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開  会 

 

○司 会 

それでは，皆さん，改めましてこんにちは。大変長らくお待たせをいたしました。 

ただいまから，「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」を開催いたします。（拍手） 

ありがとうございます。私は，本日司会の県庁広報課，豊田と申します。今日は，チャ

レンジということで，元気が出る会にしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

知事挨拶 

 

○司 会 

それでは初めに，湯﨑英彦広島県知事がご挨拶を申し上げます。 

 

●知事（湯﨑） 

皆様，こんにちは。 

今日は土曜日で，皆さんいろいろお楽しみもあるのではないかと思いますが，本当にた

くさんの方にお集まりいただきまして，ありがとうございます。 

この県政知事懇談会，今，４巡目でありまして，府中町には３回目のお邪魔となってお

ります。これまで，府中町からもたくさんの皆様にご参加をいただいて，一緒に議論した

り，発表していただいております。 

これは，県内全体でいいますと，本当にすばらしい皆様が集まって，すごい山になって，

発表いただいた方は，既に 559 人で，こうしてお集まりいただいた方も 8,000 人を超えて，

本当に継続というのは，素晴らしいなと改めて感じています。 

こういうことを通じて，味噌だるのように，いろいろいただいたご意見を入れ，発酵さ

せるとおいしいお味噌になって，県政のいい味になるんのではないかということを申し上

げてきたのですが，本当にそういう風になってきたような気がしております。 

これも皆様のご協力であるからこそと感謝をしております。 

今日は和多利町長がいらっしゃっておられますが，町長を初めとして，府中町役場の皆

さんに大変お世話になりましたので，この場をおかりして御礼を申し上げたいと思います。 

今日は，午前中に２カ所ほど，現場訪問という形でお邪魔させていただきました。 

１カ所は空城山運動公園です。ここでは，「チーム空城」という皆さんが，子供たちの陸

上の記録会をやっておられまして，幼稚園生から，こうした運動を通じて，子供たちの元

気づくりをやっていただいておりました。 
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そしてこの空城公園を皆さんで手入れされていまして，ウォーキング，あるいは鳥の名

前と写真をかけておられたり，または，花壇の手入れをされていたりだとか，さまざまな

活動をされていることをいろいろ教えてくださいました。 

その後，ここ，くすのきプラザに移りまして，呉娑々宇スポーツクラブさんの取組の様

子を見学して，そして私も一緒になってビーチバレーボール大会に参加をしました。 

ここもやはり子供たちが 80 人ぐらい集まってスポーツを楽しんでおられ，なかなか今，

子供たちの居場所が昔と違ってあまりない時代にあって，こうして地域の皆さんで支えて

おられるのは，素晴らしい活動だなと感じたところであります。 

ちなみに，何で体育館でビーチバレーをするのかなと最初思ったいたのですが，ビーチ

バレーじゃなくて，ビーチボールバレー大会だと，行ってみてようやく分かりました。 

とても楽しくて，どなたでも参画できるような感じだったので，ぜひ皆様もトライして

はいかがかと思います。 

今日の懇談会では，府中町で活躍をされている４組の皆様に事例発表していただきます。

それぞれ，学校であったり，あるいは地域の中であったり，それぞれの持ち場でいろい 

ろな挑戦をされている方々です。 

この会は，いつも終わった時には，皆さん元気をいただいて帰るので，今日の発表の皆

様にも，ぜひ期待をしたいと思います。ちょっとプレッシャーでしたかね。 

でも，きっと大丈夫だと思います。 

それでは，これから 70 分ほどの会になるのですが，どうぞ最後までよろしくおつき合い

をお願いをしたいと思います。 

本日はどうもありがとうございます。（拍手） 

 

○司 会 

湯﨑知事，ありがとうございました。それでは，檀上の席へお移りください。 

 

事例発表者紹介 

 

○司 会 

それでは，本日の事例発表の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは，檀上の方

へお願いします。（拍手） 

それではご紹介いたします。皆さん向かって左から，町内の父親，母親の子育てに対す

る不安を和らげ，自信を持って子育てできるように支援されておられる家庭教育支援チー

ムくすのきの田村雅恵さん，米田珠美さん，松浦美都子さんです。（拍手） 
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続きまして，町内の医療，公園マップづくりなどを通じて暮らしやすい府中町づくりに

貢献されております，まるごと府中町実行委員会の深川暢寛さん，森脇健二さんです。（拍

手） 

続いて，中高校生がメンバーとなり，地域に根差したイベントの企画・運営，実施に取

り組んでおられるジョイントフェローシップの渡部健太さん，浜崎さくらさん，田中瑞沙

さんです。（拍手） 

続いて，自分たちの住む町，府中町について学習し，地域との積極的な交流を図ってお

られる町立府中中学校３年生の髙野仁菜さん，栄井志月さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。発表者の皆さんは，一旦お席にお戻りください。 

ここからは，湯﨑知事にコーディネートをお願いしたいと思います。 

それでは，知事，よろしくお願いいたします。 

 

事例発表 

 

 

事例発表①  

●知 事 

それでは，今日事例発表していただく４組の皆様に早速ご登場をお願いしたいと思いま

す。それぞれ，皆さん，地域や職場，学校で挑戦を続けられていらっしゃる方です。 

初めにお願いしますのは，家庭教育支援チームくすのきの田村雅恵さん，米田珠美さん，

そして松浦美都子さんであります。 

お三方を改めてご紹介をさせていただきます。皆さんは，親が親としての役割や責任を

自覚し，子育ての技術や知識を学ぶ親の力を学び合う学習プログラムを活用した講座を，

保育所や幼稚園，小学校などで実施をされて，町内の父親，母親の子育てに対する不安を

和らげて，自信を持って子育てができるよう支援していらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「府中町子育て『学び・愛』～地域で広がる！和（わ）・輪（わ）・

環（わ）～」です。 

それでは，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（田村） 

会場の皆さん，こんにちは。 

これから，家庭教育支援チームくすのきの事例発表をいたします。今，スクリーンでご

覧いただいている花は，私たち町民に親しまれている町の花，椿です。気品があり，清楚

で情緒に満ちていますね。 

府中町子育て「学び・愛」～地域で広がる！和（わ）・輪（わ）・環（わ）～，私はコー
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ディネーターの田村雅恵と申します。 

 

○事例発表者（松浦） 

同じく，松浦美都子と申します。 

 

○事例発表者（米田） 

同じく，米田珠美と申します。 

 

○事例発表者（田村・松浦・米田） 

どうぞ，よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

○事例発表者（田村） 

チームの名前，くすのきは，町の木くすのきからとりました。少しずつ着実に積み重ね

た学問のことをくすのき学問と言うそうですが，くすのきは常に青々と緑を保ち，成長は

遅いですが，大木となることから，私たちのチームにぴったりの名前だと思います。 

次に，なぜ私たちがチームくすのきを結成したのかをご説明いたします。 

府中町では，以前から，学校，地域，ＰＴＡ等が，家庭教育の講演会や教室を実施して

まいりました。しかし，それらのほとんどが受け身型の学習でした。そのため，学んだ内

容がなかなか身につかず，すぐに忘れてしまうというのが現状でした。 

他者と対話して共感を深め，お互い学び合うことが日々の子育てに生かされるのではな

いかと考え，親の力を学び合う学習プログラム，通称親プロを使用した参加型学習を実施

するファシリテーターのグループを家庭教育支援チームくすのきと位置づけました。ファ

シリテーターとは，学習会が楽しく進行し，参加者が安心して学べるようお手伝いする者

という意味です。 

親プロを通して生まれる「で愛」，「ふれ愛」，「きづき愛」の３つの愛は，幸せのクロー

バーを連想させました。 

次に，家庭教育支援チームくすのきの組織をご案内いたします。 

現在，112 名のファシリテーターがいますが，その中で，多くの親プロ講座を実践し，

地域のさまざまな場所で活動している５名がコーディネーターになりました。 

私たちの活動内容は，ご覧のとおりです。 

１，親の力を学び合う学習プログラム（以下，親プロ）を活用した出前講座。昨年度は

51 回の講座を実施し，876 名の方に参加していただきました。 

２，ファシリテーター，講座の進行役の養成。 

３，講座実施機関の開拓。 

４，地域課題を踏まえた教材の開発。 
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５，コミュニティスクール「子育て談話室」の協力です。 

