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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」に御参加いただきましてありがとうございます。今日は 10 名の懇談会の参加者に来ていただきまして，土曜日でお休みの方が多いのではないかと思いますけれども，こうやってお時間をいただきまして本当にありがとうございます。 また，傍聴の皆様も，たくさんの方にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。 始まる前に少しこの懇談会の趣旨をお話しさせていただきたいと思います。 私は，昨年就任をいたしましてから 11 ヶ月たったのですけれども，各市町にお伺いをしておりまして，こうやって 10 人ぐらいの方々と懇談をさせていただいております。今回が第 17 回ということであります。実は安芸郡では初めてでして，少し遠いところから始めて，だんだんとこちらに戻っているという感じです。後半戦になってきました。 我々県はどうしても市や町の行政，役所といろいろやりとりをすることが多くて，住民の皆さんと直接対話をする機会はあまりないのですけれども，是非私は直接，行政のフィルターがかからないいろいろなお話を聞かせていただきたいと思って，こういう会をやらせていただいております。 市長，町長とはまた別に行政の話をして，懇談会をやらせていただいておりまして，これもほぼ 1 年間かけて各市町を回る予定にしております。 この懇談会では，まさに直接御意見を伺い，意見交換させていただくということで，普段お感じになっていらっしゃること，思っていらっしゃることをお話いただけたらと思っております。つまり，フィルターのかからないことを伺いたいのです。そのお話の中の何か特定の課題を解決していくというよりは，皆さん感じていらっしゃることや，お考えになっていらっしゃることがいろいろありますので，そういったものを広く集めて，私はよく味噌樽という言い方をしているのですけれども，味噌樽のようにためていくと，だんだん熟成して，県政を行っていく上でのいい味付けの基礎になるようなものができていくのではないかと思っております。そういう意味も含めて，建前の話というよりは，日々感じていらっしゃることを本当にそのままおっしゃっていただければと思っておりますので，是非よろしくお願いします。 今日は町の方々もいらっしゃいますけれども，気にせず，もちろん県のスタッフもいるのですけれども，気にせず，おっしゃってください。 それから，時間配分なのですけれども，大体 90 分ぐらい，皆様お一人 5 分ずつぐらいお話をさせていただきまして，といっても何となく 10 分ぐらいかかるのですけれども，残り30 分ぐらいをとって皆さん全員で意見交換ができればと思っております。これも目安です
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ので，必ずしもこうなるわけではありませんけれども，大体そういうふうにして進めさせていただければと思っております。よろしくお願いします。  
懇  談 

 （知 事）  それでは早速，金澤さんからお願いします。  （金 澤）    私は保健師の仕事をずっとやってきた者です。熊野団地が造成された昭和 43 年に，人口急増時代に熊野町に就職しました。 
 （知 事）  町の方にですね。 
 （金 澤）  はい。町の保健師として 33 年間勤めました。その後に，県営住宅の一画に西部地域健康センターという，町が建てた建物があるのですが，そこで高齢者の介護予防事業をやってまいりました。また，県営住宅の２号館ができるときに，モデル事業ということで，緊急通報を西部地域健康センターに取り付け，やはり安否確認というものをメインとして建てられた県営住宅なのです。その中で高齢者の介護予防事業ということで，１人暮らしの高齢者の集まる場所，健康づくりをしています。 それと，子育て支援センターが併設になっておりまして，３世代交流の手助けをしています。 そして，今，介護保険の給付費とか，それから医療費とかいうものがすごく高くなっているのですけれども，やはり１人暮らしの高齢者が定期的に集まって，健康づくりをしながら，気持ちが生き生きとしてくることですごく元気になられる。介護保険を使わないで頑張るという姿勢がすごく見られるようになりまして，とにかくここが楽しいとおっしゃる方もいらっしゃいます。やはり１人でこもってしまうと，精神的にすごくうつ状態になって，いろいろな問題が起こります。中には孤老死もありますけれども，そこに定期的に来るようにすること，来られない方に連絡をとることで，この前，亡くなっておられた方を見つけることができたり。 
 （知 事）  やっぱりそうなのですか。 
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 （金 澤）  はい。他にも，普段あまり御近所とも交流がなくて，どうも様子がおかしいから見に行ってみると，中で倒れておられた，ということがこの前からしばしばありました。やはり１人の人が家の中で閉じこもるということは大変なことで，できるだけ外に出ていただいて，気持ちも明るくなっていただいて，健康づくりをしながら，また，仲間づくりをしながら活動していく場というのがあるのはすごくすばらしいことだと思っています。たとえ入院されても，本人がここに帰ってこようという気持ちで，元気になられたということがありました。 現在，私はちょっと退いているのですけれども，皆さんのボランティア活動が非常に大事なので，お願いして頼んでいた関係上，私もボランティアとしてそちらにかかわらせていただいて，健康づくりの仕事をしています。 今，介護保険のケアマネをさせてもらっているのですけれども，認知症の方に出会うことがすごく多いです。そこで，抱えていらっしゃる家族の御苦労ということが一番問題になっているので，やはり地域で支える方向で何か尽力できたらと思い，今いろいろ考えております。 
 （知 事）  ありがとうございます。熊野町は比較的，高齢化率という点ではそこまで高くない地域だと思うのですけれど。あとベッドタウンとしての性格と，ベッドタウン化する前の比較的人口がそう多くなかった時の性格と，両方の面を持っている感じがします。実際に金澤さんが福祉や介護に携わられて，都会的な孤立をしてしまうという側面と，田舎の比較的人間関係が濃いという面と，今の熊野は，どちらかというとそういう都会的な人間関係が強くなっているのでしょうか。 
 （金 澤）  東の方の旧熊野は，畑をされて，お隣同士が誰々ちゃん，誰々ちゃんと呼び合う関係で，垣根のないおつき合いをしていらっしゃるところは結構あるのですが，熊野団地はやはり県営住宅が多くて，みんなそこに育った人ではないということから周囲と疎遠になっている人が多いです。県営住宅は並んでいて，世帯がたくさんある割には，扉を閉ざしてしまったら全く隣が分からないということが問題だと思います。本人につき合う気がなかったら，１日中ものを言わなくても済む環境なのです。今，県営住宅も高齢者が多くなってきて，非常にその辺が不安です。 
 （知 事）  
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場所というか，地区によって違うということですか。 
 （金 澤）  そうです。 
 （知 事）  そういう団地，新しく開発されたところの方々は，お仕事も遠くに行かれたりして，日中もおつき合いがないし，何となくそのままお付き合いが薄いままになっているということになるのでしょうね。 
 （金 澤）  そうです。子どもがたくさんいれば，子どもを介した付き合い広がっていくのですけれども，子どもが成人して，全部町外に出てしまっている方もいらっしゃるし，そのうちに配偶者が亡くなられ，お友達も亡くなられて，だんだん孤立してしまうことが多くなっている現状です。今現在は熊野団地もお年寄りという感じではないのですが，ほとんど同世代ですので，同じように年をとっていくことになるので，やはり今後のほうが心配かなと思います。  （知 事）  なるほどね。それはよく見られる現象で，いろいろなところでありますね。広島市内のいろいろな団地でもそういうふうに，大体同世代の方が家を建てられて，みんな一緒に年をとられるから，だんだん歯抜けのようになっていく。東京でもそういうことがありますよね。そういうことが全国で起きているということですね。  （金 澤）  団地造成のときには，子どもが小学校に 1,500 人ぐらいいたのですけれども，今はもう300 人を切っていますので，子どもが少なくなって，少し活気がないかなと受け取っております。それだからこそ，やはりみんなが力を合わせて地域の連携に持っていく必要があると思います。  （知 事）  ありがとうございました。 それでは，住岡さん，お願いいたします。  （住 岡） 
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住岡でございます。私はこの町で生まれて，この町で育って，仕事は広島市内ですが，ずっと住み続けております。この年になりますと，少しでも何か町のお役に立ちたいという気持ちが生まれまして，町では社会教育委員をやっています。また，土曜子ども教室の運営，あるいは，小学校の学校委員もやっております。生涯学習活動を通して町民の皆さんが生き生きと元気で明るい社会ができればいいな，そういうことのお役に立てればと思っています。 社会教育，生涯学習などといろいろ言いますけれども，これはまちづくりにつながると思っています。今，安心・安全な社会というのが非常に言われている中で，人と人がつながって，コミュニケーションがうまくとれて，そして，安心なまち，安全なまち，ここに住みたいな，あるいはここで子育てをしたいなと思われるまちになればいいなと思いながら過ごしております。  （知 事）  ありがとうございます。同じ質問なのですけれども，熊野の子どもたち，あるいはコミュニティーは，昔から住んでいらっしゃって，都会的な部分と伝統のまちという部分と両面あると思うのですけれども，今はどんな感じで受けとめられていらっしゃいますか。  （住 岡）  昔の里の文化とか，この辺では隣保が濃い人のつながりがあるのですけれども，そういったものがかなり崩れてきていると感じておりまして，それは心配をしている部分です。先ほど金澤さんのお話にもありましたけれども，熊野団地は新しく，後から入ってこられた方がたくさんいらっしゃって，そこの雰囲気と昔からの人たちの雰囲気は少し違うかなという感じがします。 コミュニケーションがうまくとれることが大事だと思っていまして，その辺は今の時代，少し希薄になっているかなという心配をしています。  （知 事）  熊野にはまだ自然も比較的残っていますよね。ホタルもまだいますよね。  （住 岡）  そうですね。ホタルがいるところはありますね。  （知 事） 子どもたちの活動も，そういう自然豊かな部分というのはありますか。 
