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開  会 

 （知事（湯﨑）） こんにちは。今日は県政知事懇談「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。 まず，土曜日でお休みの方も多いと思いますが，懇談会のメンバーとして 10 名の方に御参加いただいておりまして，本当にありがとうございます。 そして，会場の皆様も，やはりこうやって御参加いただきまして本当にありがとうございます。 この懇談会を始める前に，少し私のほうから趣旨を御説明させていただきたいと思います。実は今日は 20 回目で，この 1 年間回ってきたのですけれども，県内各市町，こういう形で 10 名ずつぐらいの市民の方にお集まりいただいて意見交換をさせていただいております。県内には 23 市町あるのですが，20 番目ということでちょっと後ろのほうになって大変恐縮なのですけれども。これで何をやっているかといいますと，我々県にいますと，市や町の行政の方とお話をする機会はたくさんあるのですけれども，住民の方とはなかなかお話をする機会が少ないので，こうやってお話をさせていただくことによって，皆さんが普段どんなことを感じておられるかということを直接知っていたきいということであります。個別の具体的な問題とか課題について解決していきましょうというよりは，どんなことをお感じになっているのか，それを知るということがこの会の趣旨であり，そうしたことが大事なことだと思っております。そういう意味で，普段お感じのとおりのこと，お考えのとおりのことを忌憚なくおっしゃっていただきたいと思っています。もちろん県の関係者もいますし，町の関係の方もいらっしゃるのですが，あまり気にせず，おっしゃっていただくのが一番いいと思っています。 そうやっていろいろな方の意見をお伺いして，それがだんだんとたまっていくと，それなりに一つのベースになっていく。私はいつもこの会で味噌樽と言っているのですが，いろいろな材料を入れて，しばらくためておくと，いい味噌ができるわけです。この味噌を県政につけて，県政の基本的な味としていく，そういうふうに考えています。 実は行政とは，市長，町長と，これも忌憚のない意見交換をしましょうというのをやっていまして，これも大体県内全域を 1 年かけてやっています。 住民の皆様からは行政のフィルターのかからない御意見をいただいて，行政のほうは，行政の視点からの意見をいただく。そういうことを全体として県政の基礎にしていきたいと思っている次第でございます。 20 回目ですから，延べ 200 人ぐらいの方の御意見をいただいております。そういう趣旨でございますので，今日は是非よろしくお願いいたします。 時間的には長くなりますので，よろしくおつき合いください。お飲み物とかは御自由に
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途中でお飲みください。 進め方としては，まず最初の 1 時間半ほどお一人ずつ意見をおっしゃっていただいて，合計 2 時間ありますので，最後の 30 分，時間があれば全員で意見交換をさせていただくというスタイルをとっております。ただ，これも 30 分という時間が延びたり縮んだりしますので，そこはあまり気にせずにやっていただきたいと思います。大体最初の御発言は 5 分ぐらいにしていただくと，うまくいくかなと思っておりますので，よろしくお願いいたします。  
懇  談 

 （知 事）  それでは早速始めたいと思います。では，浅野さんからお願いいたします。  （浅 野） 子育て支援のボランティアをしています子育て支援サークル「ぱおぱお」の浅野です。 
 （知 事）  先ほどは失礼いたしました。ありがとうございました。 
 （浅 野）  ありがとうございました。私たちの団体は，2002 年 12 月に活動を始めて 8 年になりました。今，ボランティアは 12名で活動しています。主に 0歳から 3歳，まだ保育園や幼稚園に通っていないお子さんとお母さん，御家族の方を対象に大きく二つの活動をしています。 一つは，先ほど御覧になった子育てオープンスペースです。これは毎月 1 回だけなのですけれども，ここのロビーで，子どもたちが安全に遊びながら，お母さんたちが交流できる場をつくっています。 二つ目に，年に一度のイベントで，「さかっこまつり」というのをやっています。今年は 9 月にしたのですけれども，このイベントは，坂町内の子育て支援に携わる団体やサークルに協力していただいて，「みんなで子育て」をテーマに開催しています。子どもが楽しめるいろいろな遊びをしたり，ミニクラシックコンサートを招いたり，各地域にいらっしゃいます民生委員さんと工作をして一緒に遊ぶコーナーを設けたり，保健師さんによる育児相談や体重測定，あと栄養士さんの食育コーナーなど，そういった形でたくさんの人に来てもらってやっています。坂町にはこんな子育て支援があるよという情報をパネルで紹介しています。昼食のスペースもつくって，１日中楽しめ



 － 3 － 

るイベントとして，今年は 123家族，225名の参加があって，大盛況でした。 この二つの活動をするために，費用がかかりますので，私たちはフリーマーケットをして，その収益で活動をしています。 
 （知 事）  なるほどね。フリーマーケットは別途やられているのですか。 
 （浅 野）  別で活動しています。坂町の文化祭というのが毎年 1回あるのですけれども，そこに出店させてもらって，スタッフが近所の人とかいろいろな人に声をかけて，不用品をもらって，それを売って，その費用で活動しています。 こういった活動で，一人で子育てをしているお母さんたちが一歩外へ，社会に出て，地域との交流や仲間づくりができるようなスペースであったり，イベントであったりということをやっています。 こういったことでママたちが育児不安やストレスを解消して，虐待の防止につながっていって，子どもたちがすくすく育っていく環境や家庭になることを目指しています。大きいことは言えないですけれども，そんな感じです。 今後なのですけれども，オープンスペースについては毎月 20 組ぐらいの親子で，とてもにぎやかなので，回数を増やして，例えば土曜日や日曜日にパパのためのオープンスペースだとか，仕事をしているママのためのオープンスペースとか，そういったのもできたらいいなと思っています。「さかっこまつり」については，まだ連携がとれていない団体が町内にありますので，そういったところも深めていきたいと思っています。 ですけれども，スタッフがほぼ全員，不景気ということもあって，パートとかの仕事をしながら，仕事と家事と育児とボランティアという感じで。 
 （知 事）  
4役で大変ですね。 
 （浅 野）  はい。ほんの少しのあいた時間を割いて活動していますので，なかなか活動の発展というのが難しくて，仕事ではなくボランティアなので，無理なく楽しめる範囲でこれからも活動していこうと思っているところです。以上です。 
 （知 事）  ありがとうございます。浅野さんは，ぱおぱおができた当初からかかわっておられるの
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ですか。 
 （浅 野）  私は 2代目です。起ち上げてはないのですけれども，この子の上に小学校 3年生の子どもがいて，ぱおぱおにお世話になった利用者です。それで，すごくお世話になったので役に立ちたいと。 
 （知 事）  恩返しではないですけれども，貢献したいということで。 
 （浅 野）  はい。それでスタッフに入りました。 
 （知 事）  すばらしいですね。ありがとうございます。ごめんなさい。何くんでしたか。 
 （浅 野）  ひさとです。 
 （知 事）  ひさとくん，これまでで最年少参加者です。 今のお話ですと，さかっこまつりにはほかの団体の皆さんもいらっしゃるということなのですけれども，ぱおぱおのほかにもこういうサークルは幾つかあるのですか。 
 （浅 野）  一つだけなのですけれども，もう一つ，育児サークルがちょっと発展したような感じの子育て支援サークル「アミーゴキッズ」というのがあります。この方たちはオープンスペースではなくて，親子遊びを設定して，月に 2回ほど活動しておられます。そこと協力しあってやっています。 
 （知 事）  これをやっていてよかったなとか，いいなと思うことはどんなことですか。 
 （浅 野）  子どもたちの笑顔を見るのが私はすごく，ああ，やっていてよかったなと感じます。 
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 （知 事）  やっぱり子どもたちが一番ですよね。ママ同士が助かるというか，そういうことはどうでしょうか。 
 （浅 野）  ママ同士も，確かに引っ越してきて間がなくて，しかも，パパが出張で何日も家をあけていて，来ていきなりだーっとトークを始めた方が前におられました。 
 （知 事）  一人だと，赤ちゃんとだと全然会話が成り立たないから，大人と何日も話していませんということが起きるのですよね。 
 （浅 野）  そうなのです。私は３日ぶりですという感じで話すお母さんがいらして，ずっと聞いてあげていたのですけれども，すっきりして帰られて，話をしなかったら本当に耳が詰まるようになると言っておられましたので，そういった点でもオープンスペースなどで声を出すということはいいことなのではないかと思います。 
 （知 事）  オープンスペースで知り合ったお母さん同士がそれ以外に一緒にランチを食べに行ったり，そういうこともあるのですか。 
 （浅 野）  よく聞きます。お家に遊びに行ったりだとか，一緒に公園に行ったりだとか，動物園に行ったりだとか，そういうふうな話はよく聞きます。 
 （知 事）  そうやって人のネットワークが広がっていくという感じですね。 
 （浅 野）  はい。 
 （知 事）  フリーマーケットで御自身たちの資金調達もやられているというのはすばらしいと思う
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のですけれども。 
 （浅 野）  正直しんどいですけれども。 
 （知 事）  フリーマーケットはフリーマーケットで楽しいのではないかと思いますけれども，小さい子がいると大変ですね。 
 （浅 野）  はい。楽しいです。8 年目，9 年目ということで，おかげさまで地域にも根付いてきまして，フリーマーケットをしていると，年配の方たちが「私，この子たちの活動好きなのよ。おつりは要らないわ」とか言ってくれたり，そういうコミュニケーションもとれるところがうれしいなと思っているのです。もちろん値切られる場合もありますけれども，でも，だんだんおつりは要らないという人も来てくださって。 
 （知 事）  お子さんの要らなくなったものとかも交換したりとか。 
 （浅 野）  そうです。 
 （知 事）  それは役に立ちますね。ちなみに，町内には，今のアミーゴキッズというのがあるということなのですけれども，ほかの町とか近隣の地域，坂町だと安芸郡の他町も物理的に近いところにあると思うのですけれども，そういうところと連携してみようという動きはありますか。 
  （浅 野）  今は考えてないですけれども，そうですよね。 
 （知 事）  してくださいという意味ではないのです。そういうのはどう思われるかなと思って。 
 （浅 野）  
