまして，あと 3分，4分ぐらいになりました。全体でというのはこれで締めようかなと思っているのですけれども，最後せっかくですので，何かこういうのを聞いてみたいとか，あるいは，これを言い残したので言いたいというのがあったら御発言をいただけないかと思うのですが，いかがでしょうか。皆さん十分お話になりましたか。竹内さん。 
 （竹 内）    すみません。せっかく明るい話で終わりそうになっていたところを申し訳ないのですが，どうしても今，本当に危険で切迫した状況にあるので聞いていただきたいことがあります。来年，学校を卒業する子が太鼓打ちになりたいと言っているのが何人もいるのです。いいよ，なれよと言った段階で，いわゆるニートのような状態になる。毎年，いいよ，いいよと言っていたら，

5 年，10 年しただけで，僕はニート製造器になってしまうので，一つ聞いていただきたいと思うことがあるのです。先ほども言いましたが，府中ではイベントをやるのは割と簡単なのです。皆さん協力していただけますし，場所があるので，野外でも，室外でもできます。実際多くの人に聞いていただこうと思ったときには，町中に出ますよね。大体会場は 1年前から予約がとれるので，大きな会場に予約をするときは会場前に泊まり込んで取ることもあります。そうやって頑張っているのですが，あるところで，1年前なので本当はあいているはずなのに，
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連絡を取らせていただいたときに，「県や国が行う行事が先に押さえられていくので，県に認められたアーチストが先におさえていて，1年後の 2ヵ月後も，3ヵ月後も借りることはできないよ」と言われました。全施設，全部の時間すべて埋まっていますと言われたのです。ほかの施設全部調べたのですけれども，1年後なのでそんなに埋まることはないのです。 
 （知 事） 
100％はないですよね。 
 （竹 内） ですが，僕らのような人間が電話したのでは借りることができない。地元の財産なのですけれども，海外のアーチストとか，東京のアーチストが借りることはできても，地元の人は借りることができないという状況があって，それはちょっと違うのではないかと思っています。 
 （知 事） それは大分違いますね。県が認めるアーチストというのは，どういう意味なのでしょうね。 
 （竹 内） それは私にも分かりません。そういう深い話もできずに電話だけで終わってしまったので，私にはちょっと分からないのですが，そういう状況が起こっているということを最後に付け加えさせていただきます。 
 （知 事） ありがとうございます。それはちょっとこの場では言いにくいかもしれないので，後で具体的にどこかというのはおっしゃってください。それはちょっと調べてみましょう。 
 （竹 内） よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。 はい，岡本さん。 
 （岡 本）    ありがとうございます。先ほど藤井さんが言ってくださったように，府中市が子育てのいろいろなサービズかあっていいなと言われて，本当にうれしいです。私たちも，最初，建物が古
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いとか，いろいろなことを言いましたけれども，それにもめげず子どもたちを豊かに育てていこうと，保育士は頑張っているのです。今言ってくださったあさひ児童館のリズム遊びも，実は十数年前に立ち上げたのは私なのです。それがずっと続いていることを今うれしく思っています。また，子育て中には，例えば 12時から 1時までをお休みにしますと言ったらお母さんは困りますよね。ですから，和光園の子育て支援センターはほかとは違い，先生たちをずっとフルに動かしているのです。そして，新しい取り組みとしてしようと思っているのが，チャイルドシートや，買うには高価なものを，不用になった方から何とかお願いして集めて，無料で貸し出しするコーナーを作ることです。私たちがいろいろな考えでやっていくことというのが，やはり行政の力をお借りしないと，広報などできないところもあるのですが，そのときに前例がないと言わずに協力をしてほしい。それが市民のためにとっていいことだったら，やってほしい。皆さん，本当に今日は府中を元気にさせようと思っている方がいらっしゃっています。私たちも，ここにいらっしゃる田中さんと一緒に 6年前から子どもジュニアフェスタというのをやっています。府中はものづくりのまちということで，ワンコインでいろいろな体験ができるコーナーなどをやっているのです。年に 1 日，わずか 4 時間のプログラムですけれども，ボランティアが 100人集まり，これに市内 600 人の子どもが参加するのです。そして，府中にある 3 校の高校がすべて参加してくれるのです。私たちは府中の子どもを育てていこう，そして，大人は子どもでできないところをちょっと手助けしながらいこうというスタンスでやっているのです。大人はやろうと思ったら，お金を出してでもできるけれど，子どもは自らなかなか行動できないので，子どもたちを育てていきましょうということを今，主張しています。このフェスタが，子どもたちにとっていいものになってほしい。ですから，私たち大人もこれからもっと頑張らなければいけないし，私たちも前向きにいろいろなことをやっていけたらいいなと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （岡 本） ありがとうございました。 
 

閉  会 

 （知 事） それでは，時間も過ぎましたので，これで終了させていただきたいと思います。 皆さんで一つのテーマで議論するというのも，やってみると結構おもしろいのですけれども，今回はできなくて申し訳ありませんでした。 
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長い間，活発に御意見をいただきまして，改めて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。 また，今日，傍聴に来ていただいた方も，我々喋る方は割といいのですけれども，ずっと聞いていらっしゃるので，お疲れかと思います。ありがとうございました。 冒頭に申し上げましたように，いただいた御意見は，県政に積み重ねとして反映をさせていただきたいと思っておりますので，是非よろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。 