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（住 岡） そういってみれば，自然豊かなまちですよね。山の中の盆地ですから，非常に自然は豊かで，いつも自然に接しながら生きていると思いますね。 
 （知 事） ある意味で言うと街だし，街というのは町という意味ではなくて都会という部分と，自然の部分と，うまくミックスしているような印象を私は受けるのですけれども，やっぱりそういう感じですね。 
 （住 岡） そう思いますね。 
 （知 事） 分かりました。今，子どもたちの教育や生涯学習で，課題として感じていらっしゃることはどんなことでしょうか。 
 （住 岡）  核家族化して，おじいちゃん，おばあちゃんと一緒に住む子どもたちが減ってきた。昔は，年寄りから若い人にいろいろなことを教えていた，そういった昔からの生活習慣がだんだんなくなってきた。その中で，インターネットのようなＩＴ社会がどんどん普及し過ぎた感じがして，いわゆる人のコミュニケーションというのが，直接会ってお話しするようなものが薄れてきたのが心配だなと思います。 
 （知 事）  人と人とのコミュニケーションがちょっと薄くなった部分があるということですね。 ありがとうございます。 それでは田浦さん，お願いいたします。 
 （田 浦）    田浦と申します。緊張して，今日は上手にお話ができるか心配ですし，知事さんの宝さがしのお手伝いができるどうかも不安に感じておりますけれども，よろしくお願いいたします。 
 （知 事）  大丈夫です。よろしくお願いします。 
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 （田 浦）  私には娘が２人おります。上はもう随分大きいのですが，下の娘がこの春，中学校を卒業しました。私は年長者ということもありまして，幼稚園からずっとＰＴＡの役員を仰せつかりまして，幼稚園や学校と携わってきました。先生と親しくお話をさせていただきましたので，私にとって，役員生活は決して意味のないものではありませんでした。一般の保護者の方の中には「まあ，あんた，暇なんじゃね」，「ようやるね」と言われたこともありましたけれども，我が子がお世話になるのだから，私でもお役に立てればという思いで役を引き受け，やってまいりました。 今日は何をお話ししようか，ＰＴＡの役員をやっただけでは何もお話しすることがないかなと，いろいろ考えてみまして，我が子を通じて出会った先生のお話をしようと思います。 実は娘が中学校 1年生の時に不登校になりました。ちょっとした原因があって，その原因は解決した後も，子どもは学校へ行けなくて，自分でもなぜ学校へ行けないかというのも分からないということでした。 
 （知 事）  自分でも分からないと。 
 （田 浦）  自分でも分からないのです。どの子も一緒とは言い切れないのですが，不登校の子というのは，突然に自分でも分からず行けなくなるのだそうです。子どもは中学校に入って吹奏楽，フルートを頑張っていたのですが，フルートを吹きたくても学校に行けない。とにかくクラスに入れないのです。ですが，クラブ活動だけは行くようになりまして，夕方 4時から学校へ行って，クラブを 2時間して帰る，そういうことも繰り返していました。顧問の先生と担任の先生が同じということもありまして，すごく親身になって先生が心配してくださいました。私が役をしているおかげといいますか，その先生以外にも，皆さん声をかけてくださるのです。「あんたのとこ，どうよ」，「先生，まだこもっています」と。いろいろ，一緒に涙を流したこともありました。そうやって先生方に支えていただいたおかげで無事に中学校は卒業し，高校に無事に行くこともでき，今はアルバイトと高校生活を充実させている状況です。 そのときに出会った先生の１人が，吹奏楽の顧問であり担任の先生でもあった方なのですが，ちょうど去年の今ごろ，病気になられまして，2，3ヵ月学校をお休みされていました。「先生，早く病院に行って診てもらえばよかったのに」と言っても，その先生がおっしゃるには，「なかなか病院にも行けない」ということなのです。やはり中学校の教員は土曜日
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も日曜日もクラブ活動を指導して，夜も遅いですから，平日にお休みをいただいて病院に通ったりされるような状況で，そういう先生たちの姿を見ていましたら，教員の仕事は大変だなと思います。クラブの顧問になったりすると特に大変だなと思いまして，今日は何をお話ししたらいいかなと思ったときに，先生の大変さも皆様に知っていただけたらと思ってお話ししに来ました。お役に立てたかどうか分かりませんけれども。 
 （知 事） いや，いいお話ですよね。 
 （田 浦） ありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございます。教育のことについては，今県の中でも，一体これからどういう教育を目指していくのか，いろいろな議論をしています。例えば学力という点はもちろん親御さんが非常に求められるものですから，伸ばしていかなければいけない。また，僕も就任してからいろいろなことをやろうとしていて，例えば島での暮らしを体験すること，山での暮らしを体験すること，そういうことも大事だと思うのです。先日もちょっとイベントがあって，子どもたちが自分たちでプロジェクトをつくって，プレイパークのような公園で遊ぶイベントであったり，高校生がラジオの番組の制作を経験してみたり，そういうことをやっているのです。けれど，そういうのをやっていくと，実は先生方が大変で，これは子どもたちにいいだろうと思って我々がやると，それを受けるほうはまた大変なのですよね。 
 （田 浦） そうなのです。今，知事がおっしゃったことにすごく私は賛同するのです。小学校時代もＰＴＡの役員として子どもを何とか盛り上げようということで，学校で遊ぼうというイベントを夏休みの前にやったのです。けれど，役員は大変だったのです。だから，先生たちも大変だと思います。 
 （知 事） そうなのです。おまけに，県だけでなく市や町もやるわけです。それと，国も文部省何とかプロジェクト，とやったりして，これは現場の先生も大変だなと。 昔は，40人学級，45人学級で，僕らも 42～43人いましたけれども，今は 30人で，それでももっと丁寧にやらなければいかんということで先生の負担も増えていますし，大変
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ですよね。でも，一方でいろいろな問題を起こす先生もいて，この 2～3 日もちょっと新聞に出ていますよね。××（バツバツ）とか，後ろを向かせて授業を聞かせるとか，先生にとって負担でもあるし，先生のやることが社会的にきちんとしていないことも出ていて，非常に難しい時代になってきているというのはありますね。でも，いい先生に恵まれたということは非常にいいことですね。ＰＴＡの役員というのもなかなか大変だと思いますけれども。 
 （田 浦） １人でやるのではなくて，周りの方が支えてくださっていたからできたことだと思っています。今日この席にいるのは，そうやって支えてくださった方がいらして，推薦してくださる方がいたからここにいるのだろうなと。とてもありがたいです。今日は冥途の土産になると思っています。どうもありがとうございました。 
 （知 事） 土産にするには随分先の話で。 
 （田 浦） いやいや，こう見えてももう年をとっていますから。だから，本当に今日はとてもいいひとときを過ごさせていただきました。どうもありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございます。まだまだ時間はありますので，よろしくお願いします。 それでは，戸川さん，お願いいたします。 
 （戸 川） 戸川といいます。よろしくお願いします。僕は美術を専門に今までずっとやってきています。美術指導みたいなこともずっとやってきました。子どもからお年寄りまで様々な人と接しながらやっております。今，子どもとお年寄り，特に幼児を中心に美術指導をさせていただいています。 僕個人としていろいろ感じることはたくさんありまして，教育の問題で言うと，どうしても教育というと高校生，中学生ぐらいの教育のことは取り上げられることが多いと思うのです。ただ，美術という分野になると，それより前の教育もかなり重要なのではないかと思います。僕は職業上，就学前の子どもから，小学校，中学生，高校生，20歳ぐらいの学生にも接する機会があります。よく美術の専門学校に通う子たちの話を聞いていると，今まで思うように自分が表現できなかった，自分の気持ちを開放したいという子たちがか
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なりいます。通信制の高校に行って，そういう子たちの話を聞くと，うまく自分を表現できない子どもたちがたくさんいるのを感じています。 その中で，今は幼児を見ると，将来像が何となく見えてしまうようになったのです，僕の場合は。 