こちらに示しておりますように，親プロ講座とは，参加者がグループで楽しく話し合い，

考えを出し合い，各々の意見を尊重し合うことにより，私たちも含めて多くの気づきが得

られるプログラムとなっています。 

参加者が，「で愛」，「ふれ愛」，「きづき愛」ます。 

これが，私たちの目指す子育て「学び・愛」です。 

 

○事例発表者（松浦） 

では，これからは親プロ講座の様子をご覧ください。 

これは，親プロを保育園で実施している様子です。 

幼稚園，保育園での家庭教育講座の一環として，園の要望に応じて開催しています。 

次に，左の写真は，子育てサークルで親プロを実施している様子です。子供同室で和や

かな雰囲気でした。 

右の写真は，幼稚園で実施している様子です。アイスブレイクで打ち解け，話し合いは

大変盛り上がっていました。 

続いて，これは公民館の家庭教育支援連続講座に親プロを取り入れた様子です。 

左の写真は，未就園児と父親や孫を見ているおじいちゃんを中心に，イクメン，イクジ

イ連続講座の様子です。 

右の写真は，未就園時とその母親を対象に，別室で託児を設け，連続講座の様子です。

この場合の牛乳パック椅子づくりの工作や，名札づくりの手芸，そして託児もファシリテー

ターが分担して行っています。 

次は，放課後子供教室のボランティアと保護者を対象の説明会で，親プロをそれぞれに

行った様子です。 

その他の実施例として，保護者を対象とした小学校，中学校，高等学校，ＰＴＡ主催の

講座，未就学園児の保護者を対象とした子育て支援センター，児童センター主催の講座，

地域の方を対象とした公募による一般の住民対象の講座などがあります。 

この場合の教材として，教材番号 24「かかわってみて～地域の大人ができること～」を

使用しました。資料の中に入れておりますので，後ほどご覧ください。 

次に，受講後にアンケートをとった結果をまとめております。９割の方が参加してよかっ

たと回答してくださいました。 

その声の一部として，自分の子育てを客観的に見つめることができた，子育ての先輩の

話が聞けて，とても気持ちが楽になった，みんなで楽しく話をして，リフレッシュできた

という声がありました。 

そして，グラフのように，受講者の７割の方から育児の不安が軽減したとの回答があり

ました。 
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○事例発表者（米田） 

続きまして，家庭教育支援チームくすのき活動の中でも最も力を入れております，地域

課題を踏まえた教材の開発について，ご案内いたします。 

もっと地域の悩みに沿った教材があればと，府中町の全小・中学校の保護者を対象とし

たアンケートの中で，不安の声が一番多かったしつけをテーマにして，全発達段階別に５

教材を開発いたしました。 

小学校高学年から中学生の親を対象とした教材４番，本年度の新教材として７月に完成

したばかりの食育をテーマにした教材６番を資料としておつけしておりますので，後ほど

ゆっくりご覧ください。 

今年度より，コミュニティスクールの取組の１つであります子育て談話室とも連携して，

指定校であります府中南小学校で１学期に４回，親プロを行いました。 

身近な小学校において，気軽に悩みを話せる場をつくることで，学校，家庭，地域が一

体となれるよう寄与したいと思っております。 

教材の準備などは府中町の教育委員会にご協力いただいておりますが，コーディネー

ターやファシリテーターの活動は無償のボランティアです。 

家庭教育支援チームとして，イオングループのイエローレシートキャンペーンに登録し

ております。これは，イオンが社会貢献活動として行っている，地域で活動しているボラ

ンティア団体とそれを応援したいというお客様を結ぶ取組です。毎月 11 日，きのうですか，

黄色いレシートを投函ボックスへ入れていただくと，お買い上げ金額の合計の１％が地域

のボランティア団体などに希望する物品で寄与される仕組みです。 

地域のお客様とともに応援していただき，物品をもって助成をしていただいております。 

最後に，課題と今後の展望ですが，大きな課題としては３つ挙げられます。 

１つ目は，本当に支援が必要な人に支援の情報が届く方策です。 

２つ目は，親プロ，持続可能な方策です。 

３つ目は，家庭教育支援チームの体制の強化です。 

継続的な家庭教育支援を行うための組織づくりなど，将来的にはコーディネーターが各

小学校などの地域単位において，ある程度自主的に講座展開や講座の調整ができないか模

索しております。 

そのためには，家庭教育支援チーム体制を強化して，広く情報発信するとともに，チー

ムの活性化につなげていきたいと考えております。 

最後になりましたが，家庭教育支援チームくすのきは，子育てや子供に関する悩みや心

配事について，相談や支援を行っております。お手元のリーフレット裏面にございます申

し込み先にお気軽にお問い合わせください。 

ご静聴どうもありがとうございました。（拍手） 
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●知 事 

田村さん，米田さん，松浦さん，どうもありがとうございました。 

「親プロ」ですね。本当に広がりを持って展開されているようですが，コーディネーター

とファシリテーターといらっしゃる中で，皆さんは，ファシリテーターをされているとい

うことですね。ファシリテーターになろう，このくすのきに参加しようと思われた，それ

ぞれのきっかけはどんなことだったのでしょうか。 

 

○事例発表者（田村） 

きっかけは，やはり私たちもまだ子育て真っ最中の母親でありまして，皆さんと情報交

換をしていると，「ああ，みんな同じことで悩んでいるんだ」，「悩んでいるのは私１人じゃ

なかった」，ほかの方の話を聞いて，「ああ，そういうふうに考えると気が楽になったりす

るんだな」っていう，日々のやはり情報交換からいろいろなことを学ばせていただくとい

うのが，やっぱり日々の私たち子育てをしている中でもあるので，じゃあ，この思いをた

くさん持っていらっしゃる方もきっといるだろうなと，それだったら，私たちファシリテー

ターとして，このチームをつくって，講座をなるべくたくさんつくって，多くの方に来て

いただいて，同じように気持ちを楽にしていただきたい。自分１人で悩んでらっしゃる方

もいると思うんですけれども，みんな一緒なんだなって，肩の力を抜いてみんなで頑張れ

たらいいなという輪を１人でも２人でも広げていきたいなと思いまして，このファシリ

テーターになったのはそういうきっかけでございます。 

 

●知 事 

他のお二人はいかがですか。 

 

○事例発表者（松浦） 

私には２歳４カ月になる孫がいますが，その母親である私の娘ですけれども，いろいろ

と子育ての中で悩みとか心配事がありまして，やはりお勤めしていれば，それを相談する，

話をする人もいないということで，それを聞きまして，私もやはり府中町の中には同じよ

うな悩みを持たれた保護者の方，子育て中のお母さんがいらっしゃるんじゃないかなと思

いまして，じゃあ，私も何か役に立てばということで，ファシリテーターになりました。 

 