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今はいっぱいいっぱいで，なかなか。 
 （知 事）  なるほどね。幾つか子育てサークルみたいなのもあるし，あとは行政が運営をしているスペースみたいなのもありますよね。そういういろいろなところと，いろいろなやり方をやっていらっしゃるところがあるので，お互いを知るのもいいかなと思ったのです。ありがとうございました。マイクは通っていなかったけれども，一言言ってもらいましたね。ひさとくん，ありがとうございます。 
 （浅 野）  ありがとうございました。 
 （知 事）  それでは，車地さん，お願いいたします。 
 （車 地）  坂中学校ＰＴＡの会長をさせていただいております車地です。特に活動ということはないのですけれども，地域に根ざして，かわいがっていただく生徒，それから保護者と行政も含めてですけれども，三民一体となって子どもたちを支援していきながら，成長させていきたいと考えております。 特に今年度から，坂中学校が不登校防止の指定校になりました。その中で，中学校の先生方に非常によくしていただいていて，当初は 17～18人，中学校だけで 10人近く不登校がいたのですけれども，その中で全く来られないのが 2名ぐらいおられて，不登校の人たちが行けるスペースが職員室の隣にあるのですけれども，その中に 7～8人いたのです。1年間やってくる中で，今はほとんど教室に帰れたという状態で。 
 （知 事）  教室に登校できるようになったということですね。 
 （車 地）  はい。教室に入れるようになったということを含めて，かなり先生方のおかげで，子どもたちも一生懸命中に入ってこれたかなというところもあります。 それと，去年から文武両道を，特に坂町については行政の支援，坂町の支援なのですけれども，特にクラブ活動についてものすごく力を与えてくれまして，予算等も付けていただきました。クラブ活動で全国大会に行くし，勉強のほうでも，県の事業についても，2
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～3 年前はかなり平均点も悪かったのですけれども，平均点がかなり上がってきて，上位クラス，上位のトップクラスぐらいまで上がってきています。 
 （知 事）  県内ですか。 
 （車 地）  県内です。そういったことを含めて，先生方，保護者もそうです。それから行政のおかげによって，今，広島県でも誇れる中学校になったと思っております。 それと，自分は中学校なのですけれども，坂町には四つの学校があります。坂・横・小屋と言うのですけれども，小屋浦，横浜，坂，小学校が三つです。それと中学校ということで，それぞれ特性を持った地域活動をして，かなり地元の人にかわいがっていただいているのではなかろうかと思っております。ですから，自信を持って皆さんに見ていただける学校であると思っているところです。 
 （知 事）  ありがとうございます。そうなのです。坂町は中学校が一つなので，大体皆さん町内全域からこの中学校に集まってこられるということで，中学校が例えば地域の活動とかコミュニティーの核になっているという面はありますか。 
 （車 地）  そうですね。中学校もなのですけれども，特に横浜については，小学校もあわせて地域の祭りとか，そういったことに参加をしております。 それと，特に中学校となると，一つになるというので，それぞれの特徴が坂・横・小屋とあるのです。山っ子，浜っ子，そういった地域によってあるのですけれども，なかなかお母さん方も一つになるのに時間がかかるというようなことがあるのです。小学校の時代に一緒にいたのですけれども，その 3校が一緒になるというと，少し遠目で，半年あまりかかるような感じです。小さな町ですけれども，そういった特徴もあると思います。それを一つにする方法はどうだろうかと，学校の校長先生とかと話をしています。保護者，特に行事についてもお父さん方がほとんど参加しなくなってしまうのです。小学校のときはわりとお父さん，お母さん，両方出席していただけるのですけれども，中学になると，お父さんが，ほとんどと言っていいほど協力がなく，学校任せになっているのかなというところがちょっと心配なので，その辺も学校と我々ＰＴＡで，お父さんを学校に寄せたいということで考えているのですけれども。 
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（知 事）  
1 校だから，運動会だとか文化祭みたいなのがあると，町全体が集まってくるような感じになるわけですよね。そういう中で学校がそうやって教育に力を入れて，不登校の人たちも減って，というふうになってくれると，とても頼もしい感じがいたしますね。 
 （車 地）  そうですね。会長 2年目なのですけれども，坂小学校でも会長をさせていただいて，授業，勉強についても本当に力を入れていただいて，力もついてきましたし，そういった楽しい，よそから見学にも来ていただくような状況です。何年か前はちょっと元気な子がたくさんいたのですけれども，少し落ち着いてきたかなというところはあります。 
 （知 事）  なるほど。ちなみに，今年，私はロサンゼルスの広島県人会 100周年に行ったのですけれども，あれは中学生ですよね。坂中の子たち。あれもすばらしいなと。みんないい経験になるだろうと思ったのです。 
 （車 地）  校長先生をはじめ，この前は北海道のほうにそういったのがあって，機会を通じて全国，世界へ出て行くようなことも踏まえて教育をされているようです。 
 （知 事）  今年，県の 10 年後を見据えた「ひろしま未来チャレンジビジョン」というのをつくりまして，この中に，グローバルな感覚を持った人材の育成という項目を入れているのです。これから否応なしに日本がもう一回グローバルになっていくだろうと思うのです。特にアジアの国々がどんどん大きくなって，世界に打って出ていますから，我々もそういったアジアの国といろいろな形でおつき合いをしなければいけない。中国とかいろいろなことでもめたりもしていますけれども，両面ありますよね。その中で，子どもたちもグローバルになっていくというか，世界のことを知る，理解することが重要になってきます。別に世界に出て行って何かの仕事をしていくということとは限らなくて，広島にいてもおつき合いは増えるわけですから，相手との違いを理解する，あるいは，相手と合わせることができるとか，そういうグローバルな感覚を持った子どもたちを育てるのが大きな課題だと思っており，それを一つの柱に据えています。そういうのも含めて，今，坂中学校でいろいろな活動があるのは頼もしいなという感じがいたします。ありがとうございます。 それでは，小澤さん，よろしくお願いします。 
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（小 澤）    よろしくお願いいたします。私は今年度 4月から来年 3月までの 1年の任期で，開園 2年目の横浜若竹保育園の保護者会の会長をしております。開園 2年目と申しますのは，その前までは坂町立の横浜保育所でした。それが民営化されて私立の保育園にかわりました。昨年度は 1年目ということもあって，保護者からいろいろな意見が出ていまして，私もその一人だったのですけれども，今年度は私も中に入ってみて，先生方とよりコミュニケーションを交わすことによって，保護者同士の意見交換がもっと活発にできて，保護者と園とがもっと深いつながりが持てるよう，その協力ができたらなと思って，今年度保護者会長を引き受けた次第です。 特に何か取り組みをしているというわけではないのですけれども，実際，保護者からの意見をより多く聞く立場になって感じていることは，横浜若竹保育園は割と広い地域から子どもが通園しています。現在園には 185名の子どもたちが通っております。この経済状況で，未満児，3歳以下の 0，1，2歳児の子どもさんを預けられるお母さんが特に増えてきていると感じます。私は主婦で，月に数回絵手紙の講師をしているのですけれども，ずっと働いているわけではないのですが。また，ずっと働いていらっしゃるお母さんは意見がいろいろあると思うのですけれども，私の目から見ると，横浜若竹保育園がある横浜地区というのは，割と古くからの地域ですので，子どもたちもどこどこのおばちゃんとか，根付いているのですけれども，私が住んでいるこの平成ヶ浜地区というのは，本当にこの数年で一気に人口が増えた，大部分が子育て世代で。 
 （知 事）  新しいですからね。 
 （小 澤）  そうです。各地から新しく引っ越してきたという感じで，同じ保育園に通っていながらも，横浜に古くから住居がある地区のお子さんと，この新しい平成ヶ浜から行く子どもたち，保護者間で，少し考え方が違うところがあるように思います。 これを解消していくには，園を通して，保育園が子どもたちだけではなくて，保護者にとっても活発に意見交換ができて交流できる，そういった場であってほしいなという思いがあります。園長先生をはじめ，先生方とこの地域性の違う世帯が集まる場所だから，それに向けて何かできないかというのを日々感じているところです。 先ほど中学校のお話でも出ましたけれども，今，横浜若竹保育園にいる子どもたちは大部分が横浜小学校へ行きます。今度は坂中学校へというふうに，本当に小さいとき，この初めての集団生活を行っている場がずっと続いていくわけです。  
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（知 事）  そうですね。9年近くね。保育園からあわせると 10 何年ですね。  （小 澤）  そうです。長いつながりになると思うので，子どもたちだけではなくて，保護者も同じです。  （知 事）  確かにね。子どもたちが同じということは，親も同じということですね。  （小 澤）  親も同じですので，やっぱりこのスタートの集団生活，保育園での出会いは，保護者にとってもすごく大切なところだと実感しています。私も 3 年半前に坂町に引っ越してきて，まだまだ浅いのですけれども，全く坂町のことは知らなくて，今，いろいろなことをお伺いして，そうなんだと初めて知ることもたくさんあります。そういった新しい人の意見だとか，思いだとか，そういうのを出せる場があって，また，これからの坂町の発展につながっていけたらなと思っております。  （知 事）  ありがとうございます。そういう意味では，坂は広島に近いということがあって，人の出入りはわりと大きいところだと思うのですけれども，新旧の皆さんの交流具合というか，話しやすいとか，話しにくいとか，そういうところはいかがですか。  （小 澤）  私はこのすぐ近所に住んでいるのですけれども，この辺に住んでいるお母さん方は私と同じ時期に引っ越してきて，同じ保育園とか，同じ年ごろの子どもさんを持っているお母さんたちなので，がっちりそこでスクラムはできているような感じはします。また，横浜は横浜で，古くからこれは当たり前のこと，これはこうすればいいと，昔からの流れがあって。  （知 事） 違うコミュニティーというか，横と縦の関係があるのですね。 
 （小 澤） なので，全くそこに溝があるというわけではないのですけれども，やはり横浜では当た
