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開  会 
 

○司会（豊田） 

皆さん改めましてこんにちは。（「こんにちは。」の声あり） 

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。 

私は広島県広報課，豊田と申します。今日は，チャレンジに向けて元気の出る会にした

いと思います。どうぞよろしくお願いします。 

（拍手） 

 

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。（「こんにちは。」の声あり） 

今日は土曜日でお休みの方も多いのではないかと思いますが，多くの皆様にお集まりい

ただきまして誠にありがとうございます。 

福山市で４巡目のチャレンジ・トークを開催をさせていただきたいと思います。２年半

ぶりぐらいになるのですが，私もこうしてまた戻ってこられましてうれしく思っていると

ころであります。また今回の開催に当たりましては福山市役所の皆様に大変お世話になり

ました。大変ありがとうございました。この場をお借りして御礼を申し上げたいと思いま

す。 

この県政知事懇談会は私が就任以来ずっと続けておりまして，23 市町を順繰りに回って

いるのですが，今回で 76 回目の開催になります。これまで 600 人を超える方々に発表をい

ただきまして，傍聴に来ていただいた皆さんは 9,300 人ぐらいということで，塵も積もれ

ばだんだんと山になっているというような感じでおります。そして，いろいろご発表いた

だくのは県政のスパイスというか私は味噌と呼んでいるのですが，いい味つけになってい

ると思いますし，また傍聴の皆様方も今日またお聞きになってお帰りと思いますが，とて

も元気をもらって帰られるということで，本当に地域の皆様のお力を感じるところであり

ます。 

そして今日は，午前中２カ所ほど福山市の現場を回らせていただきました。最初は神村

町にあります大谷山里山牧場を訪問させていただきました。ここでは地域の住民の皆さん

が耕作放棄地を活用して牛を飼われています。皆さんはほぼ現職を引退された方々なので
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すが，地域の皆さんの絆づくりというかもちろん健康づくりにもなるし，後ろにもともと

あった少し荒れていた田んぼがとてもきれいになるということで，すばらしい取組です。

地域にあるものを循環して使っておられまして，稲わらとかいろんな飼料等も地域で調達

をして自然な形で牛を飼われています。しかも生んだ子牛を売ったり薪を切って薪を売っ

たりなどして，結構お金も入ってきて月々の飲み代にもなっているということで，すばら

しいなという感じでありました。皆さんのこの取組も，今は里山資本主義と言われてます

が，それの応用したような形になっているのだと思いました。 

そしてもう１カ所は松永はきもの資料館です。ここはずっと記事になっているのでご存

じの方も多いと思いますが，もともとありましたはきもの博物館がいろんな経緯があり閉

館をするということになったのを福山市そして地域の住民の皆さんが引き取られて，改め

て資料館として開館をされています。展示物はすばらしく，世界に誇る展示物があるとい

うことで，今ではこの資料館を見学なされる方はもともと想定していたよりもたくさん来

ておられるということで，地域の皆さんの手で地域の宝が守られて，そしてまた多くの人

が楽しみにやってくるということで，これもすばらしい取組だというふうに思いました。 

そして今日これからの懇談ですが，福山市で地域の課題解決に向けてさまざまな取組を

されてる皆様方においでいただきました。５組の皆さんに発表をいただきます。ぜひ最後

までお聞きいただきまして，この地域で頑張っている皆さんの姿をご覧いただいて，また

皆さんの明日のエネルギーにしていただければというふうに思っておりますので，どうぞ

よろしくお願いをいたします。 

（拍手） 

 

○司 会 

湯﨑知事，ありがとうございました。それでは，檀上のほうへお願いします。 

 

事例発表者紹介 
 

○司 会 

それでは本日の事例発表者の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは檀上のほう

へお願いします。 

それでは皆さん向かって左からご紹介させていただきます。一人一人が大切にされ，み

んなで楽しく幸せに暮らし続けられる住民主体のまちづくりに取り組まれている能登原学

区まちづくり推進委員会委員長の佐藤平治さんです。（拍手） 

続きまして，子育て情報の交換会やフリーマーケットを開催するなど，地域と親，子供

たちをつなげる活動をされているＮＰＯ法人「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」の小寺絵海さん，

吉本美由紀さんです。（拍手） 
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続きまして，爆心地から半径１キロにあった旧県庁や県病院など多くの建物をＣＧで復