○事例発表者（米田） 

私は，今，子育て中ですが，結婚を機に東京に 15 年ほど住んでおりました。産んで，子

供が小さい時期を東京で過ごしました。マンション暮らしで，なかなか知り合いのない中

での子育ては大変孤独でつらいものでした。やっぱり気軽に話せるお友達がいたらいいな
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と，すごく思いましたので，もしかしたら，府中町のほうに，こっちに地元に戻ってきて

からも，私にとっては地元なんですが，どこか違う土地から来られた方で孤独になってい

らっしゃる方がいたら，「大丈夫，私たちがいるからね」というふうに声をかけてあげたい

と思って，このような活動をさせていただいています。 

 

●知 事 

それぞれ，御自身の経験の中で，困っているお父さん，お母さん方がいたら，何とか一

緒になって悩みが和らげることがだきたらなとか，そういう思いで参加されたということ

ですが，これは，「くすのき」の方からお声がけがあったのですか。それとも，皆さん，「く

すのき」のことをご存じで，そこでやってみようというふうに思われたんでしょうか。 

 

○事例発表者（田村） 

現在，ファシリテーターは 112 名いるのですが，私たちはコーディネーターという立場

におります。私共の他にあと２人いまして，５人でコーディネーターをしております。 

いろいろな講座をさせていただいているので，立場上，いろいろ教材をつくったり，もっ

とこういうふうにしたら，とか，月に１回のコーディネーター会議でいろいろ話し合って

考えています。そんな中，家庭教育支援チームで何かつくろうということになって，じゃ

あ名前は何にしようと，町の木はクスノキなので，先ほど申しましたように，こつこつと

大木になって大きな花を，大きな木になるということで，じゃあ，「くすのき」にしようと

いうことになりました。こちらのパンフレットも私どもが考えて知恵を出して考えさせて

いただいたものでございます。 

 

●知 事 

オリジナルメンバーということですね。 

コーディネーターというのは，逆に言うと，先にコーディネーターとしての位置づけが

あったということなんですね。その中で，じゃあこういうことをやったらいいよねという

ことで，ファシリテーターになっていただく方もいて，そして今こういう活動になってい

るという，そういう流れなんでしょうね。 

子供が少ないということは，大きな社会問題ですが，そういう中にあって，子育ては決

して楽ではありませんよね。昔と違って地域で子供の面倒は見てくれませんし，孤独になっ

てしまいますね。特に知らない土地で子育てをしていると。 

でもこうして，支援してくださる皆さんが 100 人単位でいらっしゃるということは，か

なりきめ細やかに活動されているのだと思います。 

本当に心強いと思います。 
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「子育ては，不安だよね」とか，「寂しいよね」と思う方は多いと思いますが，それを何

とかしようと立ち上がる方は，なかなかいらっしゃらないと思うのです。 

でも，そうして立ち上がって，しかも自分たちだけが自分たちの力でやろうという，ファ

シリテーターを 100 人規模でつくられて，そしてその全体で面で支えていこうということ

は，本当に大きな影響力があると思います。 

黙って座っていてもいいわけですよね。我々も行政だから，「本当に行政はなっとらん」

などと言われることがあります。 

でも，自分たちがちょっとでも何かできることをやっていこうと思う力が，こんなにす

ばらしい活動につながっているのではないかと思います。 

府中町はいろいろな形で子育てを皆さんでサポートされていてすばらしいなと思います。

こうした支えがあって，子供たちが元気に育っていくのではないかなと思います。 

それでは，家庭教育支援チームで頑張っていただいております，田村さん，米田さん，

そして松浦さんに，もう一度大きな拍手をお願いをいたします。（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。 

 

 

事例発表②  

●知 事 

それでは，続いて，次の発表にまいりたいと思います。 

次の発表は，まるごと府中町実行委員会の深川暢寛さん，そして森脇健二さんのお二人

にお願いをいたします。 

お二人が活動するまるごと府中実行委員会は，町民の皆さんに改めて地域の魅力に気づ

いてもらうため，町内で発見したさまざまな魅力情報について，ブログやフェイスブック

を活用して発信をするほか，地域ニーズと課題を踏まえた医療，公園マップを自主的に作

成するなど，暮らしやすい府中町づくりにも貢献をされていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「みんなでつくろう！わが町マップ」です。 

それでは，深川さん，森脇さん，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（深川） 

ただいまご紹介に預かりました，まるごと府中町実行委員会を代表しております深川と

申します。 

 

○事例発表者（森脇） 
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同じく，森脇と申します。今日はよろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（深川） 

先ほどの教育支援の方があまりにもプロのようなしゃべりだったので，もう親父２人ど

きどきしてしまって，これから実は本当のチャレンジ・トークです。私たちは，これを操

作しながら多分できないと思いますので，なるべく，いらいらされる方もいらっしゃるか

と思うんですが，これが本当のチャレンジ・トークだと思っていただけたらと思います。 

あんまりしゃべるとまた長くなっちゃいそうなんですけど，本当はこの場に立って今日

何が伝えられるか，すごく悩んできました。実は，親父２人が出会ってからここに来るま

でに本当にくすぶった期間がすごく長くて，僕たちの行動をどうしたらいいんだろうとい

う日々をずっと過ごしてきておりました。今日，このような場でこういう発表をさせてい

ただくことに，まず本当に感謝を述べたいと思います。 

実行委員会の誕生に入る前に，少しお話をしたいことがありますので，少し聞いていた

だけたらと思います。 

実は，親父２人の出会いにもいろいろとあるんですが，実は２人とも府中町在住なんで

す。２人とも府中町を拠点にお仕事をしているので，府中町のことを本当によく知ろうと

思っている２人かな。実は，私，12 年前に上の子が小学校に上がるときに府中町に来まし

た。今，12 年たちまして，実は私はそれまでは府中町生まれでも育ちでもないので，愛着

も何もなかったんです。 

だけど，娘たちが，子供たちが３人ここの小学校に通い，中学校に通い，府中っ子だっ

たんですよ。私たちはここで育ちましたと言うんですよ。「あら，親父はここで生まれてね

えよ」と思いながらも，不思議な感覚になってきたんです。12 年間過ごしている間に，い

ろいろな方との出会いを通じて，いろいろな悩みごと，もしくは要望，府中町の声がたく

さん挙がってきているなということに気づき始めて，親父２人に何かできることないかな

と，くすぶり期間２年。 

実は，平成 25 年，今から２年前に，実は今回２人の出会いからまた新しい出会いを生ん

でくださった，児童センターの南交流センターのバンビーズの職員さんでいらっしゃった，

今日も新宅さんという方が来られているんですけど，よかったら立っていただきたいなと

思うんですけど，新宅さん，実は，立っても見えないぐらいに小さい人だったんですよ。

それで，新宅さんはどこだどこだと思いながら出会ったことを覚えております。 

なぜそんなことを思うかというのが，私，実は近所の小学生，中学生に，茶髪なんで「不

良のおじちゃん不良のおじちゃん」て呼ばれているんですよ。最初は，不良じゃねえし，

ちょっとおちゃらけたおじさんだけど，髪の色だけで子供って不良って呼ぶ，それにも

ちょっと子供たちと対話もできるようになったので，これはちょっと貫こうかなと自身で

決めていることではあるんですが，すいません，茶髪の変なおじさんがこんなところに立っ
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てお話ししているんですが，今の新宅さんを紹介してくださったのは，実は子育てママの