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り前のことが私たち，新たに加わった者からしたら「えっ」というようなこともいろいろあります。坂ってそうなんだということもあるし，横浜の古くからいらっしゃる方から見たら，「そんなささいなことを疑問に思うのか」というようなことが私たちには引っかかる部分だったり，本当にいろいろなささいなことがあります。それが保育園という場を通して，保護者が，子どもたちだけでなく，もちろん子どもたちが一番なのですけれども，子どもたちの場だけではない保護者のそういうつながりが持てる場というのを意識して，保育園がそういう場であったらいいなという話は出ます。 
 （知 事） でも，いいことというか，保育園というのは，ある意味でそういうつながりができる場なので，そこで，そういう違いがあるということを意識されると，そこからどうしていこうかという問題意識も生まれますよね。そういうのが全くなくて，いきなりぶつかったりするよりは，特に子どもたちという，みんな子どもたちのことを思っていますから，共通の接点ではないですけれども，そういうのがあるところから始まるといいような気がしますね。 
 （小 澤） それは思います。 
 （知 事） コミュニティーのことまで考えてもらってすばらしいです。 
 （小 澤）  みんな我が子が一番なのですけれども，それを超えて，我が子を通じてという意味で，そういうところまでちょっと思いが広がっています。 
 （知 事）  ちなみに，民営化というのはどうですか。 
 （小 澤）  私が引っ越してくる 3年半前，上の子が 6歳で年長なのですけれども，入園する 1年前に坂町に引っ越してきたのですが，そのときには子どもが通う町立の保育所が民営化になるということは決まっておりました。それは入ってきて知ったのですけれども，子どもが年少のときには坂町立横浜保育所に通い，年中にかわるときから現在の保育園になったので，昔の町立のことは実際よく分からないです。年少でしたので，泣く子どもを連れて行
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くのが精一杯で，あの 1年がどうだったかというのは分からないのですけれども，よくなったことはたくさんあると思います。行事などにしても，これまでは町立でしたので本当に地域に根付いた子どもたちと地域の方々との行事というのがすごく多かったのですけれども，それは今でも引き続き行われております。それに加えて今の私立の園の特性を生かした新しい行事というのも加わってきていますので，子どもの行事は増えたように感じております。昨年度はちょっと子どもも親もまだ慣れない，手探りの部分があったような感じはするのですけれども，今年は割とがっちり。 
 （知 事）  これからだんだんとね。 
 （小 澤）  はい。新しい園ですので，またつくっていけるのではないかと感じております。 
 （知 事）  なるほど。ありがとうございました。 それでは，谷さん，お願いします。 
 （ 谷 ）    今回の坂町成人式の実行委員長をやらせてもらっています谷です。よろしくお願いします。 委員長と言っても，式のスケジュールに対してのリハーサルをしたり，そういうところで活動しているのですが，やっぱり町の成人式ということで，一番違うと思うのは，大学の友達とか，高校の友達とかと話していても，町でやる地区と市でやる地区があって，市のほうがどうしても高校の友達とか集まって大勢で盛り上がれるというイメージが僕の中でもあるのです。それを町でやるというので，いいことは何かと言ったら，市だったら大勢過ぎて，中学の友達だけではなくて高校の友達，大学の友達とばらばらになってしまうところが，町だと，大学で県外に行ってなかなか会うことができない友達，中学の友達，小学校で中学受験した友達とか，そういう小さいですけれども，この地域で頑張ってきた友達と一緒に行事を盛り上げていけることだと思っています。人数は少ないですけれど，逆にそういうふうに思っています。 
 （知 事） ちなみに，1学年何人ぐらいいたのですか。 
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（ 谷 ）  今回だけで 100人ぐらいです。少ないので。 
 （知 事） それは，今度成人になる人たちが 100人ぐらい。 
 （ 谷 ） そうです。 
 （知 事） 中学でいうと 2クラスですか，3クラスですか，今。 
 （車 地） 現在は 3クラスか 4クラスです。 
 （ 谷 ） 僕たちのときは 3クラスでした。 
 （知 事） 
100人ちょっとだったわけですね。 
 （ 谷 ） そうです。一つの小学校から 1クラスずつで。 僕たちは成人になるので，今は成人式のことに対してしか活動していないですけれども，さっきＰＴＡ会長の方が言われた，クラブ活動に力を入れているというところが，僕としてはうれしかったところです。僕が小学校，中学生のときにクラブ活動に対してすごく積極的に取り組んでいて，地域の大人の方々にコーチとか監督をしてもらって活動してきたので，これから僕たちがコーチとかになって，どんどん下の子たちに教えていくことができれば，また，だんだん地域が活性化してくる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。そうすると，谷さんは，生まれてからか分かりませんけれども，小学校，中学校と，高校は外として，ずっと坂に住んでいるということですね。 
 （ 谷 ） 
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そうですね。保育所のときからずっと。特に僕は保育所も 0歳から入ったというふうに聞いているので，多分ずっとお世話になっています。 
 （知 事） それこそ，小さいときからの友達とずっと十何年一緒にいたわけですよね。小学校も 1クラスだったら，6年間みんな一緒なわけですね。 
 （ 谷 ）  そうですね。 
 （知 事） 中学も 3クラスだと，みんな顔が見えるよね。 
 （ 谷 ） そうですね。 
 （知 事）  それはどうでしたか。楽しかったですか。 
 （ 谷 ）  はい。やっぱりずっと一緒に行けるというのは楽しかったのですけれども，その中でも保育所から小学校，小学校から中学校とかわっていくたびに，僕は男ですけれども，女の子と差ができてきて，中学校ではほかの小学校の人たちと一緒になって，そこでまた小学校のときになかったいじめも出てきたりして，寂しかったです。僕の妹が中学校にいるのですけれども，いじめのことはちょくちょく聞くので，さっき中学校自体はすごくよくなっているというのを聞いたので，どうしていじめはなくならないのかなというのが気になったところです。 
 （知 事）  なかなか現実としては難しいところがありますよね。もちろんいじめを減らすのは大事だと思いますけれども，そういう対象になった子どもたちを周りのみんながどうやってサポートしてあげるかというのも大事ですよね。 
 （ 谷 ）  そこを妹にも，「おまえがどうにかしてやることはできんのか」というふうに言ったら，
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やっぱりどうしてもいじめる子に対して「やめんさいや」ということは中学校の思春期のころ，僕も分かるのですけれども，そのころにはどうしても，逆にいじめられるという部分もありますし，そこは大人が手助けすることになる部分でもあるのかなと。 
 （知 事） そうですね。なかなか子ども同士というのは，難しいですよね。そういう関係になってしまうこともあるので，やっぱり周りの大人や，谷さんみたいにお兄ちゃんでそうやって気にしている人がいるのが，多分一番いいですよね。そういう人が増えれば増えるほど，いい環境になっていくと思います。 今も坂町に住んでいるんですよね。 
 （ 谷 ） はい。そうです。 
 （知 事） これからもずっと坂に住みたいと思いますか。 
 （ 谷 ） はい。思います。 
 （知 事） それはどうしてですか。 
 （ 谷 ） ずっとお世話になってきたし，僕自身，さっきも言ったけれどもクラブ活動とかで坂中学校で活躍して，坂が有名になればいいなというふうに思っています。なので，自分の子どもにもスポーツとかさせたいですし，そういったところで坂にどんどん貢献してくれればうれしいので。 
 （知 事） なるほどね。自分の大好きで誇りもあるふるさとだから，そこに自分も貢献して，ますますよくなるといいなということですね。 
 （ 谷 ） はい。 
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 （知 事） ありがとうございます。今日は高校生がいない代わりに，小さい子がいたのですけれども，高校生がいると，進学とか就職のときに広島を出たいか，出たくないかという質問をするのです。今日は大学生の谷さんにお聞きしました。 これまでに高校生に聞いてきた結果は，7対 7の五分五分なのです。いたいという人と，外に出たいという人と分かれていまして，僕の仕事はこの割合をいかに変えるかだと思っているのですけれども，今日の谷さんはカウントしていいですね。8 対 7 でちょっと勝っているということで。ありがとうございました。 成人式も頑張ってくださいね。もうすぐですね。今から大変ですね。 
 （ 谷 ） すぐです。あとはリハーサルだけなので，どれだけいいものにできるか。 
 （知 事） いい成人式になるように頑張ってください。 
 （ 谷 ） ありがとうございます。 
 （知 事） ありがとうございます。 では，林さん，お願いいたします。 
 （ 林 ） 今日，このように私のような一般人が知事と直接お話ができると思うと，夢のようでございます。 
 （知 事） いやいや，ありがとうございます。先ほどもありがとうございました。 
 （ 林 ）    いえ。昔でしたら，命がけの直訴でもしないと，とてもお話ができないのではないかと思いますが，今日はありがとうございました。 私は坂町文化協会の会長を仰せつかっておりまして，また，先ほど知事に私たちの練習
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風景を御覧いただきましたけれども，100 年以上続いております雅楽の会の代表と，それから，もっと古い江戸時代から続いております獅子舞保存会の代表をしております林と申します。よろしくお願いします。 私たち文化芸能に携わっている者は，技術の向上というのは必須でありまして，目標でございます。しかし，今ごろ私が感じるのが，後継者問題です。少子高齢化といいましょうか，先ほど知事のほうからも出ましたけれども，周りに若者が少なくなるという状況でありまして，教えたくても子どもがいない。そして，高齢化して脱退するという形で，なかなか継続していくのが難しい状態ではなかろうかと思っております。 県のほうから県文連のほうに御援助いただきまして，毎年「けんみん文化祭」に参加させていただいております。また，坂町におきましても，町長以下，行政のほうにも御理解をいただいて，御援助いただいている次第でございます。ありがたいことです。 しかし，昨今よく耳にしますのが，事業仕分けのことでございます。その中では，こういう文化というのは一番に対象に上がるのではなかろうかと，私はそういうふうな危惧をしているわけでございます。確かにこの文化というのは，腹は足らんのです。おなかがいっぱいになることはありません。しかし，私はいつも思うのですが，私たちが生きていく上で必要なビタミン剤だろうと考えております。そのためには，私たちがとにかく連携しながら，協力しあって，今をとにかく大事にしていこう。そして，自分たちだけではなく，皆さんと一緒に喜んだり，楽しんだり，感動を覚えるように，本当にビタミン剤的な存在にしていかなければ，とてもではないが存続しないだろうと，このように考えている次第です。今後とも，ひとつ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。 ちなみに，会場の方で御存じない方がいらっしゃるので，先ほど私がお邪魔させていただいたのは，雅楽の伝承会と言えばよろしいですか。 