元する活動をされている県立福山工業高等学校３年生で計算技術研究部の佐藤聖さん，中

井蓮さんです。（拍手） 

続きまして，国際問題への理解や解決策を探るため国連会議の模擬体験を行う全日本高

校模擬国連大会へ参加された市立福山高等学校２年生の井上遥さん，占部春々菜さん，竹

内悠菜さんです。（拍手） 

続きまして，公園のトイレに利用する方の心が和むような絵を描き，癒しの空間を創出

するなど地域でのボランティア活動に取り組まれている市立培遠中学校を代表して３年生

の坂居輝星さん，藤原蒼一郎さん，原田悠花さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。事例発表の皆さんは一旦席にお戻りください。 

それではここからは，湯﨑知事にコーディネーターをお願いしたいと思います。 

それでは知事，どうぞよろしくお願いします。 

 

事例発表 
 

事例発表①  

●知 事 

それでは改めてよろしくお願いします。 

今日事例発表をいただきます５組の皆さん。職場，地域あるいは学校でさまざまな挑戦

をされていらっしゃる方々です。 

最初に発表をいただきますのは，能登原学区まちづくり推進委員会委員長の佐藤平治さ

んです。能登原学区がある沼隈町では家の新築の際に近所の人々が協力して船で運ばれて

きた瓦を工事現場まで運び込む習慣が古くからあるということで，この相互扶助の精神を

「一荷合力」と呼んでおられたということです。能登原学区ではこの「一荷合力」の精神

を継承して一人一人が大切にされ，みんなで楽しく幸せに暮らし続けられる住民主体のま

ちづくりに取り組んでおられるということです。 

発表のテーマは「地域住民の安全安心へ向けてのまちづくり」です。 

それでは佐藤さん，よろしくお願いをいたします。 

 