会という，本当に元気のいい主婦というか，先ほどの支援の話もあったんですけど，本当

に子育ての最中の人たちがすごく悩みを持って，何か町内でみんなが仲良くとかいろいろ

な悩みを相談できるところはないかとか，そういうことで，「実は新宅さんていうすごい面

白い人がいるよ，会ってみたら」っていって，ご紹介をいただいて，出会いで交流センター

のほうに足を運ぶようになりました。 

それからとんとんとんと話が進みまして，実は，自分たちがやりたいことには，どうし

ても夢にはどうしても必要な予算であったりとか，こういうものをつくったりとか，マッ

プづくりするためとか，皆さんに役に立つためにはどうやって動いていいかわからないノ

ウハウを全て教えていただきました。 

そういう出会いをつくっていただいた児童センターの職員さんとともに，今回こういう

場でまた発表させていただいているんですが，結局，私も森脇さんもそうなんですが，府

中町をよくしたいという気持ちで動いておりまして，だけど本当に府中町には単独とか単

体ではすごく活動された方がたくさんいらっしゃって，個々に発信はしているけど意外と

発信能力が弱かったりとか，個々につながっていないということも感じ始めて，そして森

脇さんがブログとかフェイスブックを立ち上げてくださったりしています。 

ここで私がずっとしゃべると，マップづくりはどうなっちゃったのになるので，一応 2

人の出会いから支援センターさんの協力をいただいて，今日のマップづくりにたどり着い

たわけで，そこからマップについては，詳しくまた森脇のほうから紹介していただきます

ので，ぜひ聞いていただけたらと思います。 

 

○事例発表者（森脇） 

マイクを預かりました森脇です。よろしくお願いします。 

ここから，実際のつくったマップの秘話ということで。それを含めながら少し話をさせ

てもらいたいと思っております。お手元の茶封筒の中に，こういう１つ緑色の小さな冊子

が入っていると思いますが，これは我々が作成したマップでございます。これはもう２と

いうふうになるんですが，２号になります。１号は医療マップをつくったんですけども，

これはどうしてつくったかというと，今，深川さんから話がありましたとおり，私も府中

町へ途中から引っ越してやってきました。そうすると，一番知りたい，子供がいたときに

病院がわからない。目の前の病院はわかりますが，幾つ小児科があるのか全然わからない，

皮膚科はどこにあるんだという，そういうところから始まりまして，じゃあどこの公園で

遊ばそうか，知り合いもいないし全然わからないということで悶々としておりました。 

そういうものがないかどうかというのをいろいろ探したり，役場のほうにも聞きに行っ

たりしたんですけれども，なかなかまとまったものがないんですね。どうしても欲しいよ

うな情報がない。確かに大きいところは小回りも効かないというところがあるんですけれ



 － 12 － 

ども，そこを我々が何とかできないかと思いまして，じゃあなければつくろうというふう

な発想に変わりました。 

いろいろな人のつながりがあったからこそできたんですけれども，じゃあどうすればで

きるかというところから話をしまして，まずやっぱりどうしても要るのはお金なんですね。

でも，実際誰かが持っているわけではないので，いろいろやっぱり知恵を出し合って，企

業財団に申請してお願いしてみようとか，いろいろな知恵を出してくださる方がいらっ

しゃいます。そんないろいろな知恵を出し合って，この大きさにも非常にこだわっていま

す。載せたい情報は山ほどあります。けども，本棚の中にあったんじゃ何の意味もないと

思っております。かばんの中に入ってこそやっと生きるもんじゃないかと思って，この大

きさも非常にこだわって，メンバーがつくっております。 

実際，秘話というほどではないんですが，１号の病院編というのをつくったんですけれ

ども，これは医師会の調整から始まりまして，それぞれの病院にいろいろなヒアリング，

聞き取りを行いました。予約方法から，幼児用の便座，おむつのかえ台，授乳室，キッズ

スペースに駐車場，行く前にさまざまな情報をやっぱり知りたいわけですね。できれば，

どこにどんなものがあるか。そういうものを全部まとめて１冊の本にしました。 

わかりやすいようにわかりやすいようにできるだけしようということでつくったんです

けども，これもやはり町内にすばらしいデザイナーがおりまして，立派にまとめ上げてく

れました。なので，この表紙に黒い雲の中にちょっと書いてあるんですけども，府中町民

による府中町の府中町民のための府中町の本，もうとことんこれにこだわっております。

ですから，これを出したのも，ただありきたりの業者に出したわけではないんです。もう

本当に府中町のデザイナーがこれをつくっていますし，府中町に住んでいるお母さん方に

協力してもらっていますし，いろいろな方，府中町民による本だと思っています。 

あと，公園編のほうなんですけれども，公園編はちょうど今お手元にお持ちの冊子です。

それは，町内の５つの小学校の４年生にいろいろなアンケートをとりました。どんな遊び

をするのか，困ったことはあるのか，あったらいいな，できたらいいなというようなこと

を，いろいろなことを聞いてヒアリングをしてまとめました。 

何で４年生かというと，幼な過ぎず，でも５，６年生のようにちょっと大きくなって知

恵がついて，かっこいいことを書きたいとか，そういうところじゃないこの４年生をピッ

クアップしてアンケートをとりました。 

ページをあけたところにいろいろアンケート結果があるんですけども，ちょっと微妙な

内容になっておりますので，この場ではちょっと説明は省いておきます。 

一番私が苦労したところは，やっぱりそれぞれの公園に行って，遊具だとか段差，水飲

み，トイレの情報，いろいろな情報を入れて，なおかつそれぞれの全部の公園の写真をと

りました。写真というのも，やっぱり時間により天気により見え方が全然違うので，何度

も足を運んでとったという苦労があります。 
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それやこれやで，それぞれ企業財団の協力もありまして，5,000 部できました。5,000

部しかできなかったんですけども，いずれも１カ月足らずでもう本当にすぐになくなって

しまいました。だから，これ，病院編なんかにおいてはお母さん目線でつくったんですけ

れども，いやいや年配の方が非常に多く取っていかれて，ちょっとつくった側もびっくり

して，いろいろなニーズがあるんだなというふうに思っています。 

困ったなということから１歩踏み出せたことというのがとても大きな１歩だったと，今

になっては思っております。 

あと，もう１つ，テーマとして，これをつくるのにいかに自分自身のまちに気づいても

らえるかというのも１つのテーマとしてつくっています。 

例えば，この中に，まちで働く人とかいうコーナーを設けていますけども，こんな人が

このまちでこういうことをされているんだというのをやはり載せていきたいというのもあ

りました。 

それに，公園のコメントなんですけども，コメントとかというのは，ほんの２行，３行，

４行なんですけども，その中でも公園の個性をできるだけ表現したいと思って考え抜いて

います。例えばですけども，皆さんのお子さんやお孫さんが「三角公園へ行きたいんだ」

とか，「メロン公園で待ってるぜ」という，「カンガルー公園へ行こうや」と言ってもわか

らない方もいらっしゃるかもしれない。でも，そういったものをできるだけ載せて，個性，

いろいろ載せています。もう大人の方にも読み物として，自分のまちにいろいろ気づいて

もらいたい。気づいてもらいたいというテーマに則して，そういういろいろな自分のまち

に気づいてもらいたいということを考えながらつくっています。 

なぜ，じゃあそういう気づきなのかというと，ここは安芸郡府中町なんですね。今の若

い方というのは，安芸郡とか府中町という住所自体に，もうちょっと田舎じゃないかみた

いな，それよりも区という住所のほうが何かかっこいいよという，そういう，もう本当に

府中町って広島市に囲まれていますから，何かどこからどこという境目がないんですね。

だったら区のほうがかっこいいとか，そういうふうな声が聞こえてきたりします。 

でも，府中町，町だからできることもたくさんあるんだと思うんです。いっぱい自分た

ちのまちにもっと気づけば，先ほどの活動されている方，今の若い，後から説明してくれ

る彼らがいますけども，たくさんいいものが必ずあります。だから，気づいてもらいたい，

そんな意味でつくっています。 

だから，こういういろいろ気づいていけば，府中町愛，府中町の愛，これが育てられな

いかと，かっこ悪いというかくさいんですけども，府中町愛を育てたいなと。前例に縛ら

れない自由な発想でいろいろなものをつくってやっていきたい。府中町のグッズをつくっ

て販売してみたい。そういうものがあれば，ひょっとしたら買いたい人もいるかもしれな

い。卒業式のときに配ったら，成人式になって二十歳になったころにあれを思い出して，
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「あんなもんあったよな」という話をしてもらえるかもしれないし，そんなことも考えな