 （知 事） そうですか。 
 （戸 川） はい。いろいろな子を見ているので，多分こういうふうに育っていくなというのが見えてしまう。そう考えると，なおさら中高ではもう遅い。もっと言うと，小学校でも僕は遅いと思うのです。保育の，幼児の時期にどれだけ子どもたちにいい体験をさせるかということはとても大事なのではないかというのを痛切に感じています。しかし，現場に入ってみると，保育の先生たちの状況というのは，とてもいい教育を受けさせるような状況ではないのです。ただ１日を過ごすだけで手一杯な環境であると思います。例えば年長さんぐらいだと，ひどいところになると 30人とか 40人とかで１人の先生が見ている。こんなことは，明らかに難しいのに，そういう制限があるという話を聞いています。最低でも 20人に 1人くらいになってくるみたいですけれども，20人で 1人といっても僕は難しいと思います。その中で，けがをさせてはいけない，問題を起こすと保護者の方に何か言われる，そういうことでびくびくしてしまって，本当の保育ができていない。僕はけがなんか本当は子どものうちにたくさんしておくべきだと思っているのですが，そういうことも堂々と言えるような状況でない。そういう意味で，子育て支援というのであれば，保育の段階からもっともっと国は考えていかないといけないのではないかというのをすごく感じています。 
 （知 事） ありがとうございます。おっしゃるように，昔から言う三つ子の魂百までというのは，これは本当だと思います。確かにそのとおりでしょうね。いろいろな幼児教育の理論なり，その実践をやっているところもありますよね。そういう意味で，幼児期の教育にもっと力を入れるべきだとおっしゃる方は確かに多いと思います。 他方で，特に保育園のほうは，現実的に子どもたちを預かるというニーズを満たしていくという目的が先行しているところがあるかもしれません。 
 （戸 川） どうしても先生１人なので，子どもたち全員を見るとなると，どうしても強制的に，作
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業的になってしまうのです。そうすると，子どもたちは気持ちを開放できる時がどんどんなくなってきてしまう。そういうのがなくなったままの状態で小学校，中学校に上がっていって，いざというときにどうしていいか分からなくなってしまう。本当はその幼児期の段階でもっと開放できたほうが絶対いいはずなのですけれども，全然できていない。要はそういうところなのです。 僕は，そういうところを見ずして，それ以降の教育というのは考えられないといつも思っているのです。だから，保育とか幼稚園の先生がもっと働きやすくなるようにするべきだし，例えば給料面にしても，今，保育の中は女性ばかりなのです。でも，子どもの成長を本当に考えていくのであれば，絶対に男性，女性という割合が両方あってしかるべきだと思うのです。母性と父性というのは必ず大事だと思うので，それなのに母性ばかりに偏ってしまっている。その時点で，人間関係をつくっていく大事な時期に，女性ばかりの中にいるというのはとてももったいないと思います。なぜ男性が入って来られないのかいうと，やはり経済面でとても難しいとよく聞きます。男性が保育の仕事をずっと続けていくというのは，家庭を持ったときに，なかなか家族を養っていけないという話もよく聞きます。その辺からもっと変えていかなければいけないと思います。 
 （知 事） 幼稚園と保育園で少し状況も違う感じもしますけれども。 
 （戸 川） はい。違います。 
 （知 事） 男性の幼稚園教諭さんがいらっしゃるところもありますよね。ただ少ないですね。 
 （戸 川） 本当に少ないです。 
 （知 事） 確かにね。いや，でもおっしゃるとおりですね。今は本当に数，特に保育園の場合には数というのが課題になっていますけれども，まだそこの最低限が満たされていないので，その次までいっていないというのが確かに現状かもしれないですね。 ちなみに，戸川さんは熊野の御出身なのですか。 
 （戸 川）  



 － 12 － 

僕は呉の出身で，昔は市内に住んでいて，いろいろしていく中で，熊野に今は落ち着いているのですけれども。 
 （知 事） そうですか。熊野は，美術は盛んなのですか。 
 （戸 川） そうですね。住んでみて，いろいろ作家さんがいるというのは気づきました。僕としては，外から来た人間からすると，とても住みやすいまちだなと思っています。 
 （知 事）  どういう点が。 
 （戸 川）  地区にもよるのかもしれないですが，僕の近所の人たちは，本当に干渉しすぎず，でも，見守ってくれているという感じがします。 
 （知 事）  そうですか。うまい距離感が保てている。 
 （戸 川）  そうですね。よくみんなで食事をします。近所でちょうど 6軒並んでいるのですけれども，昨年，一昨年と 2回ほど 6軒並んでいるということで 6軒通りというイベントをやって。 
 （知 事） そういうのはめずらしいですね。 
 （戸 川） そうなのです。１日しかやっていないのですが，１日で 100人，200人ぐらいの近所の方が集まってきて。 
 （知 事） その 6軒通りに。 
 



 － 13 － 

（戸 川） そうです。すごくみんなでわいわいできるので，とてもいいまちだなと思います。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 
 （戸 川） ありがとうございました。 
 （知 事） それでは，荒谷さん，お願いいたします。 
 （荒 谷）    熊野町商工会青年部の部長をさせていただいております荒谷といいます。お願いいたします。 商工会の青年部としてお話をさせていただこうと思います。商工会の青年部はまず何をしているのかというと，目的は二つありまして，まずは自分たちの生活や会社をみんなでフォローしあって高めていこうという事で，そのための情報や金銭的な支援を商工会で用意されています。もう一つは，商工会のテーマにもなっていますが，地域振興・発展に貢献するという項目があるのです。ですが，この部分がなかなか，心にゆとりがないとできないというところがあります。そもそも僕がこの商工会の青年部に入ったきっかけというのも，熊野町には筆まつりというこの町では一番大きな祭りがあります。これは町を挙げたお祭りですので，その一つの部署を商工会青年部で盛り上げようではないかと，昔の，僕よりもっと上の青年部の方が考えまして，中学校さんのグラウンドを全部貸し切って，屋台村みたいなのをつくりまして。 
 （知 事） 商工会青年部だけで。 
 （荒 谷） そうです。そこにステージをつくって，どんどん若い方にも見に来てもらおうというふうに始めたのがきっかけと聞いているのですけれども，それをやってみないかと誘われまして，是非やらせてくださいと言って入ったのがそもそものきっかけです。 しかし，よくも悪くもいろいろな問題が顕著に出るのがこの筆まつりなのです。まず，年々規模が縮小する傾向にあります。それはやっぱり金銭的，人員的な問題がありまして，
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僕も，今頑張ってはいるつもりなのですけれども，それでも正直いうと僕の子どものころの時代の祭りの規模からすると半分くらいになっているのです。 
 （知 事） そうですか。それは予算面から見たときに。 
 （荒 谷） そうですね。 
 （知 事） 物理的にやっている場所も小さくなった。 
 （荒 谷） 物理的な，面積的な問題もありますね。昔は歩行者天国をもっと大きく広くとって，そこに屋台がびっしりと並んでいました。今は，そういう交通規制もなかなか難しいそうなので，中学校に屋台村を置かせてもらってやってはいるのですけれども，人数もそのころは，子どもの思い出ではあるのですが，もっと多かったよねという思いはあります。少しでもそのころに近づけたいという思いもあって，ボランティアで手伝いをさせていただいています。 もう一つのテーマの自分たちの商売，生活のためというところもありますので，商売をおろそかにして，そちらにばかりはできないし，自分たちのことだけよければいいのかと言えば，もちろんそういうことも考えてはないので，その辺のバランスをどういうふうに持っていったらいいだろうかということがあります。そういうのに積極的な青年部員，それから，その青年部員の例えばお父さんであるとか，そういう方の考えもそれぞれありますし，こんな御時世ですから，そんなことをしている暇はないよと。自分たちの店がどうなるか分からないのがこの御時世で，仕事を休んでやっている暇があるのかと言われるという話もよく聞きます。それに対する解決方法というのは，正直に言うとないので，そういった心の重みというのが全体的な活気のなさにつながるのではないかと思って，できる範囲ではあるのですけれども頑張っています。ひしひしと感じているのは，自分たちのゆとりが持てない限りは，ほかのことにも目を向けられないということです。これは今後におけるテーマだと考えて，日々いろいろと考えてはいるのですけれども，なかなか個人の考えで解決するものでもないので，みんなと話し合っています。しかし，バランスを取りつつという感じになるので，楽な方に，小さな方向に進んでしまっているのが残念だなと感じております。 
 



 － 15 － 