○事例発表者（佐藤） 

それでは，能登原学区の事例発表をさせていただきます。 

私は，ホワイトビーチ共和国の大統領の佐藤平治と申します。この共和国は，ほかの地

域では自治会に当たります。大統領は自治会長が当たりますので，私は白浜自治会の自治

会長。６代目の大統領でございます。よろしくお願いします。 

（拍手） 



－4－ 

ホワイトビーチ共和国は，福山市沼隈町の能登原学区にありまして，沼隈町は福山市の

中心部から南へ約 16 キロほど離れた場所にあります。その東側に能登原学区がありますが，

能登原学区の西側付近がホワイトビーチ共和国のある，日本でいえば白浜地区でございま

す。能登原学区の見どころといえば，国定重要文化財阿伏兎観音像です。これは，瀬戸内

海国立公園が日本の国では第１号になりました。それの阿伏兎観音でございます。 

それからその阿伏兎へ近いところでは，明治期に青年団を全国組織した山本滝之助の頌

徳碑，勇壮な能登原とんど，夕日がきれいなビュースポットというのがありまして，内海

大橋を含めた非常に美しい景観でございます。 

能登原学区の人口は 2005年ごろは 1,400人ぐらい住んでおりましたが，ここ 10年で 100

人余り減ってきております。急激な過疎化が進んできております。また，とんでもないこ

とですが，小学校の統廃合という極めて不安な要素も持っております。 

高齢化も深刻で，2005 年ごろには既に 30％余りの高齢化率に達しておりましたが，ここ

10 年でさらに 10％以上も増加しております。したがって，高齢者の生きがいづくりや居場

所づくりを考えることは地域の大きなテーマというふうに考えておるところでございます。 

ホワイトビーチ共和国に当たる白浜地区は急傾斜が多い谷あいの集落で，山が海に迫っ

た平地の少ない場所です。建国の精神は全ての国民に安心安全な暮らしを実現することで，

人口は約 100 人程度です。世帯数は 33 世帯です。約７ヘクタールのミカン園が広がり，や

はり過疎高齢化の課題は抱えております。このような地域に特有な課題がもちろん山積み

となっておるわけでございますが，わずか 33 世帯の小集落では，求める行政サービスもな

かなか享受できておりません。行政としても限られた予算の中で，費用対効果を求められ

るのでしょうから，お互いにジレンマを抱えるのが現実だと思います。そんな課題を解決

すべく，考え出されました沼隈方式を紹介します。 

それは 1983 年から実施することになった旧沼隈町の地域づくり事業です。この事業の仕

組みは，まず，自治会が地域の課題を整理し，地域づくりの実施計画を立てて行政に申請

します。これを受けた行政は計画を審査し，地域と協議して計画を承認をしていく。承認

された計画には補助金が交付され，事業は行政と地域が力を合わせて行います。この仕組

みは今まで常識となっております協働の考え方の全国での出発点でございます。地域は予

算の一部を負担し，住民でできることは汗を流して作業をして行います。行政は主に材料

代や重機の借り上げやそういったものを負担をしていきます。こうして事業を実施するこ

とにより，地域としては求めた計画が実現します。行政としては少ない予算で地域の求め

る施策を実施することができるのです。つまり，両者が得をするという地域づくりの仕組

みはまさに協働の精神の基本となるものです。 

では次に，この事業を活用した白浜地区の事例を紹介します。 

沼隈町ではどの学区のどの自治会にも１，２カ所防火水槽が設置されていますが，ただ

１つ，白浜地区には設置されておりません。消火栓の数は基準を満たしておりますが，火



－5－ 

事を想定するとまだ足りない。そこで考えたのが山の中腹，いわゆる 43 メートルの高さに

ある白浜池でございます。本来は下流の田んぼに農業用水を確保するわけですが，この水

を素早く送水することで，できれば数千トンの水を確保する防火水槽ができるわけです。

水利組合といいますか，土地改良区といいますか，そういったところを，これは日本の国

であってホワイトビーチ共和国では国に取っちゃおうということで，国に水利権を取りま

した。そうして地域づくりを申請した結果，1991 年に承認されましたので，手づくりのパ

イプラインを敷いて，高齢者の生きがいを含めて大いに役立つということで，１年がかり

の工事の末，径が 75 ミリ。消防ホースは 65 ですから２本分です。このパイプラインを地

域の入り口まで山の奥から引きました。パイプラインを埋める防火水槽もつくりました。

５トン程度の防火水槽でございますが，コックをひねったら直ちに 75 ミリの水が出ますの

で，いくらでも水が出る防火水槽，水が確保できる防火水槽でございます。さらにこれの

枝つきをしまして，皆さんにコックをひねったら水が出るという田畑へなっています。国

が水利権を持っているんですから，田んぼだけの問題ではありません。これによって多く

の高齢者が野菜をつくることができます。 

こうして２年がかりで本管 600 メートル，農地へ 1,500 メートル，さらに国民の各家に

2,500 メートル。合計 4,600 メートルのパイプラインをつくることができました。 

私たちの地域は昔から雨が少なく河川も小さいため水には苦労してきました。この水を，

農家を含め，非農家も全部国民に与える，そういう制度をホワイトビーチ共和国ではつく

りました。 

1970 年代になりまして，道路が狭くて救急車が，あるいは緊急消防車両が入ることがで

きない。あるいは個人の自家用車が入ることができない。そういう家がたくさんありまし

た。自宅で葬儀をしていたころ，霊柩車が入りませんでした。そういった苦労をしながら

生活道路の整備を地域づくり計画に盛り込んでおりました。それが承認されて工事を始め

る時に，地主さんがどこの土地でもいいから，通って道をつくりましょうと言っていただ

きました。それでできまして，水を平等感のある国民に分け与えたことが，自分の土地を

好きなとこをとって，みんながよくなることをやろうよということで，地域づくりいうの

は，インフラだけでなく，人と人との心もつないでくれていったのであります。 

道路の整備ということで，大半の予算は行政が負担してくれましたが，住民も費用の一

部を負担しました。また，道路につながる小道も確保し，皆さんご承知かもわかりません

が，横，縦こうった布積みブロックは，我々がみな手づくりで積みました。谷積みという

のは，ちょっと業者じゃないとできませんけれども，そういったことで汗を相当流しまし

た。読売新聞に，当時の写真が載っていますが，盆栽がありますから，これは私の親父の

作品がそこへあります。子供と高齢者の，当時生きていたよと，あるいはこれからもこの

地域で生きていくよということで，それぞれのプレートを皆さんで設置しました。 

こうして，６年の歳月をかけて白浜周回道路はついに完成したのであります。あります
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が，33 戸とお宮入れて，34 戸ぐらいの家のうち８戸は，車が入れなかった家があったんで