 （ 林 ） はい。 
 （知 事） 先ほど行って驚いたのは，若い方が結構いらっしゃることでした。若い方がいらっしゃるというか，本当に幅広かったですね。若い大学生から高齢の方まで，満遍なくいらっしゃる感じで，そういう意味では，後継者不足とおっしゃっていましたけれども。 
 （ 林 ） 
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今，声かけをしまして，とにかく拒まないということで，興味のある方は来てくださいということで声をかけまして，そのおかげで，全然勉強したこともない，雅楽の雅の字も知らんのじゃが，いいでしょうかというような方も来ていただいて，そういう方が続いているというような状態であります。先日も広島市にお住まいの方から電話がありまして，練習したいのですが，教えていただけますかというようなことがございました。どうぞ来てくださいというようなことで，ありがたいことだと思っております。 小学校から来てくれた子どももおりまして，そういうこと一つ一つが今日になったのではないかと思うのです。昔ははっきり言いまして老人ばかりでした。 
 （知 事） そうなのですか。だんだん変わってきたということですね。 
 （ 林 ） はい。それと，先ほども知事に報告いたしましたけれども，ああいう公民館で練習して，オープンにしていくということが功を奏したのではないかと思います。それまではほとんど身内でしたから，よそから興味があっても入れないと。練習しているから来てくれと言っても，いやいやとなっていました。それはそうですよね。個人の家で練習するわけですから，なかなか行きづらかったということです。 
 （知 事） 気を使ってね。 
 （ 林 ） はい。前の会長がそういうふうな提案をしてやってくれましたので，今日があるなと喜んでおります。 
 （知 事） いろいろな地域の活動の中で，女性会，あるいは商工会などがある中で，大抵高齢化していて，若い人が参画しないというのがどこでも共通の悩みなのですけれども，そういう意味ではこの雅正会は何か鍵のようなものがあるのかなと思うのです。もちろん公民館でやられるとか，幅広く受け入れる姿勢というところもそうなのだと思うのですけれども，そういう意味では貴重な若者たちの参画なので是非大事にしていただければと思います。 
 （ 林 ） そうですね。東儀秀樹という方のおかげで，雅楽が非常にメジャーになり，一般化され
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まして，興味を持たれる方が多くなりました。私どもにも質問等が来るような感じで，非常にありがたいことだと思っております。 もう一つ言わせてもらえれば，獅子舞がございます。江戸時代から続いているのですが，毎年子どもたちに，小学校の 3年生から 6年生まで，笛や太鼓を教えまして，祭りのほうもさせているのですが，これに子どもたちがいなくなりまして。 
 （知 事） それは，参加をしなくなるということですか。 
 （ 林 ） 子ども自体が少ないです。地区にもよるのですが，平成ヶ浜とか，下のほうは結構多いです。先ほども報告がございましたが，たくさんおられるのです。が，私は山手の方なものですから，私どもの地区は子どもたちが少なくなって，子どもに教えたくても教えられないと言いましょうか，そういうふうな状況だったのです。今日まで女人禁制と言いましょうか，男の子だけでやるというのが定説でありましたが，実は今年から，女性，女の子を参加させてくれないかと役員会とかお宮にお願いしまして。 
 （知 事） いかがでしたか。 

 （ 林 ） いいのではなかろうかと。しかし，ほかの地区の代表者と話をしたときに，いや，私はそういうことはできんと。わしはようせんと言われましたけれども，しかし，そこの地区も苦労されているみたいなのです。ですから，どうするかということを地区，地区で考えておられるみたいですが，私は思い切ってやろうということで，今年から一緒に，小学校の女の子に来てくれということで始めました。これがいいかどうか分からないですが。 
 （知 事） 私はいいことだと思います。先駆者はいろいろ御苦労されるので，私もいろいろ苦労しました，実際に。 
 （ 林 ） これも時代ですから，絶やすことがいけないことですから。 
 （知 事） 
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そうですね。社会全体でも，今，少子高齢化で人口が減ってきて，それこそ働き手がどんどん減っている中で，女性が結婚して子どもが生まれると仕事を辞められるということがあって，それは大きな社会損失なのです。これからは，いろいろな考え方があると思うのですけれども，相撲の土俵には絶対女性は上らないとか，いろいろありますけれども，できるところはそうやって女性が参画するということが大事なことだと私は思います。すばらしいです。 
 （ 林 ） うまくいけばいいのですけれども，とにかくやってみようということで。 
 （知 事） 頑張ってください。 
 （ 林 ） はい。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，向井さん，お願いいたします。 
 （向 井）    坂町漁業協同組合に所属しております向井でございます。よろしくお願いします。 水産業の近況ということで，ちょっと話をさせてもらえればと思います。年寄りがだんだん多くなって，組合員も減ってきて，大変な時期ではあるのですが，今，魚食普及と魚価安定のために青年層を中心に毎月 1週と 3週に朝市を開催して，皆さんに魚を食べてもらうという普及努力をしているところです。 
 （知 事） それは，どちらでやられているのですか。 
 （向 井） 漁業組合のところに，漁業基地というのがあるのです。そこで開催しております。 
4 月からやっているのですが，最初はどうでしょうかと言っていたのですが，何とかやりよるというのが現状です。これもどんどん続いてうまくいってくれればいいというのが私らの希望です。 
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それで，これからの組合の取り組みで，若い人が，今言うように稚魚の放流と藻場の育成，そういうのを計画して，県のほうにも御支援をいただいきたいと，こういう具合に思っております。 それと，漁業基地，森山漁業基地建設，当時立派なのをつくってもらったのですが，現在，北新地に大型船の出入りが多くなって，カキ業者の人が作業をするのに非常に困難だということなのです。これからの計画予定にある波止場を早急につくっていただいたらどうじゃろうかというのをお願いします。甚だ短いのですが，よろしくということです。 
 （知 事） ありがとうございます。坂は広島市の隣ですね。そういう意味では漁業の継続は大変ではないかと思うのですけれども。今朝はカキ打ち場にも行かせていただいて，皆さん一生懸命カキを打たれているところを拝見させていただいたのですけれども，逆に近いので，今の朝市なども，広島市から人が来られたらにぎわいそうな感じがしますね。 
 （向 井） どんどん発展していったらいいのですが，何せ青年層 10 人ぐらいでやっているものですから，それが 15 人ぐらいになってくれればいいと思うのですが，なかなかこれも今すぐということにはいきませんね。 
 （知 事） 今，組合員の方は何名ぐらいいらっしゃるのですか。 
 （向 井） 
34名です。 
 （知 事） 若者がやっていらっしゃるのですけれども，若者に限ることはないですよね。 
 （向 井） いいえ。それはもう，古いと難しいです。解体で魚を売ったりするというのは。 
 （知 事） 「いらっしゃいませ」とか言ってやるのですか。 
 （向 井） 
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あれはできんです。 
 （知 事） それはやらんでもええんじゃないですか。渋く。 
 （向 井） 私も 50 年やっておりますが，若い人が一生懸命やってくれるのがうれしゅうて，何とかこれでもっていくのではないかと願っているようなことです。 
 （知 事） なるほど。今，農業が盛んなところは，農産物を農家の方が直接持ってこられて，軽トラ市と言ってされていますが，そういう産地に近いというのは結構消費者の方に受けますから，是非元気を出して頑張っていただければと思います。 
 （向 井） 頑張っていきます。よろしく。 
 （知 事） ありがとうございました。 それでは，井上さん，お願いいたします。 
 （井 上） 坂町住民福祉連絡協議会の会長を仰せつかっております井上でございます。よろしくお願いします。 坂町では 17 地区住民福祉協議会，要するに自治会がありまして，その中の一つ，坂町の東南に位置しております浜宮地区住民福祉協議会の会長も仰せつかっております。私の地区は比較的平坦なところにありまして，近代，住宅がどんどん建ちました。平成に入りまして，平成 22 年 1 月現在で 757 世帯，人口が約 2,000 人，坂町では二番目のマンモス地区になっております。特徴としては，マンション，アパート，一戸建て住宅等が，平成に入ってどんどん建てられまして，昭和 62年に 51戸の県営住宅，それとあわせて約 300世帯新築，要するに新しい方が入ってこられました。 そういうことで，今，一生懸命地区住民協としては，新しく来られた方が坂町に来てよかったなと，そういうように言っていただくために非常に苦労しているわけですが，いろいろな行事を通じて，役員になっていただいたり，積極的に行事に参加していただいたりということから地域になじんでいただくように今，努力しております。 
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行事としては，運動会とか，グラウンドゴルフ大会，河川・公園・遊歩道の清掃，盆踊り，秋祭り，ソフトボール大会，亥の子，とんど，夜間パトロール等々の活動をいたしております。 
 （知 事） 盛りだくさんで，忙しそうですね。 
 （井 上） 結構忙しいですが，多数の参加をいただいてやっているわけです。恐らく 17 地区，どこも同じような活動をされているのではないかと思います。 人口，世帯はわりと多いのですけれども，参加者がいずこも同じように少ないわけです。一生懸命役員になっていただいたり，勧誘して行事に参加してもらったりしているのですが，子どもが出ないと親が出ないというようなことがあります。一つ成功した例としましては，グラウンドゴルフ大会というのを盛んに行っているわけですが，今までは大人だけにしていたのです。これを小学校 4年生から参加するということにしますと，うちの地区は，小学生が 160名，坂小の約半数がうちの地区から通っているのです。子どもが多いものですから，そうすると，親も一緒について出てくれるというようなことで，子どもに参加資格を与えたら増えたという例があります。 それと，行事の参加を増やした例が，盆踊りです。これも新しい人がなかなか出てこなくて，もとは地の人が踊っていたわけです。地区で初盆の方が毎年 7～8 人いらっしゃるのですが，最近，盆踊りの会場で開始前に，写真を祭壇に飾って，地区の古い人にお経をあげていただいております。その人の子供らには来ていただいて，盆踊り参加者が増えたということです。この二つは参加が増えたというようなことです。 どこの地区も同じ悩みでしょうが，行事に参加者が少ないというのに今，頭を痛めている現状でございます。大体そういうところです。 