（知 事） なかなかおっしゃるように難しい問題がありますよね。昔だと，割と商圏も限られていたので，地域が盛り上がる，地域の活性化に貢献しているというのが見えると，それが巡り巡って商売につながってくる部分というのがあったと思うのです。お店の御主人がお祭りになったら焼き鳥を「こんにちは，こんにちは」と焼いていると，またそのお店に行きたくなる，そういう回転があったと思うのです。けれど，最近はもうみんな車で出かけてしまいますから，仮に「こんにちは，こんにちは」とやっていても，お店はほかのところに行ってしまう。そういうこともきっと影響してきているのではないかと思います。 今，社会全体では，例えば企業のＣＳＲとか，よく言われますよね。企業の社会的責任。それで地域に貢献していく活動をしたり，広島県などもその恩恵をいただいていて，例えば森づくりで協力していただいたり，あるいはより幅広い地域への貢献，地球温暖化問題に対する貢献など，そういうものだったりしますよね。そういうのもありながら，かたや本当の地域に密着した商工会や商店街が地域貢献をしても，それが報われにくくなっているという現状があるのかなと今，お話を聞いて思いました。 
 （荒 谷） やっぱり何となく，さっきのＩＴ社会もそうですけれども，情報が，極端に言うと世界各地どこからでも手に入るということであれば，特に全国各地のものがボタン一つで誰でも買えるということになれば，地域でお買い物をする必要もない。ということは，地域に貢献する必要もない。そこが人間関係の疎遠になるというところにもつながっているのかなと感じるところもあります。 
 （知 事） そうですよね。一筋縄でいかない課題だと思いますけれども，なかなか世の中の流れはとめられないので，インターネットのオンラインショップは禁止ですとか，なかなかそういうわけにもいきませんから，その中でどういう折り合いを付けていけるかというのを多分模索されていらっしゃるのだと思います。やっぱりそうは言っても，実はこれは商工会だけに限る問題ではなくて，町内会の役員や，地域の女性会役員のなり手，あるいは，民生委員さんのなり手など，そういう社会的な活動をされる方が減ってきている。これも，共通の問題があって，世の中が世知辛くなっているということかもしれませんが，自分の直接利害のないところになかなか関与していかないというのは増えていますよね。 やっぱり御縁といいますか，いろいろな人と人との関係の中で社会は成り立っているし，それは仕事の上でも地域の中でもそうなだと思うのです。少し広い目で見ていくとまた違うのかなと思うのですが，やはり，まさに心の余裕なのかもしれませんね。今日は午前中に花いっぱい活動の方々とお会いしまして，公民館や町役場の周辺の，花壇の手入れをボ
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ランティアでされているということで，そこに参加している方々はすごく生き生きとされていました。それは何か報酬を求めているわけでもなくて，ただ自分たちの手でまちがきれいになって，みんなが気持ちよくなるとうれしいし，自分たちのまちに対する誇りになるということでしたから，決して皆さんのつながりも捨てたものでもないと思うのです。いろいろ御苦労されていらっしゃいますけれども，商工会は地域にも貢献される重要な団体と我々も認識をして応援しておりますので，よろしくお願いします。 
 （荒 谷） ありがとうございます。 
 （知 事） ありがとうございました。 次は實森さん，お願いいたします。 
 （實 森） 實森と申します。家業を継いで，伝統的工芸品熊野筆の製造を行っております。広島県の特産品熊野筆というものは全国の約 80％のシェアがあります。 
 （知 事） 毛筆でもそうでしたか。 
 （實 森） そうですね。毛筆よりも，どうしても化粧筆のほうが増えていますけれども，毛筆もそのぐらいのシェアはあります。 現在はつくり手が高齢化していまして，また，若い人も育っていないという現状があります。 毛筆というものは，いろいろな分野で使われておりまして，芸術を生み出す道具としても重要なものではないかと思っています。後継者として日々筆を作っているわけですけれども，ただ作るばかりでは，なかなか熊野筆というものを知っていただけないということもあるのです。どんどん全国，世界へＰＲしていかないといけないと思っております。 そうした中，熊野の中で大きなイベントとしまして，筆まつりと，全国書画展，筆の日というものがあります。そこには全国から，また，外国の方も来られていますので，そういうところでＰＲをしていければと思いまして，熊野の筆のよさを分かっていただくために，実際に熊野筆を使ってもらう体験や，筆づくりの実演ということも行っております。 徐々に熊野が有名になって，熊野に足を運んでこられる方も増えてきているとは思いま
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すが，やっぱりパソコンなどの普及により，文字自体を書くことがどんどん減ってきております。筆というものもだんだん使われなくなってきているのです。日本の文化である書，毛筆で書いた字というものを継承していかないといけないのではないかと今，感じております。 また，小学校，中学校での書道教育で，どんどん書道をする時間が短くなっているような気がします。もう少し書道のよさ，筆文字のよさという日本の文化に対して教育の場でも理解していただきたいと，産地として思っております。 今，僕は身近に筆を感じていただこうと，5 年前から作っている筆のストラップと，机の上に置いても邪魔にならない小さなサイズの筆を持ってまいりました。是非知事さんに使っていただき，広島県は熊野筆といういいものがあるということを是非ＰＲをしていただければと。 
 （知 事） 分かりました。どうもありがとうございます。これは本当に書けるのですか。 
 （實 森） もちろん書けます。ストラップとしても使えますけれども，もちろん全部先のある毛でつくっておりますので。 
 （知 事） なるほど。ありがとうございます。 
 （實 森） 年賀状とかの時期にもなってきましたので，是非それを使われて。 
 （知 事） これはいいですね。 
 （實 森） その下のもいいのです。 
 （知 事） 両方いいです。これは本当に短い筆で。 
 （實 森） 
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そうです。机とかに置かれたときでも，墨と硯はちょっと用意することができなかったので，工房のほうで売っておりますので，是非。 もう一ついいですか。 
 （知 事） もちろん。 
 （實 森） 知事さん，子どもさんが生まれたとお聞きしたのですが。 
 （知 事） はい。 
 （實 森） おめでとうございます。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （實 森） 熊野には赤ちゃんの髪の毛でつくる赤ちゃん筆，胎毛筆というものがありますので，こういうものも是非つくられて，記念になると思いますので，また全国，世界へとそういうのもＰＲをしていただくと，産地としても活性化していくと思いますので，よろしくお願いいたします。 
 （知 事） はい。ありがとうございます。うちは，二番目の子どもが 4歳なのですけれども，まだ一度も髪を切ったことがないのです。 
 （實 森） 大丈夫ですよ。 
 （知 事） もう先がすれてだめかなとも思うのですけれども。 
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（實 森） そんなことないです。よろしくお願いいたします。 
 （知 事） ありがとうございます。今，僕の執務机の上にはちゃんと硯と筆がありまして，時間の関係もあり，なかなか全部筆でやるわけにはいかないのですけれども，決裁はなるべく筆でしています。また，条例を交付するときの署名も筆でしています。ずっと万年筆でやっていたのですけれども，最近はときどき筆で。その条例がある間ずっと残るかと思うと，下手なものですからちょっと恥ずかしいのですけれどもね。きっかけはやっぱり熊野との関係なのですが，そうやって墨を使って筆で書いていると，心を落ち着かせないと書けないと思うのです。筆使いはペンと違って一つ一つ，ぐにゅっとか，ぐにゃとかやらないとちゃんと字にならないので，すごく神経を使って，精神統一が図られて，いいものだなと。隣に書道部長がいるので，あまり恥ずかしい話はできないのですけれども，改めていいものだなと思いました。私はそういう芸術関係は疎いのですけれども，自分で字を書いてみると，今日も国宝展をやっていますけれども，これを書く人はどんな人なのかと思うようになりますよね。 
 （實 森） 今日もお土産をいただきましたけれども，あれは何が入っているかまだ見ていないですが，あれは多分万年筆か，ペンか何かですよね。 
 （知 事） ペンです。 
 （實 森） 是非そういうのに筆のほうも少しは扱ってもらえたらと。 
 （知 事） これですね。一つ言い訳をすると，我々のところに，よく海外のお客様がいらっしゃるのですが，海外のお客様には毛筆の筆ではないですけれども，化粧筆を差し上げることが多いです。少なくとも私１人で 100個以上は既に配っているのではないかと。 
 （實 森） その何割かは書筆のほうも。 
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（知 事） 分かりました。化粧筆はつくっておられないのですか。 
 （實 森） つくっていないです。化粧筆はどんどん売れておりますので，今度は書筆のほうも。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 
 （實 森） よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 
 （知 事） それでは，岩井さん，お願いいたします。 