す。県道改良によって２戸と神社とこういったところはできましたが，６戸残りました。

それをみな手づくりで我々はこういう改良をやったところであります。 

それから，周回道路は完成しましたので，今度は町のほうも大変な事業をやるというこ

とで，慌てふためきました。だって，麦わら家で江戸時代につくったのか明治時代につくっ

たのかわからないような家で，税金を払ってないんですよ。税金の対象にならないんです。

それが道ができるごとに１軒ずつ全部家を建てました。今年も１戸，今年も１戸。固定資

産税は今年も 30 万，今年も 30 万と増えていきます。そういったことで，固定資産価値が

できる新築が次々にできまして，何十万という納税を１戸ずつやることができております。 

白浜地区含め我々の暮らす沼隈町は，昔から「一荷合力」という精神が流れておりまし

た。これは福山市と合併以来 2006 年から始まった協働のまちづくりに生かされ，その精神

が備後地域，あるいは県下，私は全国へと広がった協働のまちづくりの原点だと思ってお

ります。住民の暮らしを守り絆をつなげる地域づくりは私たちのふるさとの大切な宝物で

す。わかりませんが，南海トラフの地震が来たら 6,221 人福山で犠牲者が出ると言われて

います。沼隈内海で人口割からいきますと，250 人を請け負わないといけません。私は請

け負えません。したがって，ゼロにするという精神のもとに，いいですか。よく聞いてく

ださいよ。ここ一番大事なんですよ。神戸の震災は津波でなくても 7,400 人亡くなってい

るのです。ほとんどが家の下敷き。「助けてくれー」って生きてるところへ火がきとる。そ

ういうところを含めて考えまして，今，２トン油圧ジャッキを各隣保へ配付しています。

万一のときにはこれを上げて，引っ張りだせと。そして助かろうよ，みんな。こういうふ

うなことを今やっております。 

大変，ご清聴ありがとうございました。以上でございます。 

（拍手） 

 

●知 事 

佐藤さん，地域の協働のまちづくりの事例，本当にありがとうございました。 

白浜地区が「ホワイトビーチ」っていう名前は，いつごろからつけられているんですか。 

 

○事例発表者（佐藤） 

もう 35 年になります。 

 

●知 事 

35 年前に「ホワイトビーチ」とつけたその時の大統領はなかなかいいセンスだなという

ふうに思います。 

本当に早くから防火水槽がないということで自らパイプラインを引かれていますが，そ
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のときには計画をつくって，そして市に提出をして，そして予算をつけてもらったという

ことなのですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

はい。そうです。 

 

●知 事 

これは今ちょうど皆さん新聞でご存知だと思いますが，地方創生という中で「まち，ひ

と，しごと創生総合戦略」というのがあります。これは我々自治体，市や町や県もそうな

のですが，計画をつくって国がそれを承認してそこに予算，交付金をつけるという全く同

じことが既に 35 年前に行われていたというのは，これはびっくりです。 

そして，本当に皆さんが平等に水を使えるようになりました。これは各家で水道とはま

た別にということですよね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

そうです。 

 

●知 事 

皆さん畑以外はどんなことに使われていらっしゃるんですか。 

 

○事例発表者（佐藤） 

家の庭へ，水まきをしてます。 

 

●知 事 

ああ，そういうものですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

水道を使っちゃあ下水道料もいりますから。 

 

●知 事 

水道料金も下水道料金も節約できるということですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

うちの国民にそんな負担させるわけにいきませんので。 
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●知 事 

なるほど。すばらしい。 

 

○事例発表者（佐藤） 

飲み水だけ市の水を飲んでいる。その程度にとどめております。 

 

●知 事 

なるほど。そしてさらには道路整備も皆さんでされたということですが，これもその結

果，家の建て替えが進んでいったということですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

最近は瓦運んだりしませんので，全部重機が行かなきゃ家が建たないんです。 

 

●知 事 

なるほどなるほど。 

 

○事例発表者（佐藤） 

これが建築基準法で許可にはなります。あった家を壊して建てるのですから。しかし，

現実は車が行かなかったら家はできません。 

 

●知 事 

そうですね。資材運ぶのも難しいです。 

 

○事例発表者（佐藤） 

100 メートル 50 メートルできたら１軒。50 メートルできたら１軒。100 メートルできた

ら１軒と，毎年新築がずーっと建ったんです。 

 

●知 事 

そのベースにあるのも地主の方からご協力をいただいたということですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

そうです。 

 

●知 事 

そいういことで，地域づくりに対して貢献をするという精神を皆さんがお持ちです。 
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○事例発表者（佐藤） 

ありがたかったです。 

 

●知 事 

本当に恐らくずっと昔この「一荷合力」と言われていた時代からこの地域での協力の精

神というのがずっと生きているということで，いろいろこの能登原の活動がすばらしいも

のはあると思うのですが，何よりも宝はそういうこの「一荷合力」の精神が皆さんで守ら

れてきたということですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

はい，そうだと思います。 

 

●知 事 

ただ，今高齢化であるとか過疎化ということでは大変苦しんでいらっしゃるということ

ですが，先般保育所にも私がお邪魔をさせていただきました。 

 

○事例発表者（佐藤） 

ありがとうございます。 

 

●知 事 

元気いっぱいなとってもかわいらしい子供たちがいましたけれど，高齢化・過疎化の課

題は広島県全体でも日本全体でも課題ですが，でもきっと皆さんのこの「一荷合力」の精

神があったらいろんなことが乗り切れるのではないかという感じがします。 

 