 （知 事） ありがとうございます。おっしゃるように地域の活動の担い手というのはどんどん，県内どこでも減っていらっしゃいますよね。さっきの文化伝承の担い手も含めてそうなのですけれども，単純に少子高齢化という話だけではない部分もありますよね。坂町は比較的少子高齢化のペースは遅いほうですけれども，それでもやっぱりそういう問題というのはありますね。自治会，あるいは社会福祉協議会のなり手とか，なかなか皆さんの関心の多様化，あるいは，皆さんすごく忙しくされているために，減ってしまっているという現実がありますね。いろいろ御苦労を本当にされると思うのですけれども，お伺いすると，参加を増やすように取り組まれていて，引き続き頑張っていただきたいです。先ほどの小澤
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さんと逆のお立場なのですが，やっぱり新旧住民の方の違いというのを感じられることがありますか。 
 （井 上） ありますね。こういう例がありました。新しく一戸建てを建てられまして，住民協に入ってくださいと言いますと，よそでその世話をしたくないからこっちにかわってきたのだという方がいらっしゃったのです。極端な例ですが，こういう考えの人もおられるのだなと，ショックを受けたわけです。 
 （知 事） 逆に坂はある意味でいうと都会ですから，そういう人のつながりはなるべく薄くしたいという人は多いのかもしれないですね。 
 （井 上） そういう行事を通じて，いつも町長が言っているのですが，親から子へ，子から孫へと，ずっと住んでよかったという町にしたいというのに協力したいと思っております。 
 （知 事） ありがとうございます。また引き続き頑張っていただければと思います。 
 （井 上） はい。 
 （知 事） それでは，奧廻さん，お願いいたします。 
 （奧 廻） 知事，ようこそ坂町においでくださいました。お会いできて大変光栄でございます。よろしくお願いいたします。 
 （知 事） ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 
 （奧 廻）    私は，坂町女性会連絡協議会の代表でもあり，坂地区の女性会議の代表もしております。
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この坂町の女性会の連絡協議会について少しお話をさせていただきます。 昭和 53 年 7 月に起ち上げまして現在に至っております。坂町には三つの女性会があります。私が住んでいるところは坂本郷なのですけれども，それに加え，横浜地区は横浜女性会，小屋浦は小屋浦女性会，住民協の女性部があるのです。この三つの団体で構成されているのが坂町女性会連絡協議会です。 活動内容といたしましては，女性の自立と社会参画を推進することで，行政と連携いたしまして，町の行事に取り組んでおります。主な内容は，坂町の消防団と一体となりまして，消防団の出初め式に婦人防火クラブといたしまして女性で華を咲かせて参加させていただいております。 次に，青少年育成坂町民会議，これは昭和 59 年に第 1 回が発足いたしまして，あいさつパレード，住民の皆さんとパレードを行っております。「挨拶は 人より先に 私から」をスローガンに，ずっとやらせていただいております。それに関連いたしまして，毎月第 3日曜日，家庭の日と定められておりますので，坂の町民会議では啓発活動といたしまして，
7 月の海の日に親子水鉄砲つくり等々をやって，それにそうめん流しなどをしまして，毎年 160人程度の参加者がございます。子どもたちはお父さん，お母さんと一緒の行事参加なので，１日とてもよい顔をしてくれています。帰るときには，「おばちゃん，また来年も同じことしてよ。僕たち来るから」と，そういう笑顔に励まされて，また来年頑張らなきゃという気持ちで取り組んでおります。 次に，坂町の敬老会がございます。坂町では 75 歳以上の招待者が 1,800 人弱おられるのです。その人たちの敬老会の行事のお手伝いもさせていただいております。 ベイマラソン大会，悠々ウォーキングですね。ベイマラソン大会の第 1 回大会は平成 3年に行われまして，今回で 20回目でした。ついこの間の 11月にさせていただいたのですけれども，この大会には坂町の名産カキを使ってカキ雑炊をランナーの皆さんに無料でふるまっております。このカキ雑炊を今年も食べに来たよと言われる，みんなその笑顔が見たくて一生懸命つくっております。ちなみに毎年 3,000食を用意させていただいております。 
 （知 事） 
3,000食，それだけ参加されるということなのですね。 
 （奧 廻） そうです。知事も是非来年，お子様をお連れになって，私たちがつくりますカキ雑炊を食べていただければ。 
 （知 事） 
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ありがとうございます。カキ雑炊だけでもいいのですか。 
 （奧 廻） いいです。知事だったら特別に。お待ち申しております。 第 1回大会は，これは平成 3年にやったのですけれども，100名ぐらいで。 
 （知 事） そうですか。では，どんどん増えていったのですね。 
 （奧 廻） 増えております。今年度は 2,000人弱だったと思うのですけれども，盛大に行っております。 
 （知 事） 今，マラソンはブームですから。平和マラソンもありますね。あれも今年 1万 2,000人で，過去最も多かった参加人数で。 
 （奧 廻） 是非是非来年は。11月の第 3日曜日と決まっておりますので，御参加をお願いいたします。 
 （知 事） 恐れ入ります。 
 （奧 廻） 以上の 4点が主な活動内容なのですけれども，私たちはそれ以外に女性の向上を図るためにいろいろな講演とか講座，環境問題等々に取り組んでおります。そして，子どもたちの安全，安心，声かけを毎月第 3火曜日の子どもたちの下校時間にあわせまして，町内一斉に 1時間半から 2時間かけましてキャンペーンを行っております。子どもたちの防犯の関係もございましてやらせていただいております。これに関連しまして，交通安全のほうも頑張っております。 もう一つ，私たちが重きを置いているのは，他県との交流です。坂町との姉妹町であります島根県川本町女性会の皆さんと年に 1 回，相互において 60 名程度で，情報交換として女性交流会を行っております。知事も御存じかと思いますけれども，姉妹町の発足は昭和 61年で，私たち女性交流会の発足は次の年の 62年が 1回目で，ずっと現在に至ってお
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ります。非常に有意義な場となっております。 その他いろいろな活動がありますけれども，行政との連携を図り，坂町発展のために女性会一丸となって動いております。 現在，皆さんもおっしゃっていますが，後継者問題に一番頭を悩ませております。ちなみに，私たち女性会，平均年齢が 65 歳ぐらいで，若い人たちが入会してくれることを期待しつつ，私たち女性会が元気に，明るく，地域で活動していく姿をみんなが見てくれて，そういうことが若い人たちの刺激になってくれればと思っております。 今のところ，私たちもいろいろありますけれども，長くなりますのでこの辺で。 
 （知 事） ありがとうございます。お伺いしていると，リストがどんどん増えていって，大変な活動をされているなと思ったのですけれども，きっと町長も大変喜んでおられるのではないかと思います。今の後継者，若い女性がなかなか参加しないという。 
 （奧 廻） 今，若い方はほとんど働いていらっしゃいますので。 
 （知 事） やっぱりそこが一番ネックなのでしょうかね。 
 （奧 廻） そうなのです。何とかむち打って私たちが頑張ろうと。女性が頑張っていないと，元気な坂町になれないからねというのをみんなで口ずさみながら，一生懸命頑張っているところです。 
 （知 事） 一面女性の社会参画という観点から言うと，まさに働いておられるというのはいいことなので，一長一短ではないですけれども，あちら立てればこちら立たずと言いますか。でも，奧廻さんのような方が頑張っておられるときっと大丈夫ですから。 
 （奧 廻） 元気だけは取り柄でございますので，頑張っていきます。ありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございます。 
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それでは，久保さん，お願いいたします。 
 （久 保）    久保といいます。現在は，坂町老人クラブ連合会の会長をさせていただいております。これと同時に，地区のほうの老人会の会長もやっておりまして，地区のほうと両方あるのですが，今日はざらっと連合会のほうのことを紹介させてもらいまして，地区の取り組みについても申させてもらいたいと思います。 老人連合会は，坂町に 27 の老人会がありまして，それをひっくるめて連合会というふうにしております。 
 （知 事） 自治会と同じ数あるのですか。 
 （久 保） 自治会は 17で。 
 （知 事） では，それよりか随分多いのですね。 
 （久 保） ええ。地区によって，2組あるところがあったりしますので，それだけあります。 老人会ですから，みんな年寄りなのですが，65歳以上の人に入ってもらっています。それより若い方もおられるのですが，その方は民生委員をされている方で，老人会にも入ってもらっている関係で，若い人も多少おられますが，会員の中に 80 歳を超えた人もかなりおられるのです。そういったことで，若い人の入会があまりありませんので，年齢がどんどん上がっていくということで，超高齢のような状態になっております。 そういったことで交通事故の防止ということを一番に掲げておりますが，老人は何にしましても行動に手間がかかりますので，交通事故に遭わないようにということで，絶えず皆さんに指導しているわけです。昨年 9月に海田警察署の御援助をいただきまして交通安全部会というのを設立いたしました。各会長さんに推進員になっていただきまして，実地での交通指導はやりにくいので，月例会というのをやっているのですが，そういった中での皆さんへの指導ということをやっております。 特に警察のほうから交通事故速報というようなものを送っていただきまして，こういった事例をもとにして皆さんにお話をするというようなこともやっております。 それから，次は健康管理ということなのですが，スポーツを通じての健康の増進という