 （岩 井） 私は熊野高等学校の芸術類型書道コース３年の岩井と申します。よろしくお願いいたします。 本日は私の３年間の熊野高校での活動内容をファイルにまとめてきたので，ファイルを使って紹介させていただきたいと思います。 私は中学校から書道を始めて，書道が好きで地元の熊野高校に入学しました。1 年生のころから熊野筆を使い，書を書いてきました。そして，1 年生のころから大きな賞をいただくことができました。こちらは毎日新聞主催の書き初め展で熊野町長賞をいただいたときの作品です。そして，こちらは 3年生になり，最終作品となっています。こちらは 2年次から芸術類型書道コースに入りまして，安田女子大学主催のＳ－1 グランプリで，グランプリをいただいたときの作品です。 そして，こちらは広島県高等学校書道展において優秀賞をいただいたときの作品です。こらちの作品では，今年 8月に全国大会へ行き，宮崎大会に出場しました。そして，広島県のメンバーと全国の高校生との交流を深め，書道をもっと学びたいと思いました。 そして，こちらは広島県熊野高校で行われた校内での大書の様子です。これを機に，町内の筆まつりで大書をさせていただきました。熊野の筆を使い，仲間と一緒に書の楽しさやよさを伝えることができたと思います。それが新聞にも取り上げられ，熊野町以外にも広めることができたと思います。私は大書で 1，2 年生のころは先輩方のサポートなどをしました。筆を洗ったり，練習用の大きな紙をつくったり，大変でしたが，今年やっと 3年生になり大書をすることができました。 
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最近の活動でいえば，クラシックアーチストさんが熊野町で演奏されるということで，熊野町のほうからバックステージの垂れ幕を書いてほしいと頼まれ，書きました。また，熊野高校にこのアーチストさん 3人が来校され，書を通して交流を深めることができました。 そして，私は今後大学へ進学したいと考えています。私は安田女子大学文学部書道学科に進学したいと考えています。書くことだけではなく，書を通して人とのつながりや礼儀作法を学びたいと考えています。そして，卒業後は熊野に戻り，熊野筆の書き味のよさや書の楽しさ，よさをアピールしていきたいと考えています。以上です。 
 （知 事） ありがとうございました。すごい活躍ですね。中学校から書道を始められたのですか。 
 （岩 井） はい。中学校から書道を始めました。 
 （知 事） そういう意味では，書道歴はまだ 6年ぐらいですね。 
 （岩 井） はい。 
 （知 事） 
6 年でそういうふうにうまくなるというのは，才能があるということですね。努力ですか。 
 （岩 井） 努力です。中学校のころ書道部に入って，毎日練習して，高校でも書道部に入っているので，毎日の練習の成果だと思います。 
 （知 事） 広島出身の書家と言うとどんな人が，尊敬する人はいらっしゃいますか。 
 （岩 井） 広島の書家さんでは，地元の方もすごいなと思っていますが，あまり詳しく知らないので調べていきたいと思っています。 
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 （知 事） 書道は字を書く上で当然にいろいろな文書を知らないといけないですよね。仮名であれば，いろいろな和歌だったり，あるいは漢書であれば，漢詩だったり，そういうことも勉強するのですか。 
 （岩 井） はい。2 年次から芸術類型書道コースに入って，歴史などを勉強させていただいています。 
 （知 事） 何が書いてあるか分かって書くのと，分からずに書くのとでは，やっぱり違うものですか。 
 （岩 井） はい。分かって書いていたら字にもあらわれると思います。 
 （知 事） そうすると，非常に総合的な芸術ですよね。 
 （岩 井） はい。 
 （知 事） 大変ですよね。古典は難しいし，普段触れないですから，本当に勉強しないといけないですね。 
 （岩 井） はい。 
 （知 事） 僕もそういう点が，例えば今日筆の里工房に展示してあるものでも，正直言ってほとんど読めないです。内容的にもそうだし，当然仮名文は古文で書いてあるし，漢字は漢文だから，これは相当な教養を付けていかないとやっぱり一流にはなれないというのを改めて思ったのですけれども，是非いろいろ勉強して頑張っていただきたいと思います。 
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実は，もう答えを言ってもらったのだけど，高校生の人に出席をしてもらったとき必ず聞くことがあって，社会人になっても広島県にずっと住み続けたいですかと聞くのです。今のお答えは，熊野に戻っていろいろ書のよさを極めていきたいということだから，住んでいきたいということですよね。 
 （岩 井） はい。 
 （知 事） それはどうしてですか。 
 （岩 井） 私は書道がすごく好きなので，伝統あるこの熊野で，筆の産業も盛んということで，ずっと筆のよさなどをアピールしていきたいなと思っています。 
 （知 事） なるほどね。そこには熊野が好きだという部分もあるわけですね。 
 （岩 井） はい。 
 （知 事） なるほどね。ありがとうございます。 
 （岩 井） ありがとうございました。 
 （知 事） それでは，織田さん，お願いいたします。 
 （織 田） 織田といいます。よろしくお願いいたします。今日，資料に書いていただいておりますが，川角区の自治会長，もう一つはプロジェクト三石山（みついわ），この二つについてお話をさせていただきたいと思います。 私は 73 歳なのですが，最初の 20 年ほど熊野に住まい，そして，30 年あまり東京，大
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阪を旅してきました。そして，またふるさとへ帰ってきて，今，自治会長をやっているわけです。 自治会長をしてよかったのは，ふるさとづくりができるということだと思うのです。私のふるさとである熊野に生まれて，育ち，帰ってきた。帰ってきたのは，そこにふるさとがあったからです。ふるさとには，ちょうど母親の懐のような温かさがあり，また，話ができる竹馬の友がいる。こういう点でふるさとというもののよさをしみじみ思っているのです。 そもそも川角という地区は 50～60 軒しかない小さな村だったのです。ところが，自治会長を引き受けたときには既に 300所帯になっていました。現在は 1,000所帯です。ここ
10 年，20 年の間に堰を切ったように所帯が増えている地区なのです。ということは，ここに生まれ育った子どもたちは，川角がふるさとなのですけれども，多くの大人たちは，九州であったり，あるいは四国であったり，よそがふるさとなのです。ところが，川角が終の棲家になるであろう。そして子どもにとっては川角がふるさとだと。そうすると，川角が自分達のふるさとであるという共通分母を全部の所帯の人たちに持ってもらいたい。そうすれば，ふるさとが川角でよかった，熊野でよかったということになろうかと思います。そのためにやってきたことが幾つかあるわけです。 そして最初にぶつかりました壁が，子ども会が崩壊してしまうということだったのです。 
 （知 事） 子どもはすごく増えているのに。 
 （織 田） はい。増えているのだけれども。子ども会という組織が崩壊する大きな原因がありまして，会には役員さん，会長さんというのがいますが，その役職を 5年生ないし 6年生の親が担当する。役員さんはその会の運営がうまくいって初めて誰からも文句を言われないのだけど，少しでもうまくいかなかったら，あっちこっちから何か言われると。これは一般にあることだと思うのですが。 
 （知 事） 県政でもそうです。 
 （織 田） それで，来年はいよいよ会長のなり手がいない。というのが， 5年生になるときに，親が全部子どもを辞めさせてしまうのだそうです。そうすると，会長になる人がいない。 
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（知 事） それは何で辞めさせるのですか。 
 （織 田） 
5年生，6年生になると会長をしなければならなくなるから。 
 （知 事） 親が会長になるのが嫌で，子どもを辞めさせる。 
 （織 田） はい。辞めちゃうのです。他にも会費の問題もあったようです。そういうことが分かりまして，自治会が相談を受けたのです。では，自治会で何とかしようじゃないかということで，会費については自治会で持ちましょうと。お金が要るのなら出しましょう。もう一つは，会長は自治会の役員の中で担当することにしました。これはほぼ名目だけだけれども，それによって，多くの協力を得ることができました。 もう一つが，老人会というのが各地にありますが，多くが衰退をしています。川角の場合も例外ではなかったのです。というのが，最近は風呂にも連れていってもらえないという泣き言を受けたのです。風呂というのは温泉です。旅行に，グループで行く。それはマイクロバスが温泉からでも来てくれないと，安くいけない。ところが，マイクロバスに来てもらうためには 10人，15人とまとまった人数がそろわないとだめなのです。こんな前提があり，活動が停滞していたのです。自治会長として皆さんに呼びかけたけれども，70歳の御婦人でも老人会には入らないと言うわけです。どうしてかと尋ねたら，私はまだ老人と言われたくないとおっしゃるのです。それは理解できます。それなら，名称が嫌なのかと聞くと，そうなのだと。では，名称を変えようということで，自治会便りと毎月発行している地区の機関誌があるのですが，それで名前を募集したのです。その中から選びまして，親睦会という年齢を感じさせない名称の組織にしました。そして，自治会便りで親睦会というのができたから是非入ってくれと，繰り返し，繰り返しやっているうちに，つぶれそうだった老人会が，今，150人になったのです。 
 （知 事） すごいですね。ひょっとして 50歳ぐらいの人も入ったりしているのですか。 
 （織 田） いや，やっぱり 60歳以上です。それで，桜の下で毎年総会を開き，年に 3回，4回バスに乗って，バスも 2台になるのですが，旅行に行っています。いい会にするには，あるい