○事例発表者（佐藤） 

そうですね。「一荷合力」というか，「土地を出していただけませんか」と言わなくても，

「うちの土地を適当に使ったら何とかなるじゃろう」って言われたことから，我々の道が

できた。これは，本当に感謝しております。それから，私の地域では，目が覚めて窓を開

ければ海が見えるんです。こんな贅沢なところへ住んでるんです。ほんとに瀬戸内海国立

公園だなと毎日思いながら生きているのです。 

 

●知 事 

そうですね。 
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○事例発表者（佐藤） 

ありがたいことです。 

 

●知 事 

そういう地域でこれからも皆さんが力を合わせてこの利他の精神でまちづくりというか

この地域を守っていっていただきたいと思いますけれども，今日はそういった地域の精神，

また地域の活動を皆さんと共有いただきました佐藤さんにもう一度大きな拍手をお願いを

いたしたいと思います。 

 

○事例発表者（佐藤） 

どうもありがとうございます。 

（拍手） 

 

事例発表②  

●知 事 

ありがとうございました。今日はやや駆け足気味にやっとります。５組発表があるので

先に進めてまいりたいと思いますが，次の発表はＮＰＯ法人「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」の

小寺絵海さんと吉本美由紀さんにお願いをしたいと思います。 

ＮＰＯ法人「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」では「１ミリのゆとりと１ミリのやさしさ」をコ

ンセプトに，地域と親，子供たちをつなぐ活動をされていらっしゃいます。育児セラピス

トが主体となって子育てに関する情報を交換するママ日々ミーティングやワークショップ

などを通じてママたちが共感し合える場づくり，また安心して子育てができるまちづくり

の輪を着実に広げておられます。 

本日の発表のテーマは「１ミリのゆとりと１ミリのやさしさが生む見守りの町」です。 

小寺さん，吉本さん，よろしくお願いをいたします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（小寺） 

よろしくお願いします。ＮＰＯ法人「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」の小寺絵海と吉本美由紀

です。よろしくお願いします。 

（拍手） 

2010 年に福山市で虐待のニュースが立て続けにありました。その時，小さな子供が亡く

なった。私たちもちょうどその頃，まだ赤ちゃんを抱えて子育てをしていて行き来する町

だったんです。そんな中で子供たちが亡くなってしまったことに大変ショックで，ニュー

スなんかでは，コメンテーターはひどい親だなんて言うんですけども，問題の本質はそう
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いうところじゃなくて，じゃあその亡くなった命をどういうふうにつないでいこうか。私

たちに何ができるんだろうかということで，ちょうどその時，ママ友として出会っていた

ママ 10 人ぐらいで，「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」というのをとりあえず結成してみました。 