がらやっております。 

今，さっき深川さんのほうから説明があった，フェイスブックとブログでまるごと府中

町というこれと同じタイトルで日々府中町の何気ない写真を載せているんですけども，こ

れ，まだまだ少ないんですが，700 人の登録者がいるんですけれども，半分以上，３分の

２ぐらいがやっぱり町外で生活をされていらっしゃる方がわざわざ見に来てくれて，なお

かつコメントを入れてくれています。ということは，やっぱり府中町に自分の育ったまち

に興味があるわけですから，住んでいる人たちはもっとそういういろいろないいものがあ

るので，そういうものを磨いていけたらもっと楽しくなるんじゃないかと思います。 

今までは，冊子やブログやフェイスブックでいろいろな発信をやってきています。町が

やられていないような隙間の発信をやってきています。もうこれから，できれば役場の方

とかと手をつないで，タッグを組んで，もっといろいろなことができるんじゃないかなと

いうふうに考えています。できれば，そうすれば，もっといいことができると思っていま

す。 

気づきがもっともっと広がっていけば，一人一人まちのことを考え始めて発信できる府

中町になるんじゃないかなと。「何か府中町って面白そうだぞ」って注目されるようなまち

になるんじゃないかというような期待を込めながら，今，夢のような話をしておりますが，

そういう気持ちで活動を続けております。 

話はちょっとどんどん横道に秘話からそれていったんですけども，ここに読んでいただ

いた皆様と交流センターのスタッフの方々，手伝っていただいた大学生とか，ツバキマン

という謎のキャラクターもいますけども，そういったことをやっていただいた大学生がた

くさんいらっしゃいます。そして，私の妻にも，これをくつってもらったデザイナーにも，

感謝の言葉を込めたいと思います。ありがとうございます。 

ここからは，ちょっとまた深川のほうにマイクを戻して，話をちょっと戻したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（深川） 

すいません。また帰ってきちゃったのかと思われるかもわからないんですけど，最後に

まとめさせていただこうと思います。 

というのは，今もここにも出ているんですけど，実は安芸郡府中町って人口５万人を超

えているんですね。町という中では，本当に全国１位の人口密度になっております。です

が，そんな大きな町でありながら，実は先ほどの県知事のお話もあったとおり，「県は何を

しているんだ」とか，「町はちゃんとやってくれているんだろうか」とか，あと，私たち子

育て最中の親から見ると，「教育委員会はちゃんとやってくれているのか」とか，実は要望

とか不満ばかりの声を聞いてきたんですよ。 
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だけど，その要望とか不満，聞いたりしゃべったりするのは簡単ということに気づいた

んですよ。だから，この気づきを，実は自分たちの行動で変えていこうと，この気づきを

自分たちから何かできることはないだろうかということで，まずマップを１，２とつくら

せていただきました。 

これは本当に皆さんの協力によって１，２とつくることができました。キリン財団さん

初め，マツダ財団さん，いろいろな企業の財団さんのほうから助けていただき，あと南交

流センターのスタッフさんに助けていただき，実は，やりたいことはすごくたくさんあり

ます。ここで語り出すととてつもない話になりそうなぐらい，夢計画がいっぱいあります。

ですけど，私たちだけの力ではどうにもなりません。だから，今日この話を聞いて，いろ

いろなことを，「私できるよ」，「私たちこういう知恵を持っているよ」という方に，どんど

ん「おい，君たちこういうものをつくってくれよ」とか，そういう声を挙げていただきた

いなと考えております。 

先ほど，東京で生活をされて，実は転出，転居が多いというのは，実は府中町もそうで

す，実は転入，転居がすごく多いまちなんです。その割には，情報誌が少ない。府中町を

知りたいけど，知るものが以外と少ないし，わかりにくいものはあったりもするという話

をよく聞いて，わかりにくいというのはどういうことなのかなというのは，やっぱり住民

とか地域サイドの目になっているかということをすごく皆さんに聞いたので，いろいろな

ことからアンケートをとって，病院マップがまず欲しい。あと，役場をもっと詳しくマッ

プで知りたい。あと，公園のマップが欲しい。いろいろな意見をいただいた中で，まずで

きることの１，２として，一番緊急性のあった，医院から始めさせていただきました。病

院のほうは本当に大好評で 5,000 部つくったんですが，１カ月もたたないうちにもう皆さ

んにとっていただいて，すぐなくなる状況で，また増刷，「もっとつくってよ」という声も

あったんですが，予算に限りもあったので，取りあえずそれは１，２という段階を踏んで

終わりにさせてはいただいているんですが，実はこれからが私たちの本当の挑戦だと思っ

ています。 

これから府中町に向いて何ができるかということを本当に考えていける団体になれたら

いいなと考えております。これから定例会も開いたりとか，府中町の声をどんどん聞いて，

私たちができることから始めていこうと思っておりますので，ぜひ協力していただけたら

と思います。 

終わりにすればいいんですけど，もう１つだけ。実は，地域の宝と書いて，今日の本当

のメーンは，次の中高生たちが地域の宝だと思います。本当に彼，彼女たちは，本当に府

中町を思い，すごい気持ちで，こんな宝が府中町にあるんだというのを知ると，ますます

このまちが楽しくなるので，引き続き，聞いていただけたらと思います。 

ご静聴，ありがとうございました。（拍手） 
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●知 事 

深川さん，森脇さん，本当にありがとうございました。 

お二人とも府中町ご出身ではないということですが，何か府中愛に満ちているような感

じで，すごく熱心で，それぞれお話もいただきましたが，最初の２年間はくすぶっていらっ

しゃったということでした。この２年間はどんな感じで過ごされたのですか。 

お二人でどうぞ。 

 

○事例発表者（深川） 

実は，町内で商売していることもありまして，町内の方と触れ合う時間も皆さんに比べ

ると多いというチャンスがある中，いろいろな声を聞いて，僕たちにできること，何か地

域に還元できることはないかとか，何かこんな高い位置からすいません，かっこいいこと

ばっかり言って。だけど，本当に地域の人ともっと近寄りたかったんですよね。だけど，

何をしていいかわからない。でも，他の町とか他の市に行くと，いろいろな情報雑誌があっ

たり情報誌があったりして，「あんなのつくりたいよね」ってずっと親父が２人くすぶって

いたわけです。 

だけど，そのくすぶりを見事に晴らしてくれたのは１人の主婦だったんですよ。本当に

何て言ったらいいんでしょう，「面白い人がいるよ」と。面白い人ってすごい興味があるの

で，もうすぐにお会いして話をすると，もう大暴走になってしまいまして，気がつくと２

年間でこういう１，２というすばらしいものもつくれたので，人の出会いってすごいくす

ぶりも晴らせるぐらいすばらしいものになりました。 

 