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ことをやっております。項目で言いますと，ゲートボール大会というのが春と秋にあります。それとグラウンドゴルフ大会。ゲートボールのほうは，1 チーム 5 名ということですので，人数的には多くないのですが，グラウンドゴルフのほうは個人戦ということになっておりますので，毎回 250名以上の人に参加をいただいて，1日を楽しんでもらっております。 
 （知 事） すごいですね。ちなみに，坂町には 3,074 名の 65 歳以上の方がいらっしゃるのですけれども，1割近い方が参加されるということですね。 
 （久 保） 老人会の会員になっている人は 1,270名程度なのです。その中から 250名ということですから，パーセンテージでいったら随分高いと思いますね。 
 （知 事） その割合はもっと高いですね。活発なのですね。27もあるということも含めて。 
 （久 保） そうなのです。特に最近はグラウンドゴルフが人気でありまして，たびたびほかの大会もやっております。ちなみに，私は体育協会のほうでグラウンドゴルフ部という部の理事もやらせてもらっていますが，坂町に協会の会員が 400名ぐらいおります。これも春と秋に大会をやったり，そのほかで大会をたくさんやられますので，多くの方に参加をしてもらっております。健康の増進ということにつなげるようにやらせてもらっております。 それから次に，事故防止ということなのですが，この事故防止は老人がかかりやすい振り込め詐欺やら，インチキ商法等に遭わないようにということで，これも警察の指導をいただきまして，事例をもとにみんなに徹底をしてもらうような取り組みもしております。 それから，先ほど月例会というようなことを申しましたが，これは各グループの老人会でそういったことをやっているのですが，ちなみに，私の地区だけのことを申しますと，

8 月の月を休みまして，あとは全部そういった例会を開催しております。その中で，新年会とお花見のときにはちょっと豪華なお弁当をとってやるようにしているのですが，普段の会は班長さんというのが 8人ほどおりまして，この方たちが食材を用意したり，地域の方で農業をやっている方から野菜とか提供してもらうことがあります。そういったものを使いまして，手作り弁当を。 
 （知 事） 
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御自分で。 
 （久 保） つくっております。 
 （知 事） 楽しそうですね。 
 （久 保） はい。前の日からそういった準備をしてもらって，当日は朝，御飯をたいて盛りつけるというような方法をとっておりまして，11時からみんな集合いたしまして，通達のことやら，いろいろな資料等の説明をして，あとは食事会ということでやっております。男性の方にはビール，酒等も出してもらいまして楽しくやっております。その中で気分のいいときにはカラオケ等もやります。実績を見ますと，年に 2回ぐらいのようです。そういったことでやっています。 
 （知 事） 大勢で盛り上がりそうですね。 
 （久 保） そうなのです。 
 （知 事） マイクを放さない人がいたりして。 
 （久 保） います。私が 2曲ぐらいはやるようですが。 
 （知 事） そのお弁当づくりも，男性の方が御参加されるのですか。 
 （久 保） いいえ。私の地区では，男性は禁制になっております。 
 （知 事） 
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それはよくないですね。やっぱり若い人も女性参加，獅子舞も女性参加ですから，老人クラブのお弁当づくりも男性参加にされたら。 
 （久 保） せいぜい机を並べたり，座布団を出したり，その程度のことです。 
 （知 事） でも，できることをやればいいですね。 
 （久 保） はい。 
 （知 事） そうですね。ありがとうございます。 ちなみに，交通安全のことでお伺いしたいのですけれども，今年県が非常に力を入れてやったのが，交通安全の中でも高齢者の方の安全確保ということなのですけれども，今，交通事故は非常に減ってきていまして，特に死亡者は減ってきているのですけれども，高齢者と子どもが大きな課題なのです。そういう中で，今回活動されて，何か効果があったというか，こういうことはよかったということはございましたか。 
 （久 保） 特別に効果の上がったというのは感じていないのですが，会員の方で交通事故に遭われたという事例が全然私のほうにも伝わってきませんし，皆さんからの情報もありませんので，うまくいっているのではないかという気はいたします。特に国道 31 号から奧の地区は年寄りが多いのです。そういった関係で，あまり普段は道路のほうへ出てこられないような気もいたします。その代わり，急傾斜地のほうにたくさんおられますので，大きな道路にちょっと出てから事故に遭うようなことも懸念されますので，そういったことについての注意もよくしております。 
 （知 事） やっぱりそういう注意，こういうことは気をつけなければいけないということは役に立ちますか。 
 （久 保） そうですね。 
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 （知 事） 分かりました。ありがとうございました。 
 （久 保） ありがとうございました。 
 （知 事） 最後，お待たせいたしました。高下さん，お願いいたします。 
 （高 下）    よろしくお願いします。坂軟式野球スポーツ少年団の監督と代行を務めています高下と申します。実は，今日は午前中も練習をしてきたのですけれども，明日のマツダスタジアムで決勝大会があります。この団体の歴史を語りながら，日常の活動も報告したいと思います。 昭和 51 年に坂軟式野球スポーツ少年団を，野球の好きな子どもたちを集めて，野球を通じてたくましい坂町っ子を養成しようということで設立しました。以降，今年が第 35期を務めていますけれども，今まで卒団したのが 501 名います。今年 45 歳になるのが最初の子どもたちです。 
 （知 事） 僕と同じですね。 
 （高 下） そうですね。野球の実績を申し上げますと，カープに 1人，畝龍実という，今スコアラーをしていますけれども，昭和 63年にドラフト 3位で入っております。続いて，甲子園は 8人です。その中から広商の監督を務めた折田というのがおります。今は高陽東の監督を務めています。そのほかにも全日本大学選手権に行って，これは松坂世代と言うのですか，今，和田というピッチャーがいますけれども，あの世代の子が坂の子だったのですけれども，全日本大学選抜でアメリカに行くのがありますね。それにも 1人選ばれております。そういう子どもたちが出ています。 
 （知 事） すごい成績ですね。 
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（高 下） 
PRを多めに言ったわけですが，そんな形で昭和 51年につくりまして，501名の卒団者を出しているわけです。日常的な活動は，週に 1回の練習ということで，また，広島市のスポーツ少年団の野球の組織に入っていまして，その中で闘っていくという形です。週 1回の練習，しかも 4時間なのですけれども，ほかのチームは週 3回以上やるわけです。そんな形で週 1回の練習をずっと続けてきまして，最近では願わくば週 2回という形を設定しまして，そういう活動をしながら各チームと対等に闘っていこうということで活動をしています。 指導者は今 3名で，卒業生が 1人，今年から 3名追加しまして，今，6人体制です。今は子どもたちが小学校 2年生から 6年生までで，全部で 70名おります。 
 （知 事） 
2年生からですか。 
 （高 下） 特別に 2年生から入れているのです。本来は 3年生からなのですけれども，どうしてもという子がいまして，7 人来ています。その子どもたちは親が連れてくるということが条件で来ています。 
 （知 事） そうですか。うちの子も野球をやりたいのですけれども，2年生で。 
 （高 下） 是非坂のスポーツ少年団に入ってください。 そんな形で今やっていまして，広島市の中で 16 チームあるのですけれども，そこの中で勝たないと全国大会に行けない。県大会にも行けないのです。今年はうれしくも第 1回の全日本学童選手権の大会を我々坂少年野球クラブがとりまして県大会に出場しました。その中でもし 3 回勝っていれば，東京の神宮でできたのですけど，1 回戦で敗れました。そんな形で，今年は 5，6 年の子どもたちが強くて，普通は坂と言えばほかのチームは安心するわけです。ところが，今年は強いものですから，「えっ，坂」と言われるようなチームになっています。 
6年生と 5年生あわせた 21名が対外試合をやっていくという形で，広島市の正式な大会は 6大会あるわけですけれども，そのほかに招待試合というのが 9大会ぐらいありまして，交流としては呉市の団体とか，川本町というのがありましたけれども，川本町との交流試合というのが年に 1回必ずありまして，各地区に，段原とか，広ワールドとか，そういっ
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た形の活動を通じながら対外試合でも気後れすることのないたくましい選手になってほしいということで指導を続けております。 我々の一つの課題として，70人もいますと。 
 （知 事） ちょっと大変ですね。 
 （高 下） いつも場所は中学校のグラウンドを使って，しかも隅で練習しているわけです。今年は

70 人ということで，坂中の半分のグラウンドではできないものですから，横浜小学校を使ったり，北新地の立派なグラウンドがあるので，そこを使ったり，二つに分かれて練習をしたり，そういうことで大変だったのですけれども，何とか 1年間続けて乗り切ることができました。 団体として 35 年歴史を刻んでいますけれども，これからは後継者の育成ということに力をいれようとしているのです。たまたま私たち 3人が 60代で，ずっと 35年間指導を続けていましたけれども，今度は後継者の育成ということで，今 3名に来てもらっていまして，スポーツ傷害保険をかけているからしっかり指導してくれということで，今，そんな形で活動を続けています。 従来よりももう少しレベルアップした目標設定をしまして，県大会に 1回出ようというのではなくて，できたら東京神宮に行こうという目標設定をして，少し目標の水準を上げまして，そういう活動にしていきたい。そのためには練習を最低週 2回しなくてはいけないということで，実験的に今年は 5 年，6 年生を中心にナイター練習もさせています。おかげさまで坂には北新地にグラウンドがありまして，ナイターをただで使わせてもらえるわけです。その辺ではグラウンドは恵まれているのです。しかし，坂小学校，横浜小学校，小屋浦小学校と，隣の矢野小学校からも来ています。海田小学校の子どもたちも何人か来ています。悩みとしては，グラウンドまで，小屋浦の場合は電車で通ってくるわけです。そういった面では，地域が離れているところで，一つの学校ではないということで，子どもたちがどう安全に練習場所に来るかということをいつも悩んでいるわけです。親の協力を得ながら，仲間，6 年生を主体にして，彼らがちゃんと小さい子どもを引率できるように，そういう教育をしながらやっております。 そのほかに，ボランティア，地域活動にも少しはということで，あいさつパレードに出てみたり，いろいろな地域の行事には積極的にこれからも参加しながら活動していきたいと思っております。よろしくお願いします。以上です。 
 （知 事） 