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はただにするためには，といろいろ策を練る中で，今，多くの人に喜んでもらっています。それが結果として地区の絆づくり，第二のふるさとづくりになっているのではないかというふうに思っております。 もう一つが，ここに書いてある「プロジェクト三石山」と言うのですが，川角の南方に海抜 449mの小さな山があります。この山は，熊野からだったら標高 220mほどなのですけれども，この山の頂に上がりますと三つの大きな岩がありまして，その岩の上に上がると熊野七郷が一望に見渡せるのです。この熊野七郷というのは，今の川角，平谷という熊野町の中の一角，そのほかに今，呉市になっておりますあと五つの村のことです。それが
360 度の中に全部収まり，岩の上から展望できるわけです。この資産を何とか新しい住民に知ってもらおうと思いました。ところが，山に登るための道がなかったのです。それは，マツタケが最近採れない，あるいは薪が要らなくなって，道を通る人がいなくなってしまったからでした。そんな中で，毎日が日曜日でエネルギーが余っている人がたくさんいますから，その人たちに協力を呼びかけたら喜んで協力してくれまして，結局最終的には 60人ほどの人が集まりまして，ルートを開発することができたのです。たまたま新聞やＮＨＫに取り上げられまして，そうすると川角の者だけではなく，多くの町民が，三石山に登ってくれて，ああ，こんなところがあるのかと喜んでくれました。実は昨日も第四小学校の
1年生の児童 67名と一緒に登ったのですが，学校の先生も大変喜んでくれていました。そんなことでふるさとづくりということにかかわっているというのが現状でございます。 
 （知 事） ありがとうございます。織田さんはどうも動員力がおありのようで。 
 （織 田） いやいや，やはり共通分母をつくっていくということが一番重要だと思うのです。さっきのお話にもありましたけれども，いわゆる生まれ育っての隣近所と，ぽつんとやって来た者，近所との接点というのが非常に遠いのですよね。そこのところを，せっかく熊野に住んだのだから，どうしたらいいだろうかということで模索しながら続けてきた。今，それがつながってきているということです。 
 （知 事） すばらしいです。老人会にしても，子ども会にしても，確かに今，各地で活動の停滞というのが問題になって，子ども会の場合には子どもが忙しすぎたり，あとはそもそも少なくなってきていたり，老人会の場合には，どうしても老人会が高齢化するという問題があって，言い方は変ですけれども若いお年寄りがなかなか入らないという問題が起きているわけです。でも，そうやって一つ一つ丹念に織田さんが御覧になって工夫をされると，実は
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全然だめということではなくて，いろいろな可能性があるということなのだと思いますね。いいお話を聞かせていただけたと思います。 今年，県のほうでも，「ひろしま未来チャレンジビジョン」という今後 10年間のビジョンというのをつくったのですけれども，その中でのテーマの一つに，広島県づくりの主役は県民の皆様ですというのを置いているのです。つまり，これからの世の中というのは，行政が何でも課題を解決してくれるというわけではない。もちろん世の中が複雑になっているということもありますが，むしろ本当に地域を変えていく力を持っているのは住民の皆様自身である。そういう方向で進めていきたいと思っているのです。まさにその実践を教えていただけました。どうもありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。 
 （織 田） ありがとうございます。 
 （知 事） それでは，木原さん，お願いいたします。 
 （木 原） 木原と申します。小さい頃に熊野に移り住みまして，小中高とずっと熊野におりました。学生時代と，社会人になってからも一度熊野を出て，県外で働いておりました。そのときは特に熊野が嫌だとか，広島から出たいという思いがあったわけではなくて，ただ何となく県外に出ていたのですが，外で働いていますと，実家に戻るときに，やっぱり熊野に戻ると何か違うなという思いがあったのです。そうこうしているうちに，広島で仕事を探して，もう一度こっちに戻ってこようかなという気になりました。そしてこちらに戻って，今，働いているところです。 何をしているかというと，地域づくり，まちづくり関係のことをしているのですが。 
 （司 会） すみません。ちょっと木原さんに緊急のことで，中断させていただきます。 
 （知 事） 分かりました。 申し訳ありません。坊田さん，よろしくお願いします。 
 （坊 田）    
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笑顔いっぱい・花いっぱいクラブの代表をしております。先ほど知事から今朝の感想を述べられたのがすべてだと思うので，あえて語ることもないのですが，再度お話ししたいと思います。 私たちの活動のねらいや活動の内容，そして，私たちの思いを今から話させていただきます。 私たちがこの会を作ったのは，5 年前，健康で生き生きと暮らせるまちづくりということで，熊野町が「健康くまの 21」というものを作ったのがきっかけなのです。より元気に，より生き生きと暮らしたいというメンバーで会をつくったわけです。したがって，私たちの会は，健康がキーワードで，より健康に生きたい。なおかつ，地域に何らかの貢献をしたいということで，美しい，花のいっぱい咲いた熊野づくりをしようではないかということで，今，花活動を行っております。 メンバーは今現在， 60 歳から 70 歳代のまだまだ若いメンバーで，毎月第 2 と第 4 の水曜日，月に 2回活動を行っています。まだ若いですけれども，そういう活動を通しながらわいわいがやがやと日ごろの鬱憤を晴らして楽しくやっているという状況です。 本当の今の私たちの活動のねらいは，先ほど言いましたように，小さな花の種から美しい花を育てることを通して，特に心の健康と，そして，地域とのふれあいによる絆づくりをねらいにしております。 今，活動している場所なのですけれども，町民の方々が訪れる町民会館，役場，そして，老人ホームである友愛ホーム，熊野の西にあります西部健康センター，この４カ所で，四季折々の美しい花を咲かせようではないかということで活動をしております。 そして，これらの場所を多くの人が訪れて，心のやすらぎや，また笑顔で語れるような場所，そういうオアシスにしたいという思いで，美しい花をいっぱい咲かせているのが現状です。 最終的に私たちの目指すところは，このような私たちの小さな活動が，後ろ姿が，町民の方々の意識を変えて，さっき知事が言われましたように，自分たちのまちは自分たちでつくるものだという住民の主体的な行動が生まれて，本当に美しく元気な熊野づくりができればいいなということで一生懸命頑張っている状況です。 もう一点，公民館で陶芸教室を，これも 60歳から 91歳のお母さんまで 15人のメンバーでやっているのですけれども，その 91 歳のおばあさんは今もこの教室にバスで通われている。僕は素晴らしいことだと思います。こんなに元気な秘訣は何かと思うのですが，やはり趣味の世界で，若い人たちと一緒のひとときを過ごしたいという思いがあるのではないかと。よくテレビで百歳万歳というのがあるのですけれども，やっぱり皆さんこういう趣味の世界で，例えばゲートボールをやったり，絵を描いたり，花づくりをしたり，野菜づくりをしたり，趣味の世界で一生懸命頑張っておられる。長寿の秘訣は，やっぱりそういう趣味の世界で一生懸命に頑張っておられることではないかと思っています。 
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そういう年寄りの中で，毎年子ども夏休み陶芸教室というのを開いています。もう 14年ぐらい続けているのですけれども，このねらいは，子どもたちに夏休みの素晴らしい思い出づくりをしてあげようではないかということと，そして，もう一つは，物を作ることの面白さと難しさを体感してもらいたいという思いからやっています。僕ら側から見れば，子どもたちの純粋な心に触れることで，僕らのような雑念がある年寄りは，子どもの心というのはすごいなと思いますし，それで元気をもらっております。 そして，子どもたちが夏休みを終えて黒い顔をして，自分の世界に一つしかない作品を持って誇らしげに登校する姿や，教室が終わって，また来年も来るからねという一言に，やっぱり頑張らにゃいけんという思いを持ちます。そして，小さい子どもたちが将来大きくなって健全に成長してくれればいいなと思いながら，毎年陶芸教室もやっているということです。 もう一個だけお願いが，別の話なのですけれども，金澤さんは高齢者健康福祉大学校に行かれましたか。 
 （金 澤） 行っていないです。 
 （坊 田） 広島県健康福祉センターの長寿推進部というところに，広島県高齢者健康福祉大学校というのがあるのです。これは地域のリーダー，生きがいづくりや健康福祉のリーダーを養成するところなのです。これは地域活動をする上では最も意義がある学校だと思います。それでちょっと残念なのが，校長さんが知事さんなのです。 
 （知 事） 私。 
 （坊 田） そうです。 
 （知 事） それはちょっと意識がなかったかもしれません。そうでしたか。 
 （坊 田） 知事さんはまだなって間がないからですけれども，今まで入学式とか卒業式に祝辞の一言，まだみんないただいていないと言うのですけれども。 
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 （知 事） そうですか。それは僕が直接行ってということですか。 
 （坊 田） ちょっと時間が許せば，一言，卒業式のときにでもお願いしたいのです。 
 （知 事） メッセージも出ていないですか。 
 （坊 田） 代読されているだけで，やっぱり心は伝わってこないですよ。 それで，今，広島県の中で 1,400～1,500 名卒業生がいるので，ほとんどみんな頑張って地域でリーダーとして活躍しているメンバーなのですよ。せめて卒業式のときに一言，式場においでいただければいいなと，その思いです。時間が許せばということです。以上です。 