●知 事 

なるほど。２年間くすぶって，いろいろお二人で話し合っていたところに，きっと火を

つけてくれたのでしょうね。そして子育てママの会の方が新宅さんをご紹介いただいて。

くすぶっていたからこそ火がついたんだと思うんですね。火のないところに煙は立たない，

煙が立つところは火がつきやすいという，そういうことじゃないかと思います。 

それが今，こうしていろいろな皆さんを巻き込んで，子供たちの協力ももらって。 

私もこれを拝見させていただきましたけど，確かに何か読んでいてトリビア的な感じの

要素も入っていて，網羅されていてすごいなと思いました。 

かばんにも入れやすい薄いサイズで，これをまた皆さんがご覧になって，役に立てられ

たら，その恩恵を受ける方というのはたくさんいらっしゃると思いますね。 

本当に物事が動いていくきっかけというのは，ちょっとしたこと，人のネットワークだっ

たり。でも，何か「こうあったらいいな」という思いを持つことも大事で，それがそこに

終わらずに火がついて行動につながっていくと。このようにして大きなことが生まれてい

くのではないかと，そんなことを教えていただいたのではないかと思います。 
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これからも，益々御活躍をいただけるのではないかと思います。 

まるごと府中実行委員会の深川暢寛さん，そして森脇健二さんに，もう一度大きな拍手

をお願いをいたします。（拍手） 

 

 

事例発表③  

●知 事 

それでは，続いて，次の発表に行きたいと思います。 

次の発表は，中高生実行委員会ジョイントフェローシップの渡部健太君，浜崎さくらさ

ん，田中瑞沙の３人です。府中町の宝の３人ですね。 

改めて，渡部君，浜崎さん，田中さんたちが所属するジョイントフェローシップをご紹

介させていただきますと，皆さんは，町内の学校も学年も違う中学，高校生だということ

ですが，この府中町を若い力で盛り上げようと，毎週１回ミーティングをして，地域に根

差したイベントの企画や運営に取り組んでいるということです。これまでに地域のお祭り

への参加や中高生のためのライブの開催などを実施されたということです。 

今日の発表のテーマは，府中町×中高生＝活性化です。 

それではよろしくお願いします。 

 

○事例発表者（渡部） 

皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声） 

今，深川さんに，とても元気づけられて，でもすごく緊張しています。ジョイントフェ

ローシップのリーダーを務めさせていただいている渡部健太です。 

 

○事例発表者（浜崎） 

浜崎さくらです。 

 

○事例発表者（田中） 

田中瑞沙です。 

まず，私たちがＪＦと呼んでいるジョイントフェローシップについて説明させていただ

きます。 

ＪＦは，校外の児童センターバンビーズを拠点に，中高生合わせて 20 人前後で構成され

ています。主な活動として，週１回のミーティング，行事の企画・運営，毎週月曜日のカ

フェの運営などを行っています。 

私はＪＦに入ってまだ間もないですが，楽しくやりがいのある活動だと思っています。 

さて，今日のテーマ，「府中町×中高生＝活性化」についてです。 
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これは，現在の府中町に，私たち高校生のような若い力が加わればもっといいまちにな

るということです。 

 

○事例発表者（渡部） 

これから，これまでに行ってきた活動の中で１つ，譜宙雷舞を取り上げて紹介します。 

譜宙雷舞とは，企画，タイムスケジュールの作成，広報活動，場所の確保，音響の依頼，

機器の調達，挨拶回りまで，運営にかかわる全てのことを中高生が中心となって行う音楽

イベントです。 

私がこのライブから学んだことは，大きく５つあります。 

１つ目は，新たな出会いとその人たちのよさの発見です。 

２つ目は，今までに一緒に活動してきた人たちの新たな一面の発見です。 

３つ目は，大きな行事をするときの難しさです。 

４つ目に，充実感や達成感です。 

最後に，一緒に活動してくれた仲間への感謝，私たちの活動を応援してくださった地域

の人々への感謝，当日にライブに来て場を盛り上げてくださった人たちへの感謝です。 

私は，譜宙雷舞を通して，一緒に活動してくれるありがたさ，心強さをとても感じまし

た。さらに，いろいろな人たちを尊敬できるようになりました。 

また，譜宙雷舞の成果として，２つのことが挙げられます。 

１つ目は，若者から大人までさまざまな人たちがかかわり，一緒にライブをつくること

により，新たな地域のつながりが生まれたことです。 

２つ目は，小さいときは遊び場として利用してきた公民館を，中高生になり授業を展開

できる場として知ったことです。 

ここで，私が今まで積んできた経験の中から，私たちにできる活性化とは一体何か，こ

れを簡単に説明します。 

私たちにできるのは，受け身になるのではなく，自ら新たな挑戦をすること，また私た

ちだけではどうしようもないときは，地域の人たちの力をかりることです。 

 

○事例発表者（田中） 

最後に，将来的にどのようにしていきたいのかを発表します。 

私たちは，地域の人々ともっと交流を持って一緒に府中町を盛り上げていきたいと考え

ています。だから，皆さんの行事などに参加させていだきたいです。また，手伝いが必要

なことがあれば，ぜひ私たちを呼んでください。手伝いに行きます。個人的には，現在，

ジョイントフェローシップの活動があまり知らせていないので，地域の皆さんにもっと私

たちの活動を知ってもらって，自分はその活動を通して周りに気配りができるような人に

なりたいと思っています。 
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今後も，私たちは自分たちのやりたいこと，好きなこと，これを地域の活性化につなげ

られるよう挑戦していきたいです。 

ご静聴ありがとうございました。（拍手） 

 

●知 事 

渡部君，浜崎さん，田中さん，本当にありがとうございました。 

自分が中学生や高校生だった時，いったい何を考えてたかなと思うのですが，中学生や

高校生の力が自分の地域の活性化になるとか，考えたことなかったですね。 

みんな府中町育ちで，３人とも高校生なのかな。高校は府中の外に行っているけど，こ

の府中がいいなと思って参加しているのだと思います。 

どうしてそう思うようになったのですか。 

 

○事例発表者（渡部） 

僕が，このジョイントフェローシップに入ったきっかけというのは，この児童センター

バンビーズがあるのを知っていて，それで友達に誘われたとか妹に誘われたとかなんです

けど，最初はそんなに自分たちの力が地域の活性化につながるとか，そのような考えは全

くなくて，でも，１年間僕はやってきたんですけど，いろいろな活動をやってきたんです

ね。その中で，小さい子供たちから「ありがとう」とか，周りの大人たちから「ありがと

う」とか，さまざまな言葉をいただいて，もっともっとこのまちをよくしていけたらなと

どんどん思ってくる感情が大きくなっていったというのが一番です。 

 

○事例発表者（浜崎） 

私は，中学校までずっと府中町内の学校で，周りの人たちからのやさしさとかをたくさ

ん受けてきたと思うので，それを自分たちからも何かの活動を通して返していきたいなと

いうのがあってＪＦに入って，児童センターバンビーズに来てくださる方が結構対象に

なったりするんですけど，いろいろな地域のお祭りとかにも出て，いろいろなところでい

ろいろな人に自分の気持ちを伝えられたらなと思って，参加しています。 

 

○事例発表者（田中） 

私は，まだ入って本当に少しなんですけど，入った理由は，新しい出会いを見つけてみ

んなと仲良くなって，地域の人に支えられているので，それを恩返ししたいなと思って入

りました。 

 

●知 事 
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みんなに支えられているとか，皆さんに声をかけられてそれがうれしいとかというのは，