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ありがとうございます。高下さんはずっと創立のときから指導者としてやっておられたのですか。 
 （高 下） そうです。監督は昭和 57 年からですけれども，この地区で一番負けた監督ということで有名だと思います。 
 （知 事） すごく長い間それだけ継続されるというのは大変だったと思いますけれども，最初のころは御自身のお子さんとか近い世代で。 
 （高 下） 結婚する前から，もう二方，今 60 代の方と 3 人でずっとやってきたものですから。今でも現役でその 3人はずっと来ています。そういう形でずっと今日まで来ていて，あまり長くやり過ぎたなと反省しているところです。 
 （知 事） 坂の特徴で，中学になるとみんなが一緒になりますから，そういう意味では小学校は三つに分かれていますけれども，一体感が出てきますよね。 
 （高 下） 
3 年生，4 年生の段階からほかの，坂小，小屋小とかいう形で交わっていますので，そういった意味では中学校はすんなり入れます。入って，90％はそのまま中学校の野球部に入ってしています。高等学校になると別ですけれども，今年は，ちなみに，ちょっと PRしていますけれども，坂中学校が県大会で準優勝をしました。 
 （知 事） おめでとうございます。高下さんの教え子たちですね。 
 （高 下） 
30年ぶりに県大で準優勝したものですから。 
 （知 事） 私も少年野球をやっていたのです。 
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（高 下） どちらのですか。 
 （知 事） 五日市南小学校なのです。オレンジの。 
 （高 下） 監督さんが亡くなられましたね。 
 （知 事） 初代の監督さんが，そうなのです。今年，その追悼の会があって，私は仕事があって出られなかったのですけれども。 
 （高 下） その監督さんは今でも覚えています。我々よりちょっと上ですけれども，7～8歳上ではないかと思います。いい監督で。 
 （知 事） 優しい方でした。私もときどき寄せてもらって。 
 （高 下） そうですか。どこかで会ったかも分からんですね。 
 （知 事） 私は子どもの立場で参加していましたけれども，親御さんとか指導者の立場でこれをやっていてよかったというのはどういうところですか。 
 （高 下） いろいろなところで活躍してくれることが楽しみです。野球以外でもです。 
 （知 事） やっぱり教育ですからね。 
 （高 下） 我々もたくさんの言葉を投げかけているけれども，きっと消えてしまうと思うのです。
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あとは，下地に入り込んでいって。 
 （知 事） そうです。味噌樽ですよ。 
 （高 下） そう，味噌樽ですな。ほとんど消えていくと思うけれども，ほのかな思い出が残ると思います。ただ，根っこの部分にかなり影響を与えていると思います。底の部分は我々も常に激しく迫っていますので，勝負事ですので，負けてにこにこするようなことでない形はつくりながらも，敗者の心，勝者の心，その辺はきちんと理解してほしい。正々堂々と精一杯闘うことが相手に対する礼儀なのだからということを言っています。ユニフォームを着るとみんな子どもには見えないものですから，そんな形でしています。 
 （知 事） なるほどね。私も野球をやっていたときに，やっぱり厳しくされました。あと勝ち負けというのがあって，私も必ずしもレギュラーではなくて，半分ぐらい出て，代打で出ることも結構多かったのですけれども，そういう競争みたいなことを経験して，おっしゃったように負けた人の気持ちもその中から汲み取るというのは何となくありました。みんな競争しないで仲良く一列でいけばいいというのとは違う。実際に社会に出ると絶対にそういうことはあり得ませんから，その経験は重要だったと，振り返ってみると思います。 
 （高 下） 今，2 代目が来ています。親も子どももです。お父さんが子どもを連れて，今，そういう親が 7～8人おります。 
 （知 事） それはすばらしいですね。 
 （高 下） それも喜びですね。親も来てくれていて，またその子が我々のスポーツ少年団に入れてくれたという，これも喜びです。 
 （知 事） ありがとうございます。つい盛り上がってしまって，すみませんでした。 
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自由討論 

 （知 事） ありがとうございました。ちょうどこれで一回りさせていただきまして，今日は残り 20分ありますので，全体でディスカッションをさせていただければと思います。 今回幾つかテーマで出てきました，まちのコミュニティーといいますか，坂にはいろいろな方がいらっしゃると思うのです。外から来られた方も多いと思います。ちなみに，坂生まれではないにしても，坂育ちの方はどれぐらいいらっしゃるのですか。すごいですね。すごい割合ですね。 奧廻さんはどちらですか。 
 （奧 廻） 東広島です。 
 （知 事） 小澤さんは。 
 （小 澤） 私は，生まれたのは海田で。 
 （知 事） 近いですね。 
 （小 澤） 結婚してから，坂に住むまでは呉市の広にいました。 
 （知 事） ちょっと割合的に言うと，坂には全然御縁がなかったけれども，今は住んでいらっしゃる方というのが結構多いですよね。井上さん，いかがですか。連絡協議会をやっておられて，割合的に言うと多いですよね。 
 （井 上） 多いです。うちの地区は，さっき申し上げたように新しい方がどんどん入って来られましたので，多分ほかの地区の方は，ずっと古い地の人です。そういう方が多い地区だと思います。平成ヶ浜と私の浜宮のほうが新しい人が多いです。 
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 （知 事） 私は半々ぐらいではないかと勝手に思っていたのです。 それで，何をお伺いしたかったかと言うと，やっぱり新しい方が来られると，まちの伝統を守っていくということが一つ課題になっていくと思うのです。おっしゃったように違う考え方をされる方もいらっしゃるので，その中でそういう点はどういうふうにお考えになっていますか。 
 （井 上） とかく我々は自分のスタイルで新しい人を引きずりこもうと思うわけです。しかし，お互い生まれたときから，育った環境が全く違うわけです。その違いをよく理解して，何とかそこの説得をして，この地区に来られたのだからこういうのはいかがですかと，遠回しに入っていただくようにしないといけないのです。一番いいと思うのがグループとか趣味とかで，そういう関係から仲間づくりをしていただくようにしています。それと，せっかく坂町に御縁があったのですから，坂町の人と，いろいろな文化もあり，環境，風習も違いますけれど，少しずつなじんでくださいというような感じでやっています。全然話にならない人もたくさんいらっしゃいますけどね。 
 （知 事） なるほどね。小澤さんはいかがですか。近いですからそんなに変わらないかもしれないけれども。 
 （小 澤）    以前住んでいた広の話をしますと，広には 4年間住んでいて，長男が 2歳半まで住んでいたのですけれども，ほとんど知り合いの方もなく，日中は子どもと二人きりで家に閉じこもっていて，情報がすごく少なかったように思うのです。私のように海田からぽつんと行ってしまって，知り合いもいない。そうなると，目に見える情報だけが頼りなのに，あまり入ってきませんでした。その点，坂に来て思うのは，割と，子育てに関してですけれども，情報がたくさんあって，広で長男を 2年半育てたのと，ここに来て 3年半，二人目が 3歳なのですけれども，この 3年間だと，本当に子育てに関する環境というのは，広と坂町のことしか分からないですけれども，断然坂町のほうがいいです。今日持ってきたのですけれども，なぎさ若竹保育園の子育て支援センターが出しているこういう通信，月に

1 回出ていまして，こういうのに子育てカレンダーとか載っていて，どうしたらいいかというのが目に見えるので，ここに行けばお母さんたちと触れあえるとか，やっぱり情報だと思うのです。さっき雅楽とかもあったのですけれども，今，ふと思ったのが，保育園の
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子どもたちにもそういうのを直接聞かせてあげたいなと私は思ったのです。 
 （知 事） 林さん，いかがですか。 
 （ 林 ） はい。 
 （小 澤） 是非お越しいただければ。何かあるときに，子どもたちも実際，保育園ぐらいの子どもたちも目の前にそれを見ると，何かしらその中には気持ちを持つ子もいると思います。すべては情報から始まると思うので，私たちがもちろん出かけて探していくことも大事なのですけれども，坂町に古くからあるもの，伝統というものを，平成ヶ浜に子どもたちがたくさんいますので，その子たちに見せてあげる。触れられる場をつくっていただけたら，私たちはどこへ動いていいか分からないので，来ていただけるというか，何か提供していただければ，その中から子どもたちが目を輝かせて，何か興味を見つけてくれるというふうに思います。 
 （知 事） なるほどね。情報からということですね。 浅野さんは，きっと若いお母さん方と交流されることが多いので，やっぱり古くからいらっしゃる方と外からいらっしゃる方といると思うのですけれども，そういうのはどうですか。今の新旧の人たちの，いかに坂のよさを伝えていくか，あるいは，うまく交流しているかというのは。 
 （浅 野） やはり国道から山と国道から海とに分かれていて。 
 （知 事） そういう感じがあるのですね。 
 （浅 野） はい。混じり合いも，ないわけではないと思います。先ほど仲良しハウスの通信を出されていましたけれども，あちらに子育て支援センターがありますし，私たちがやっているオープンスペースとで交流というのはありますので，そんなに，横のつながりは大丈夫だ
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と思うのですけれども，これが地域の縦のつながりとなると，先ほどおっしゃったようにまだ壁があるような気はしますし，受け入れられなかったり，なじめなかったり，伝わってこなかったりというのは確かにあると思います。横に関しては結構うまくいっているのではないかと思います。 
 （知 事） なるほどね。それこそ先ほどの林さんの雅楽のような活動も，子どもを通じて若い親御さん世代とかに知られていくと，だんだんとまたそれが広がっていく。で，縦のつながりが出てくると。そういうことかもしれないですね。 ちなみに，坂自慢，坂の自慢と言うと何ですか。久保さんが，一番御経験が深いと思うのですが。 
 （久 保） 私は奧のほうにおります関係で，坂のイモというのが昔は随分有名だったのです。サツマイモです。 
 （知 事） そうですか。 
 （久 保） これは，焼き芋にしましても甘くておいしかったのです。 
 （知 事） 今はどうなのですか。今はあまりないのですか。 
 （久 保） 今はあまり，イノシシが来て食べてしまいますので，あまりできないのです。 以前は，黄色いイモがありまして，アメリカイモという言い方をしていたのですが，そのイモが大変おいしかったです。あんたはどこかと広島の職場のほうでも聞かれると，坂と言ったら，ほいじゃ，イモを持ってこいというようなことで，坂はすぐイモにつながったような時代がありました。 しかし，今は畑があまりありませんので。 