 （知 事） ありがとうございました。いろいろなテーマでお話していただいたのですけれども，いずれも地域に対して貢献されていて。地域づくりと一言で言うと何となくさらっと流れてしまうのですけれども。今日ちょっとお手伝いさせていただいたのですけれども，実際にお花を種から育てるというのは，ポットの土づくりから始まって，種を植えて，水をやってというのをずっと積み重ねていかないとできないことですよね。陶芸教室もきっとすごく準備をされて，土を買って，作業をする場所も用意されて，それで来た人皆に満足してもらうのは大変なことだと思うのです。だけど，そういう心がこもったことはみんなに伝わっていくような感じがいたします。また，先ほども出ましたけれども，自分たちがそれを作ることによる自分たちのもの感というのか，手触り感というのか，行政が何とか教室を開いて誰かに来てもらってやっても，中身は同じことができるでしょうけれども，全くそれでは心が入らないですよね。お花づくりにしても，例えば町がきれいに花を植えて，誰も町民の人が手伝わないで花壇をつくるのはできるかもしれないけれども，そうなったら，誰かが花を踏んづけていっても誰も怒らない。町長は怒るかもしれないけれども，みんな気にしない。でも，そうやって自分たちで植えたお花をもし踏まれたりしたら，みんな怒るし，やっぱりきちんときれいにしておかなければいけないと思いますよね。そういう思いが大事なのだと思うのです。 
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（坊 田） 今，5 年間続いているのですけれども，やはりモチベーションをずっと維持していくということは，やはりグループ活動というか，地域活動をする上では一番大事なことだと思うのです。いつも原点に返って，美しいまちづくりと自らの健康づくりというのを，その都度お互いに確認しあって活動していくというのが，モチベーションを維持する上では大切なのではないかという気持ちがしています。 
 （知 事） 市民の皆さんにそうやっていろいろな形で活躍していただくことは大切ですよね。特に高齢者の方，会社の仕事から引退をされても皆さんお元気ですよね。70歳になっても老人と言われるのは嫌だというのは，当たり前だと思うのです。お元気ですからね。是非そういう力も社会に役立てていただくということが，これから人口が減っていく中で，労働力をカバーしていくための非常に大事な手段だと思います。そういった力を，別に仕事をしてお金儲けをするということではなくても，社会的な方面で付加価値を付けていただくというのは非常に重要です。そういう意味では一石三鳥ぐらいにも感じられます。高齢者の方々のまさにモチベーション，やりがいになるし，地域を愛する心は強くなる。行政から言ったら，同じことをするにもお金がかからないという，あまりそう言うと怒られるのですけれども，一石三鳥だと思うのです。 
 （坊 田） ある意味，熊野も少子高齢化のまちなのです。高齢化も相当進んでいると思うのです。 
 （知 事） いや，熊野はまだですよ。 
 （坊 田） 県と同じぐらいですかね。 
 （知 事） 県は 24％ぐらいだと思います。熊野は 20％ですから。 
 （坊 田） まだ 20％ですか。そうですか。 
 （知 事） 
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よそに行ったら 40％程度に，なっていますから。 
 （坊 田） とにかく高齢社会に入ると，活力，活性が失われてきますよね。まちの元気がなくなる。こういう地域づくりを通して，そういう活気あるまち，活力あるまちをつくるというのは大切なことになってくると思うのです。 
 （知 事） それはおっしゃるとおりです。だから，老人会でなくて，親睦会というのは正しいのです。老人にしてはいかんのです。ただ会社で働いていないというだけで，いつまでも現役なのだということですよね。 ありがとうございます。 
 （司 会） 先ほどは失礼いたしました。木原さんにおかれましては，緊急に帰らないといけない用事ができまして，先ほどお帰りになられました。懇談中，大変申し訳ございませんでしたと，是非皆様によろしくお伝えくださいということで御伝言をいただいております。 
 （知 事） ありがとうございました。木原さんもせっかくいいお話を聞けそうで，まさにおっしゃっていただいている途中で大変残念でしたけれども，またの機会に，ということにしたいと思います。どうもありがとうございました。 
 

自由討論 

 （知 事） 今日はあと 20 分ほど時間がありますので，全員でお話をさせていただければと思います。一つ質問をしてよろしいですか。私は熊野出身ではないという方は何名いらっしゃいますか。3 名いらっしゃる。傍聴席にもたくさんいらっしゃいますね。木原さんは分かりませんけれども，今日は 9人中 3人，3分の 1が出身ではない。戸川さんは呉ですよね。田浦さんもそうでしたか。 
 （田 浦） 父親が転勤族なので，県内をあっちこっちと。最終的に海田から参りました。 
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（知 事） 金澤さんは。 
 （金 澤） 呉市です。 
 （知 事） 私のイメージは，実は今日は熊野出身でない人の方が多いかと思っていたのです。熊野は僕の子どものころのイメージではちょっと都市部から離れたところ，と言うと怒られてしまいますね。でも，そこに筆という特産物を中心に，きゅっとコミュニティーがあるという印象でした。実は私の仲人が熊野出身で，そういうイメージだったのですけれども，見る間に発展して，人口が増えていって，きっと新住民と旧住民の争いがあるに違いないとか思ったのです。私は五日市だったものですから，五日市は新住民と旧住民の争いがあって，最後は合併をするかしないかというので議会で発煙筒をたいたりして大変だったのです。熊野は新旧の交流具合はどうですか。 
 （金 澤） 私は，熊野団地ができたときに入ってきたのです。それと，仕事が保健師なので，まず取っかかりが身元調査から始まりまして，地域の皆さんを知ることができて，受け入れていただけました。おかげさまで年数を重ねて，皆さんすごく支援してくださって，今，ボランティア活動をしているのも，お世話になったのをお返ししたいという気持ちで。 
 （知 事） なるほど。そういう意味では，温かく迎え入れていただいたということですね。 
 （金 澤） はい。 
 （知 事） ほかの方はいかがですか。あまり意識しない感じですか。織田さん。 
 （織 田） 私のところは，私が自治会長になったときに，既に川角地区の中に 130所帯の一つの団地が，川角自治会ではない団地があったのです。本来だったら川角自治会に自然に入っていてよかったはずですよね。私がいないときのことではあるので分かりませんが，きっと
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原因は旧来の地元，旧意識の強いメンバーと，新しく入ってきた人たち，これは概して 30代，せいぜい 40 代前半の血気盛んなメンバー，これの対立だったのだと思うのです。それで一緒にならなかった。ですが，私が自治会長になったときに，熊野町からの斡旋もあって一緒になりました。形の上では一緒になった。それだけでは意味がありません。それを打破して，心から融合するためにどうしたかというと，さっきちょっと触れましたが，共通分母をつくらないといけない。川角の歴史や地理は，その人たちはほとんど御存じないことですから，そういうことから解きほどいていきながら，自治会便りだとか，あるいは，もう一つはお祭りをするお宮があります。そこでのお祭りを盛大にする。 あるいは地区の出身で坊田かずまという童謡作曲家がいるのですが，この顕彰碑をつくるときに寄附を求めたのです。するとほとんどの方が，たとえ 500 円だろうと，1,000 円だろうと，出していただけた。それで一体感を構築することができた。それが一つ。 
 （知 事） おれがやったという気持ちが出てくると，一体感が出てくる。 
 （織 田） はい。来月 3日が川角の祭りで，さっきのぼりを立ててきたところですが，数百名，700名から 800 名の人が集まってくれる。このときには，子どもにみこしを引かせると，100人余る子どもがみこしを引きます。おじいちゃん，おばあちゃんが広島から，あるいは，よそからカメラを持って追っかけてきてくれる。そしてみんながふるさとをつくってくれている。その協力を求めるのは，それぞれの地区のとりまとめみたいな人を探して，それがうまく活動してくれているということだと思います。 
 （知 事） なるほど。そういう努力もあって，うまく交わり合っているということなのでしょうか。 今日は実は記者さんたちも県庁の記者クラブから来ていらっしゃるのです。普通はどこか違う支所から来るのですが，それだけ熊野が広島とのつながりが強いところだと思うのです。そういう中で，新しい住民の方も増えていて，よく新興ベッドタウンという表現をしますが，それだとあまりふるさと感というのがなくて，単なる都会の一部という雰囲気ですよね。けれども熊野の場合にはふるさと感があるように思うのです。やっぱりそうお感じになりますか。私はお話を聞いていて，広島でもないし，呉でもないし，熊野というふるさと感があるように感じたのですけれども，岩井さん，どうですか。さっき広島というか，熊野に戻りたいと言ったじゃないですか。やっぱりこの熊野がふるさとだという感じがするのですか。 
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（岩 井） はい。筆まつりなどの地域行事で，子どもから大人までの交流もたくさんあって，温かいなと感じています。 
 （知 事） なるほど。筆というのも一つのキーワードなのですかね。 實森さん，いかがですか。 