中学生，高校生とは思えないような反応ではないかと思うのですが，よく，今時の若い子

は云々というふうに言われますが，皆さんの話を聞いていたら，やっぱりこの日本の子供

たち，府中町の子供たちは捨てたもんじゃないなと，これから先，益々支えてくれるので

はないかと思います。ちなみに３人は，高校を卒業した後は，広島県に残りたいですか。

それとも広島から飛び立って行きたいですか。どう思っていますか。 

 

○事例発表者（渡部） 

大変申しわけないのですが，僕は海外に行きたいと思っています。（拍手） 

ありがとうございます。 

 

○事例発表者（浜崎） 

私は，まだはっきりとは決まってないんですけど，もしかしたら広島県を出ていくかも

しれないけど，人の役に立つ仕事がしたいと思っています。（拍手） 

 

●知 事 

なるほど。田中さんはどうですか。 

 

○事例発表者（田中） 

私も申しわけないですが（笑） 

将来は都会のまち，東京へ行って活躍のある仕事をしたいと思っています。 

 

●知 事 

ありがとうございます。（拍手） 

皆さん，拍手をくれるでしょう。大丈夫，心配しなくても，みんな心が大きいから。 

温かく見守ってくれるし，むしろ，これだけ府中に対して感謝の気持ちとか支えたいと

いう気持ちがあるわけだから，それはもう世界中これからどこへ行っても変わらないと思

います。そういう子供たちが世界で，あるいはほかの場所で活躍してくれるというのはす

ばらしいことだと思います。 

 

○事例発表者（渡部） 

３人そろって，外へ出たいと言ってごめんなさい。 

でも，僕は外へ行きたいって言うけど，府中町は大好きなんで，大人になっても，多分

このジョイントフェローシップを次いでくれる今の小っちゃい小学生たちがいると思うの

で，そういう子たちを支えられるような，そういう大人になれたらなと思います。（拍手） 
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●知 事 

そうね。１つ言わせていただくと，私も外へ出ましたけど帰ってきましたから，将来は

どうなるかわかりません。いろいろなところで活躍をしてもらうということが，すごく大

事なことで，それを我々大人はうれしいです。また，戻ってきてくれることもあるかもし

れないですしね。 

本当にこれからが楽しみな３人の高校生，渡部君，浜崎さん，そして田中さんに，もう

一度大きな拍手をお願いいたします。（拍手） 

 

○事例発表者（渡部） 

ありがとうございました。 

 

事例発表④  

●知 事 

それでは，最後の発表です。 

最後の発表は，町立府中中学校３年生の髙野仁菜さん，栄井志月君のお二人にお願いを

いたします。 

お二人のご紹介ですが，府中中学校では，総合的な学習の時間で，自分たちの住むまち

府中町について学んでおられます。地域に伝わる民話の学習や府中町の花である椿の栽培

などを通じて，地域住民と積極的な交流を図っておられます。 

今日の発表のテーマですが，「府中中の誇り 椿ランド～保育園・幼稚園・中学校・地域

との連携～」です。 

それでは，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（髙野） 

こんにちは。（「こんにちは」の声） 

私たちはこれから府中中学校が行ってきた椿ランドについて，保育園・幼稚園・中学校・

地域との連携をテーマに発表します。 

私たちは府中中学校３年髙野仁菜。 

 

○事例発表者（栄井） 

と，府中中学校３年の栄井志月です。よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（髙野） 

私たちは，今まで，府中町についてたくさんのことを学んできました。 
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まず，中学１年生では，府中町の有名な場所や府中町で伝わる話などを調べて，１人１

枚ずつ新聞にまとめる府中調べや，府中町の伝統的な踊りである府中音頭を地域の方に教

えていただきました。そして，大運動会やかっぱ祭りで披露しました。 

中学２年生では，府中町のさまざまな職場に体験に行かせていただきました。実際に仕

事を体験し，仕事の大変さややりがいを感じることができました。 

中学３年生では，地域の方々に椿の育て方や府中町に伝わる昔話などについて学びまし

た。 

そして，これまで府中町について学んだことの集大成として，９月５日土曜日に椿ラン

ドを実施しました。 

これから，その椿ランドについて発表します。 

椿ランドは，総合的な学習の時間の一環である地域貢献行事で，ことしで７回目になり

ます。私たちはグループに分かれ，夏休みを中心に準備を進めてきました。小さい子供た

ちが楽しむことができる遊びやステージ発表の準備，プレゼントする椿グッズを作成しま

した。ひたすら折り紙を折り続けたり，段ボールを切り続けたりするので，時間がかかり

大変な作業もありましたが，当日のことを考えると準備も楽しくできました。 

 

○事例発表者（栄井） 

では，マイク変わって栄井がこれから言わせていただきます。 

もうすごい緊張して，水もがっぷり飲んでしまって，今，すごいおなかいっぱいなんで

すけど，頑張ります。 

椿ランド当日は，たくさんの子供たちが来てくれました。舞台では，町花にちなんだヒー

ローツバキマンや，歌のお兄さん，お姉さんのショー，吹奏楽部の演奏を披露しました。

フロアでは，迷路やモグラたたきなどの遊びや絵本の読み聞かせのコーナーや，椿に関す

る学習発表のコーナーを設けました。ちなみに僕は劇で，鬼の役をしました。ちょうどこ

れなんです。（笑い） 

 

○事例発表者（髙野） 

私は当日受付をしていて，それが終わるとブースで遊びの手伝いをしました。私は写っ

てないんですけど，この遊びを担当しました。 

 

○事例発表者（栄井） 

来ていた子供たちはみんな楽しそうで，本当に準備を頑張ってきてよかったなと感じま

した。椿ランドに来てくれた子供たちには，椿の木に椿の花を張ってもらいました。最初

はこのように何もない木だったんですが，最後には，こんなにもたくさんの椿の花を咲か

せることができました。（拍手） 
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ほかにも，地域の方々とつくった椿の苗木をプレゼントしました。 

椿ランドでは，たくさんの子供たちの楽しそうな笑顔を見ることができました。そんな

子供たちの笑顔を見ると，私たち中学生も自然に笑顔になっていました。 

私たちは，３年間，地域の方々から府中町のことについて多くのことを学びました。そ

して，椿ランドで学んだことを，保育園・幼稚園の子供たちに伝えることができました。 

今後も，府中中学校の，そして府中町誇りの椿ランドが続いていくように，私たちは後

輩にしっかりと引き継いでいきたいと思います。 

これで発表を終わります。ご静聴ありがとうございました。（拍手） 

 

●知 事 

髙野さん，栄井君，本当にありがとうございました。何か名調子の名コンビ，２人とも

少しずつ違う調子で，それがまたぴったり合って楽しかったなという感じですけれど，椿

ランドにお二人とも関わってよかったね。本当に聞いていても楽しそうです。 

今は，２人とも中学校３年生だよね。大きくなったら広島県を……。（笑） 

いやいや，さっき３人がみんな出ていくって言ったから。いや，冗談冗談（笑） 

今，聞かなくてもいいけれど，やっぱり府中町で育って良かったと感じるかな。 

 

○事例発表者（栄井） 

そうですね。やっぱり府中にはいろいろ本当にお世話になりましたので。15 歳が言うの

も何ですが。まだまだお世話になりたいと思います。この府中の良さを是非，言いにくい

んですが，県外に出てその素晴らしさを伝えていけたらなと。 

 

●知 事 

無理にそこに持っていかなくてもいいんだよ（笑） 

 

○事例発表者（髙野） 

はい（笑） 

私も，府中町で育ってきて良かったなと。こういう会も自分たちが開けていったので。

それに子供たちも来てくれて笑顔も見せてくれたので，ここで育ってきて本当に良かっ 

たなと思います。小さい子供たちもこれから府中町のいいところを見つけていって欲しい

と思います。 

 