 （知 事） そうですか。御存じでしたか。 
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 （浅 野） はい。 
 （知 事） そうなのですか。小澤さんは。 
 （小 澤） 初めて知りました。 
 （知 事） これも情報の一つですね。 ほかはいかがですか。井上さん，いかがですか。坂自慢。 
 （井 上） 食べ物でさっと頭に浮かぶのはカキ。 
 （知 事） やっぱりカキですね。カキは昔から盛んだったのですか。 
 （井 上） はい。私が子どものときから。だんだん今は業者も減ってきていますよね。 
 （向 井） 昔は恐らくカキ屋さんが 50 軒ぐらいあったのではないですか。私らが若いときも，全部組合を足しても 120名というときがあったのです。 
 （知 事） それはカキ業者さんが。 
 （向 井） カキ業者が 50で，組合全体が 120人。だんだん減って，現在が全体で 34名です。 
 （知 事） 今は何軒ぐらいなのですか。 
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 （向 井） 
17軒ぐらいです。漁労が 17軒で，半々ぐらいです。少なくなってきました。 
 （知 事） でも，引き続きカキは坂自慢ということですね。 
 （向 井） ですが，これがまた後継者かいなくて困っているわけです。どうなるか，先行きは全くというのもあります。 
 （知 事） なるほど。カキ打ちさんも大変ですしね。 
 （向 井） 大変です。 

 （知 事） ほかはいかがですか。奧廻さん。 
 （奧 廻） 坂自慢というか，頭に浮かばないのですけれども，私は東広島からこちらに来まして，何十年も生活しておりますけれども，その当時から思えば，すごく封建的な地区だったと思います。それを我々女性団体が，みんなが若い人を吸い上げて，一緒にみんな女性の向上のために頑張ろうではないかという考えを持ちました。封建的なところは振り捨てて，いいところもあるのですけれども，やはりある程度のことは捨てていかないと若い人がついてきてくれませんので。私も久保さんと同じように山の手に住んでいますので，若い方が結婚されてもこちらに帰ってこないのです。でも，何かするたびに若い方をどんどん引きだそうと思って，常に声かけはやっております。だから，住民協のほうでもだんだんと一つの輪になりつつ，こういうことで，みんな最後に残って何かしようねと言えば，世帯もあれですけれども，すぐ 15～16 人が集まってくれまして，これを一緒にしようというようなことで，特産ではないですけれども，今，いいところが徐々に私たちの地区でも出てきています。そういうことで，今とても女性会のみんな，面々が力を発揮してくれております。 女性会の向上をするためには，いろいろなところに研修に行って頑張ってほしいのです
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けれども，何せお金の面もございまして，町内だけで今は頑張っています。そういう面では皆さん大分変わってきて，全面的に表に出ていただくようになりました。 
 （知 事） 変化をしているということですね。 
 （奧 廻） そうなのです。 
 （知 事） ありがとうございます。ちなみに，谷さんはどうですか。一番若手として，生まれ育った坂の自慢。 
 （ 谷 ） さっき言われたイモとかは，保育所のときに芋掘りに行っています。カキも，中学校のときにカキの職場体験をさせてもらったり，僕ら若い世代も坂のいいところはよく分かっていて，後継者問題と言っていたけれども，坂のよさはみんな分かっていると思っています。 僕自身が思うのは，結構坂はスポーツの行事があって，ベイマラソンがありますし，僕はサッカーをしているのですけれども，坂町内でもサッカーの大会とか，グラウンドもきれいなグラウンドがあって，すごく活動しやすいまちだと思っています。そこもいいところではないかと思います。 
 （知 事） なるほどね。こじんまりとしているけれども，田舎じゃないというところがありますね。なんとなくみんな一体感があって。 
 （ 谷 ） はい。 
 （知 事） イモもあるしね。イモというのは僕も初めて聞いたので。ありがとうございます。 車地さん，いかがですか。車地さんは，生まれも坂なのですか。 
 （車 地）    
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今の林さんと同じところです。先ほど谷さんが言われたのですけれども，坂というのは都会田舎，都会の面も持っているのですけれども，一歩中に入ってしまうと本当に田舎。我々のところは，自分は 56歳なのですけれども，56年間，外の景色が全く変わらないです。四季が変わるだけで，全く変わらない。そういうところで，特に線路から上については人が少なくなる。子どもも今，井上さんが言われたように坂小は 300人以上おるのですけれども，150～160 人が線路の下のほうの人ということで，ただ，小学校，中学校を含めて，私が自慢だなと思うのが，子ども会というのが坂・横・小屋あるのですけれども，参加率が 99％ぐらいなのです。 
 （知 事） それは高いですね。 
 （車 地） 聞くのに，府中町は四十何パーセントで，海田もそれに近いところがあるのでしょうけれども，六十とか，そういったところで，保護者の皆さんが協力をして，その地域，子どもを盛り上げていく子ども会活動はすばらしいものだなと。他町と比べて，これは自信を持って言えることだろうと思っています。 
 （知 事） コミュニティーが機能している部分がきっとあるのでしょうね。なるほど。ありがとうございます。 大体時間が来てしまったのですけれども，何かこれだけは言い足りなかったとか，言い損ねたということがある人はいらっしゃいますか。浅野さん。 
 （浅 野）    今さっき皆さんが坂町の自慢をたくさん言われたのですけれども，その逆を言わせていただきたいと思います。少子高齢化ということで，坂町のお母さん方からの声なのですけれども，まず，坂町には産婦人科がありません。産むところがありません。子どもが産まれても，小児科がありません。済生会の中に小児科があるのですけれども，先月，先生がおられなくなりまして，外来はあるのですけれども，大学病院から交代で，4 人ぐらいの先生が来られているような状況です。それから幼稚園がありません。 
 （知 事） そうなのですか。みんな保育所に通うわけですか。 
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（浅 野） はい。保育所は充実しているのですけれども，幼稚園がありません。 小学校に入りました。留守家庭児童会はあるのですけれども，児童館がありません。 ないものばかり言って，最後にがっくりなのですけれども，何とかならないものかと思っています。 
 （知 事） なるほどね。児童館がないということは，学童保育もないということですか。 
 （浅 野） 留守家庭の学童保育はあるのですけれども，みんなが行くという館はないです。いろいろ問題点はあると思います。 
 （知 事） なるほどね。やっぱり絶対人数が少ないので，そういうことになるのでしょうね。 
 （浅 野） 市内に近いということもあるので。 
 （知 事） 逆に皆さん選択肢はたくさんあるということも含めてね。 
 （浅 野） 便利はいいのですけれども，町内にはそういった施設はないというのがちょっと課題かなと思っています。これはお母さんたちの声です。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 
 （浅 野） すみません。 
 （知 事） いえ，ありがとうございます。 ほかはいかがですか。よろしいですか。どうぞ，奧廻さん。 
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 （奧 廻）    坂町には，県と一緒になってベイサイドビーチ坂というのがあります。知事も御存じですよね。 
 （知 事） はい。あります。 
 （奧 廻） あそこあたりで，うちの女性会の会員のほうからも話が出たのですけれども，宿泊施設とまで大きいことなのですけれども，夏場，海水浴があります。そのときに，ちょっとした休憩所というのか，何と言うのか，そういうのはできないのでしょうか。 
 （知 事） あそこにレストランみたいなをつくるという構想はありますね。 
 （奧 廻） 何かそういう建物があれば，遠くから来られた人が，どこか泊まるところはないかなというような話が出ると思うのです。そこまできちんとした建物ではなくてもよくて，どういう表現をさせていただいたらいいのか私もよく分からないのですけれども，そういうのをつくっていただけないかなというお声が出ておりましたので，知事にお会いになったら，是非ともそういうことを県にお願いしてつくってもらえればと。せっかくのビーチですから，皆さんに利用してほしいねという声が出ました。 
 （知 事） ありがとうございます。実は，それは町長とも話をさせていただいていまして，そういう施設がほしいと。ただ，私は，それは県でつくるべきではないと思いますというふうに申し上げているのです。なぜならば，県でつくったら他人のものなのです。町でつくられたら，町の皆さんのものなのです。ここは確かに県の管理なのですけれども，つまり，きれいに維持するかどうかというのは全部県任せになっているでしょう。それよりも町でつくられて，皆さんの意思でどんな施設がいいとか，どんなふうに管理したらいいとか，どんなイベントをやったらいいというのをやられたほうが，町の活性化に私はつながると思うので，是非町でやってくださいというのを，私はその件についてははっきりと申し上げています。この場で申し上げて大変申し訳ないのですけれども。 
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（ 林 ） 援助だけしていただければ。 
 （奧 廻） 女性会の会員がちょっと行ってお手伝いするとか。 
 （知 事） そうですね。浜の清掃活動とか，そういうのも含めて，すごく手入れの行き届いた浜とか，そこの地域の方々でやられているというのが一番よくなっていると思うので，そういうのが大事かなと思っています。すみません。イエスと言わなくて申し訳ありませんけれども。 
 

閉  会 

 （知 事） それでは，時間も過ぎましたので，ここで終了させていただきたいと思います。本当に長い時間，10名の皆様ありがとうございました。最初は 6ヵ月のひさとくんにも参加いただいて，途中で，子どもは長丁場に耐えられなかったのですけれども，今日は，最も年齢の幅の広い会だったと思います。いろいろな御意見をいただきまして，ありがとうございました。 こうやって我々はやりとりしているからいいのですけれども，傍聴の皆様は 2時間ずっと座って聞いているのは大変だろうなといつも思うのですけれども，本当に長い間おつき合いいただきましてありがとうございました。 冒頭に申し上げましたように，今日いろいろいただきましたお話は，いろいろな方の御意見があるので，ミックスしながら，県政の基礎にしていきたいと思っております。よろしくお願いします。これからもまた頑張ってまいりたいと思います。今日はありがとうございました。 
 