何ができるかわからないまま，こういったコンセプトで。みんなの子供をみんなで守ろ

う。自分さえよければいい時代に今はなってるんですよね。そんな，みんなの子供をみん

なで守ろうというふうに進めていくほうが結局手っ取り早く子供たちを守れる。ひいては

自分自身のためにもなるということで，こういったコンセプトです。１ミリのやさしさと

１ミリのゆとりをというのは，大きなことってすぐには変えられません。全てにおいてそ

うだと思います。だけど，１ミリずつなら，みんな少しゆとりのある人だったら，１ミリ

ずつやさしさとゆとりを持つことができるんじゃないかなという，そんな望みがあります。

やっぱりママが笑ってないと子供の笑顔も生まれません。この３つのコンセプトをもとに

活動をしています。 

今の時代っていうのは，ほんと先ほども言いましたが，こういったいろんな問題があり

ますね。もう掌の中でいろんなコミュニケーションがとれるような時代になりました。共

働きが当たり前なので，親のストレスももちろんどんどん増えている。当たり前のように

コミュニケーション力っていうのは著しく低くなっています。学校なんかでもいじめの深

刻化，もう１年生からひどいいじめが，聞くところによると幼稚園でもある。共働きによ

る近隣のつながりが薄くなる。ということは見守りの目が少なくなる。子供たちはどんど

ん孤独を感じていく。こういった背景があります。がゆえに，自分さえよければの時代に

なってしまっています。自分さえよければの時代だからこそ，小学校なんかで，いじめの

問題がありました。先生変えろ。先生出せ。親を出せ。子供引っ張って来い。なんていっ

てクレーム。モンスターペアレンツなんて言われてる大人たちの時代になっておりますけ

れども，そこで，なんでその子がいじめをしてしまうのか，あんなひどいことをしてしま

うような心に，どういう闇があるんだろう。そこに目を向けてあげられる大人って，じゃ

あ一体どれぐらいいるんですか。みんなの子供をみんなで守ろうっていうのは，そういっ

た思いが含まれてます。 

子供が起こす問題なんてほとんどは家庭の中での関係が主に影響してます。そこに目を

向けて，お母さんは何でそんなストレス抱えて子供に当たって，子供とこういう距離感で

きてるのか。お母さんの悩み聞いてあげようじゃないかっていう人が一体どれだけいるか。

みんな忙しいから自分の生活でいっぱいですから，そこまでなかなかゆとりは持てません。

だけど１ミリのゆとりとやさしさが持てる人がちょっとでも増えれば，少しずつ，こんな

自分さえよければの時代に働きかけてくるんじゃないかなと。 

昔は戦争などがありましたから右を向けって言われたら右を向いてないと打たれてしま

います。だけど今はもう時代背景が違います。頭ごなし教育じゃあ子供たちは育ちません。

今も少し控室でしゃべらせてもらいましたけども，もうぐるりと私たちのころとは違いま
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す。感覚も。それがいい悪いではなく，時代とともにいろんな私たち子育て者，親も変わっ

ていかなきゃいけない。今は同調が必要な時代になってるっていうのを非常に感じます。

これは子育てじゃなくても，会社の中でも，地域の町内会でもそうだと思います。 

そんな思いを胸に，私たち何ができるかということで，先ほどご紹介もいただきました

が，育児セラピストを中心としたママ日々ミーティングっていうのをこの５年間，私たち

の活動６年目に入るんですけども，続けています。ママたちが一生懸命子供を連れてこう

いった行政の子育て支援にも来るんですけれど，私自身ほんとは行くのがすごくしんど

かったんです。アンケート結果にありました。行政が行っている子育て支援を知ってます

か。ほとんどの人が知ってます。利用したことがある人は，ぐっと減ります。これから利

用したいと思うかというアンケートには２割３割の人しか答えてないんです。それはどう

いうことかっていうと，今どきの子育てとニーズとのマッチングができていない。という

ことが現れている。 

そこで私たちは，ここでママたちも楽しめるようなことを取り入れていかないと，やは

り今どきのママたち，子育てっていうのはうまくストレス発散ができないんじゃないかな

ということでいろんな活動をさせてもらっています。 

ここから，どういったことをやっているかっていうのをちょっとお知らせさせてもらい

ますが，世代間交流がとっても薄くなってますね。先ほどもありましたご近所のつながり

がなかったり，核家族化が進んだり，実際こういう老人ホームに行った時に，子供たちは

最初戸惑ってました。お年寄りとどういうふうに話していいのかなあなんて言って戸惑っ

てましたが，最後はすごくいいムードになって，クリスマス会をしましたね。 

今，福山市でも里山事業っていうのをすごく力を入れてらっしゃって，そんな里山を利

用させていただいて私たち自然体験っていうのを，この２，３年多くさせてもらってます。

こんな斜面とか登ったことあるかなあ。私たちは裸足で走り回ってたような時代もありま

したけども，やっぱこういうでこぼこの斜面，上りも下りもすごい使わないようなとこに

足を踏ん張んないと落ちちゃうんですよね。そういう体験が子供たちはなかなかできない

ということで意識的にやっているんですが，お母さんたちもこんな体験したことがないと

いうふうに来られます。いい顔してますけどね。これ，カブをこの間一緒に抜きました。

こういうふうにしてカブがなってんだよなんて言って，地域のおじちゃんおばちゃんたち

にいろいろ教えてもらいながら，ユズはとげがあるから気をつけてなんて言いながらすご

くいい里山事業とのコラボレーションができたなと思ってます。 

そして，健康というのは食育も含めてそうなんですけど，食べるもの，体のこと，もっ

ともっと考えていかないといけません。女性が子供がなかなか産めない不妊の方が増えて

いるっていうのは環境によるストレスとかもいろんなことが昔ととにかく違います。体に

も影響が出ています。食べることもしっかり考えないといけないし，健康に目を向けると

いうことで，これは，スロージョギング。スロージョギングの先生が福山にいらっしゃる
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んで，講演を一緒にやって，親子で楽しめるからとってもいいんですね，スロージョギン