●知 事 

なるほど。すばらしいですね。 

本当に府中町のことを小学校，中学校で学ぶだけではなくて，それを子供たちに還元し
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たいという気持ちが素晴らしいじゃないですか。それを逆に言うと，そういう子供たちを

育てているということでもあるので，あらためて府中町教育委員会の皆さん，本当にお疲

れさまです。 

髙野さんと栄井君，本当にこの２人も，これからの将来が楽しみだなと思います。 

お二人に改めて大きな拍手をお願いをします。（拍手） 

 

○事例発表者（栄井） 

ありがとうございました。 

 

○司 会 

ありがとうございました。 

以上で，予定の事例発表は終了となります。 

 

閉  会  

 

○司 会 

それでは，ここで，湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

●知 事 

本当に皆さん，ありがとうございました。冒頭に，発表を聞いたら皆さん元気をいただ

いて帰ると思いますと申し上げましたが，どうでしょうか。今日，皆さんも元気がいただ

けたのではないかと思います。そういう中，やはり感じるのは，それぞれの皆さんの「放っ

ておかない」というか，いろいろなことを自分事にして取り組んでおられるという姿が私

にはとても印象的で，子育てにしても，「自分が困った」ということだけでなく，それをど

うやってみんなと共有したり，あるいは，どうしたら少しでも人の役に立てるか，そのた

めに自分が何ができるかということを考えたり。 

まるごと府中町実行委員会の深川さんと森脇さんですが，どうしたらもっとこの府中町

のいろいろな魅力を伝えていけるか，そしてどうしたらみんながつながって活性化するこ

とができるかと，くすぶっていたと。 

実は，くすぶるのも悪くないなと，今お話を聞いていて感じました。 

ただ，ずっとくすぶっているだけだと，ひょっとしたら煙くて迷惑なだけかもしれない

ですね。でも，そこから１歩出ることによって，大きな変化を生み出していくということ

につながるのではないかと。その勇気。ちょっとしたことだと思うのですが，その１歩を

踏み出すことが大きな変化を生んでいくということじゃないかと思いました。 

高校生の３人もそうです。いろいろ自分が育ってきて感謝をしている府中町，その感謝
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の気持ちを持てるというだけで，中学生の２人もそうですが，それだけでもすごいなと思

います，そのままにしない。「何ができるだろう」と思い，やってみる。高校生の話の中で，

「ああ，そういうこともそうだな」と思ったのですが，ライブをやりましたと。ライブを

やって，そこに聞きに来てくれた人，聞いてくれただけで自分は励まされる。「ありがとう」

と言われたらもっと励まされる。ライブに行くことは誰でもできますよね。何てことない

そういう行動が，子供たちを元気にし，励まし，次の行動につなげているということもあ

るわけです。今日，皆さんこうしてご出席をいただきました。家でテレビを見ているとか，

家で寝ているというだけでも良かったのかもしれないですが，「府中町で活躍しているみん

なってどうなんだろう」と思って聞きに来ていただく。それだけで多分大きな違いを生ん

でいるのではないかという気がいたします。 

本当に，それぞれ職場とか地域とかでいろいろな役割，あるいは家庭の中でいろいろな

役割があると思いますが，放っておかないで，ちょっとした行動を起こし，そしてそれが

大きく集まると，本当に大きな違いを生んでくる。そういうことを今日の皆さんの発表か

ら学ばせていただいたのではないかと思います。 

ぜひ，また明日からそれぞれ皆さん，持ち場にお戻りだと思うのですが，その中で１歩

何か前へ出てみていただいたらなと。何か今日と違う明日をやってみようと，行動してい

ただけたら，素晴らしいのではないかと。それが，そしてその蓄積が，またよりよい府中

町をつくり，それの集まりが，よりよい広島県につながっていくのではないかと思います。 

今日，発表をいただきました４組の皆様に改めて大きな拍手をお願いをいたします。 

本当にありがとうございました。（拍手） 

会は以上ですが，１つだけ，私から御連絡事項，お願いがございます。 

お手元の資料の中にも入っていますが，去年の８月に土砂災害がございました。75 名の

方がお亡くなりになられるという非常に大きな災害でした。そして，皆様も連日ニュース

でご覧のとおり，関東，東北でまた大水害が起きています。広島県では，去年の災害を契

機に，改めて防災・減災対策にこれまで以上に力を入れていかなければいけないと思って

いるところです。 

災害に強い広島県の実現に向けては，県民の皆さんが実際に取り組んでいただかなけれ

ばいけないとも思っています。 

県民の皆さん，あるいは自主防災組織の皆さん，あるいは事業者としての県民の皆さん，

そして行政とが一体になって取り組む「広島県みんなで減災県民総ぐるみ運動」，これを４

月から始めているところです。 

お手元の資料をご覧いただきますと，この運動は，５つの行動目標というのがございま

す。特に大雨が多いこの時期は，身の回りの土砂災害や洪水の危険箇所，避難場所，避難

経路などをまずは知る，知っていただくということが非常に大事だと思っています。 

災害の危険箇所や避難場所については，「県民総ぐるみ運動を知る」でインターネットで
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検索をいただけますが，今日は，会場の入り口，後ろのほうにハザードマップ，危険箇所

などが示しされている地図が張ってありますので，お帰りの前に，ぜひご覧いただいて，

ご自分のお家とか，あるいは職場の周辺にどんなものがあるかということを確認いただき

たいと思います。 

それでは，どうぞよろしくお願いします。 

本日は，どうもありがとうございました。（拍手） 

 

○事務局 

知事，申しわけありません。最後に，私たち事務局から１つだけ会場の皆さんにお願い

をさせてください。 

私は，県の広報課でフェイスブックとツイッターの担当をしております田村と申します。 

皆さんは，広島県の公式ＳＮＳの存在はご存じでしょうか。広島県では，フェイスブッ

クやツイッターなどＳＮＳを活用して，県政情報や防災情報，県内のイベントやグルメ，

お出かけ情報や観光情報などなど，皆さんの暮らしのお役に立つ情報を日々発信していま

す。 

広島県のＳＮＳは知らなかったよという方は，ぜひ広島県のページを「いいね！」また

はフォローしていただければと思います。 

本日，皆様にお配りさせていただいております封筒の中にも，ＳＮＳの紹介チラシ，オ

レンジ色のチラシなんですけれども入れさせていただいておりますので，どうぞご覧に

なってください。 

フェイスブックやツイッターをやっておられない方は，ぜひ本日のこの機会にご登録を

いただければと思います。なお，登録方法がわからないという方は，この会の終了後，私

たち事務局のほうまで，どうぞお気軽にお声をおかけください。 

これからも，皆さんの生活のお役に立てる情報を１人でも多くの方に配信するべく，ま

た本日のチャレンジ・トーク同様，府中町の皆さんの元気に負けないように，広島県全体

の元気を発信するように，どんどん盛り上げるべく頑張ってまいりたいと思いますので，

ぜひとも皆様，お力をおかりできればと思います。 

以上です。知事，どうもありがとうございました。（拍手） 

 

○司 会 

事務局からのお願いも聞いていただきまして，ありがとうございました。 

以上をもちまして，「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」閉会といたします。 

どうもありがとうございました。（拍手） 

なお，ご来場の際にお渡しいたしましたアンケートを出口で回収をしております。よろ

しくお願いいたします。 
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ハザードマップもどうぞお帰りの際にご確認ください。 

本日はどうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 