 （實 森） 僕は，大学だけはよそに出たのですけれども，そこでどうしようかと思ったときに，熊野に帰って後を継いでしっかり継承していこうという気持ちになりました。なぜかと言われると，なぜなのだろうというところですが，ちょっと不思議な感じです。僕の友達にしても，熊野を好きな人が多いです。なぜかと言われたら，やはり生まれ育ったから心地いいのかもしれません。 
 （知 事） 熊野のどこがお好きですか。 
 （實 森） やっぱり筆があるところ，地場産業がしっかりとあるというところ，方向性があるというか，まとまっている気がします。 
 （知 事） 自分のふるさとが何で好きなのですかというのはやぼな質問ですね。女の子に君が好きだと言って，どこが好きかと聞き返されて困るようなもので。ふるさとはやはり生まれたところだから好きなのですけれども，でも，きっと何かあると思うのです。 荒谷さんはいかがですか。荒谷さん御自身は熊野のお生まれなのだけれども，御両親は。 
 （荒 谷） 父親は熊野で，母親は黒瀬です。 
 （知 事） 代々熊野におられる。 
 （荒 谷） 
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そうですね。父方のほうがずっと代々熊野ですから。 
 （知 事） 熊野の魅力というのはどういうところなのでしょう。 
 （荒 谷） ほどよく田舎なところではないかと思います。それでいて，広島までそんなに遠いわけでもない。電車を乗り継いで何時間というわけではなく，1 時間もかからず車で行けますので，それであれば，自分の住むところは静かな方がいいと思いますので，ちょうどいいところだと思います。 
 （知 事） なるほどね。暮らしをするには静かで，なおかつ便利さもあって，筆という中心的なシンボルもある。そういうことですかね。アイデンティティーという言葉がありますよね。自分が何者かという自己同一性というか，日本語にすると余計に分からなくなりますが，それがしっかりあるような感じですね。 ありがとうございました。大変ヒントになる話だと思います。やっぱり各地で地域づくりに苦労していますけれども，何か核になるものを持っているということは非常に大事なのかなと思います。熊野はもう何百年と続いている筆というものがあり，もちろん筆に携わっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますけれども，必ずしも携わっていなくても，やっぱり心のよりどころになるというところがあるのでしょうね。 実は今日も午前中，熊野町内の視察に行きまして，４箇所お伺いしたのですけれども，花いっぱい活動以外は全部筆関係だったのです。やっぱりたくさんあるのだなと思いました。ありがとうございます。 まだ若干時間がありますので，せっかくですので，何か御質問とか，これをちょっと聞いてみたい，あるいは，しゃべった中で言い残したことがある，これは言っておきたいということがあったらお話しいただければと思いますけれども，織田さん。 
 （織 田） 今，グリーンサロンという組織をつくりまして，35所帯で，活躍してくれているのですけれども，これは社会福祉協議会という組織の活動の一環として進めております。これはいわゆる休耕田が荒廃する。近所の人が大変迷惑をしている。ですが，田んぼを一般の人が借りるということは，今，法律の上では許されておりません。それで，何とかして町民の方々に休耕田を活用していただけないだろうかと考えました。結果として，耕作するのではないという名目のもとに，そこを管理してもらう人を募りまして，花を植えてもいい
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よ，野菜を植えてもいいよ。しかし，ここの 30 ㎡は草を生やしてはいけないよ。虫を発生させてはいけないよということでやったら，大変みな喜んで新鮮な野菜をつくってくれているのです。 今，法律では，たしか行政が土地を活用する，あるいは農協が活用する以外には許されていない。ところが，市民農園のような形であるならば，グループ，例えば自治会がやれるようにして，それを広報したらいかがかなと。多くの人が，朝から晩までとは言いませんけれども，畑の中で楽しんでいます。親子の，あるいは近所の絆にもなっている。これらを私の地区だけではなくて，広島中に広げていってもらう一つのきっかけになればと思って，提案いたします。 
 （知 事） ありがとうございます。それは農地法の問題だと思いますけれども，そこまで厳しかったかな。各地で実際にそういう市民農園みたいなのをやっていらっしゃるところはありまして，田んぼだけではなくて，休耕地がそのままだともったいない。あるいはおっしゃるように荒れてしまうということでやっているところはありますね。近隣の方だけではなくて，都会の人にもそれをやってもらう。わざわざ週末に来て，普段土いじりができないですから，都会の皆さんにやっていただいて，喜びを感じてもらうとともに，荒れた土地を減らしていくという取組をやっていらっしゃるところは結構ありますけれども，それに関する規制はどこまで厳しかったかというのは，私も今，不勉強なのでよく分かりませんが，御趣旨は理解いたしました。ありがとうございます。 ほかはどなたかありますか。住岡さん，お願いします。 
 （住 岡） 先ほどから皆さんのお話を伺って，まちづくりは人づくりから始まると思いました。お金をかけずにまちづくりをするには，生涯学習が非常に大事ではないかと思っているのです。地域の連帯をつくって，いつまでも活動的に動けば，健康でお医者さんにかからないですし，いいところがいっぱいあります。これからどんどんやっていかなければいけないことだと思うのですが，大事だと思う割には，学校教育と社会教育に分けたときに，社会教育に対する予算が非常に少ないですよね。地域と一体となってまちづくりをするために，その辺のところにもう少し目を向けていただきたいと感じています。これはお願いです。 
 （知 事） ありがとうございます。社会教育系ももちろんたくさんやっています。職業訓練という意味での社会教育というのもいっぱいやっています。もちろん学校教育は全員が受けますからすごく予算が使われておりますし，実際大きいです。実は学校の外での教育費もそこ
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そこ使っています。合計すると全部でどれぐらいありますかね。10億円単位でありますよね。もちろん学校教育の場合には，何と言っても先生が 2万人ぐらいいるので，この人件費だけでも何千億円も使っていますから，それとはおっしゃるように比べものにはならないですけれども，御趣旨はよく分かりました。ありがとうございます。 ほかにどなたかいらっしゃいますか。どうぞ。 
 （金 澤） 知事さんが育児休業をとられたということで，非常にすてきだなと思いました。 今，主任児童委員をしているのですけれども，個人情報保護法の関係で，なかなか情報が入らず，とても立ち入りにくいところもあります。学校は学校で情報を外に出すということができない。不登校が多いなど，子どもさんに関する問題というのはちょこちょこ聞くのですけれども，なかなか情報が入ってこないのですごく仕事がやりにくいです。私たちも保育所を訪問し，学校からもできるだけ顔の見える存在でいようということで訪問させてもらっているのですが，今，本当にやりにくい。いろいろな事件が起こっておりますよね。働きやすい環境というか，そういうふうなものがほしいと思っております。 
 （知 事） 分かりました。これは僕もちょっとおかしいと思っているのですが，どう手直ししていいのか分からないところもあるのです。個人情報保護法について言えば，明らかに本末転倒なところがたくさんあります。国も言っているのです。おかしいと。受け取るほうが過敏になって，その運用を必要以上に厳しくしている部分もあるのです。だから，これは本当に悩ましいのです。おっしゃるように，それがために，例えば救えるものを救えなくなるのは本当に意味がないですから，それはまた我々がいろいろ進めていく中でもちゃんと考慮しながらやっていきたいと思います。ありがとうございました。 
 

閉  会 

 （知 事） それでは，時間になりましたので，この辺で締めさせていただきたいと思います。 改めまして，今日は長い時間，本当にありがとうございました。2時間にわたるセッションでございました。いろいろな御意見をいただいて，また今日はいろいろいいお話も聞かせていただいて感謝しております。 冒頭申し上げましたように，いろいろな地域でいろいろな御意見があり，本当に多様なのですけれども，このお話を我々の糧として，もちろん私だけではなくて，県庁のスタッフもたくさん来ていますので，これからの県政に役立たせていただければと思っておりま
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す。引き続き皆さんそれぞれの活動の中で頑張っていただきたいと思いますし，県政にも関心を持っていただいて，御理解を賜ればありがたいと思います。 また，傍聴の皆様も本当に長い時間，ありがとうございました。この会，いつも思うのは，我々はしゃべるからまだいいのです。ずっと座って傍聴されるのは本当に大変だと思うのですけれども，ずっと 2時間おつき合いいただいて感謝しております。 行政は，遠いものではなくて本当はすごく身近なものなのです。特に地方自治体の行政というのはそういうものです。皆さんが少しでもこうして地域づくりや行政に関心を持っていただくことがよりよい地域をつくる。先ほど申し上げましたけれども，自分たちが地域をつくっていく。それが一番大きな力だと思いますので，引き続き御関心を持っていただきたいと思います。今，県庁でもいろいろな情報を発信しておりまして，ホームページにもいろいろ出しております。実は今日のこの会もインターネットでライブ放送しているのです。ですから，ほかの地域のものも，こんなところでこんなこともやられている，というのも御覧いただけますので，また見ていただければありがたいと思います。 改めまして，今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。 
 