グ。 

こちらは町のレストランの定休日に開けていただいて，なかなか子育てをしていると，

お料理教室にも通えないっていうママたちに，子供と一緒に来てくださいって言って，直

接オーナーに教えていただいて，いろんなお料理のこと学びながら，後半には必ず先ほど

言いました育児セラピストを中心としたママ日々ミーティングっていうのを必ずしてます。

初対面のお母さん同士なのに，ほんとにいろんな問題が出てきます。旦那さんのＤＶの話，

子供に対して優しくできない，子供をかわいいと思えない。いろんな悩みが出てきます。

もう，ほんとに泣いたり笑ったりの１時間半ぐらいの時間なんですけれどもね，こういう

こともやってます。 

これからの子供たちは，外国人とともに暮らして当たり前みたいな，国際交流をもっと

もっと盛んにしていくべきだと私たちは思います。私たちのイベントの中でも福山に住む

外国人の方とコラボレーションして，これはおととしですかね。商業施設の，使ってない

屋上を使わせていただいて，2,000 人近くの方にお越しいただいたイベントです。今年も

６月に 100 周年を記念して，私たちイベントを大きなイベントを控えてるんですけれども，

市民と一緒につくり上げていくイベントっていうのもやっています。 

私たち，一番の課題が，やっぱりこういった主婦，ママが集まった活動っていうのは，

運営がとっても難しいんです。お金をつけて回していくっていうのはとっても難しい，ボ

ランティアじゃ到底できない活動ですので，そこで，やはり企業とのコラボレーションが

必要ということで，こちらは福山ニューキャッスルホテルさんですね。挙式率というのが

どんどん下がっている。子供たちに小っちゃいころに結婚式を体験していただいて，すご

く何か素敵なイメージを結婚というものに持っていただいて，将来，そういう挙式ってい

うのを考えていただけたらということでやりましたけど，とってもいいイベントになりま

した。 

こちらは商業施設天満屋さん，デパートの天満屋さんとコラボレーションさせていただ

いて，一月に１回デパートの中に「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」の部屋ができるみたいな。デ

パ地下のスイーツをいただいて，コーヒーをいただきながらみんなでおしゃべり会をしま

す。帰りに地下でちょっとお買い物していってもらえたらいいなあなんて思いながら，天

満屋と「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」で，「ｔｅｎｍａｍａ」というような地元の企業さんとの

コラボレーションもさせていただいてます。 

そして，６年目になりますが，広島県内にあります「Ｗｉｎｋ」という情報誌があるん

ですけれども，ここの見開き２ページを使わせていただいて，こういったいろんな話，情

報を共有したいことをたくさん書かせてもらっています。 

こちら，ＮＨＫに出演した時ですけれども，いろんなメディアがこういった活動，ママ

たちが集まってやっているっていうところで注目いただいて，いろんな取材を受けて，そ
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して，去年，福山市のブランド認定というのをいただきました。活動部門での認定をいた

だいて，やはりこういったタイトルがつくと，５年前同じことを訴えていてもブランド認

定を受けた後，同じことを訴えると全然響き方が変わってくるんだっていうのを私たちも

同じことを言ってるのだけどなと思いながら，世の中の仕組みってそういうことなんだな

あというのを改めて感じさせていただきました。ほんとに感謝しております。 

先ほどから言ってますが，今どきの子育てには同調が必要です。なぜなら，自信を伸ば

さないと子供たち，とんでもない未来が待っています。大人もそうなんです。結局，ママ

たちの話を聞いていると，「はい」も「いいえ」もみんながどっちに手を挙げるかを見ない

と手を挙げられないっていう時代になっちゃってます。それはなぜかっていうと自信が足

りない。なのにママたちは子供たちに，思ってること言いなさい，「はい」なの「いいえ」

なのなんて言うんですけど，ママたちもほんとは，「はい」も「いいえ」も言えないときも

ある。子供と一緒に自信を伸ばしていかなきゃいけないなということで，私たち，いろん

なアンテナを張り巡らして，この会は全国飛び回ってらっしゃるレモンさん。レモンかぶっ

た山本シュウさんっていうタレントさんなんですけれども，私のラジオ時代の先輩であり

まして，彼を呼んでいろんなお話会をさせてもらったり，そういう機会を設けさせてもら

うととってもあったかいいろんなメッセージが聞けてよかったなんていうことが届きます。

こういうこと一つもママたちの自信を伸ばしていくことです。ママが自信を伸ばすと何が

いいかというと，子供のことも認めてあげられるんですよね。器が大きくなる。はい。そ

んな自信を持ったママたちが活動できる場所をというのが今年の「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」

の課題の一つに入っております。 

こちら，見守りブレスといいまして，湯﨑さんにもぜひ今日お持ちしたんですけど。こ

れ，どういったものかといいますと，福山で 100 年近くビーズをつくっている「ＭＩＹＵ

ＫＩ」という会社がございます。その「ＭＩＹＵＫＩ」さんと「Ｗｉｎｋ」と「ｍａｍａ

ｎｏｈｉｂｉ」がコラボレーションして，ビーズっていう語源には，祈りっていう言葉が

あるんです。そのビーズの穴を通して祈りながら，ママが全部これつくって売っておりま

す。ママたちの小さな雇用でも私たちの活動の中でどうか生み出せていけるようにという

ことで，ママたちが子育ての間に一生懸命つくって完成品を販売させていただきます。福

山市の３社のコラボレーションなんで，５色っていうのは福山はバラのまち。バラの花言

葉をモチーフにしてつくらせてもらいました。 

６年目を迎えた「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」の課題というのもほんとにたくさんあります。

ほんと言うと行政の方に助けてくださいって言いたいぐらいたくさんあります。ですけど

やっぱり続けていくことの意味っていうのはあるなと思いますし，運営の安定っていうの

が最重要課題だと思うんですけども，先ほどから話に出ている自信を伸ばしてあげること。

ママたちの小さな雇用を生むことが私たちの今後の課題の一つかなと思っております。

やっぱり，行政でいうと，女性の社会進出，雇用とか昇進とか何かいろいろセミナーとか
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あるんですけれど，子育てしてるとそういう言葉はすごく縁遠く感じてしまいます。なの

でいかにそこの壁を低く薄くできるかなっていうのを私たちは今後考えて，働くことがど

れだけいろんな道を生んでくれるかっていうことを提示できたらいいなっていうことを考

えております。 

一番最初にきっかけになった虐待のニュースですけども，やっぱり私自身もひきこもっ

た時代もありました。子供にまつわってね。そのときにやっぱりもう誰ともかかわりたく

ない。だけどもそういう人を出て来いって言うんじゃなくて，ちょっと元気のある人，う

ちのイベントなんかに来てくださるようなママたちが，ちょっとずつ１ミリのゆとりとや

さしさを持ってそれぞれの日常に帰っていただいて，スーパーで怒ってるお母さんいたら，

まあ，ひどい親なんていう冷たい目で見るんじゃなくて，お子さんにぜひ微笑みかけてあ

げてください。そこで荷物を１つ持ってあげるだけでもいいんです。それが認められたと

いうことが少し心の痛みを和らげたりとかそういうこともできるんですね。１人じゃない。

みんな同じなんだっていう安心感がやっぱり地域で暮らす安心感につながると思って，そ

こに働きかけることができたらと，引き続き６年目の活動も続けていきたいと思いますの

で，どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

小寺さん，吉本さん，ありがとうございました。活動６年目ということですが，そんな

にまだ長くないと思いますが，いろんなイベントをやられてますね。 

 

○事例発表者（小寺） 

はい。 

 

●知 事 

これはだんだんと増えていったようなイメージですか。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうですね。だんだんと，でもやはりイベントっていうのはとてもわかりやすいんです

ね。ほんとに私たちがずっと継続して続けていきたいのは，一人一人のお母さんとゆっく

りしゃべっていくこと。小さな会なんですけども，そこを継続するには先ほども言ったよ

うに，運営しないと，うちを運営しないといけない。イベントっていうのはやはり委託を

受けての事業になるので，そこでの事業がないとここでの場を確保できないということで，

必然的に数が増えていきまして，そういった形になっています。 
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●知 事 

いろいろ世代間交流とか自然体験とか国際交流とか市民を巻き込むようなイベントとか，

あるいは企業のコラボですよね。これは活動する中でじゃあこういう機会があるからとい

うので，だんだんとやられてきたということですか。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうですね。一番最初はもうほんとに企業の扉とかお店の扉を私たちたたいて回って，

こういった思いで活動したいんですけど協力いただけませんかっていうところから始まっ

て，実績を少しずつ積み重ねさせていただく中で逆にお声がけがいただくようになったの

はほんとにもうここ数年の話なので。やっぱり運営をしていくっていうのはすごく難しく

て，その部分ですね。イベントをしていくっていうことはわかりやすく日常の小さな会を

維持していくためにやらせていただいてます。 

 

●知 事 

最初はこの虐待のニュースを聞いて，普段の友達のグループが母体だったのですか。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうなんですよ。幼稚園のママで，ママ友ってすごいおもしろいんです。ストレスにな

るっていう人が多い中，私は自分１人じゃ出会わないような人たちにたくさん出会えるこ

とがすごくおもしろいなと。皆さん多彩ですし，もっと外につながるようなことができな

いかなと思ったのも一つのきっかけです。 

 

●知 事 

「何ができるかな。」とみんなで考えた。そして，それを実際にやってみた。やってみた

らいろんな輪がまた広がったということですね。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうですね。 

 

●知 事 

ブランドも認定を受けたわけです。 

 

○事例発表者（小寺） 

はい。ありがとうございます。 
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●知 事 

そうするとさらに協力する人が増えてきたということですか。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうなんです。ちょっと肩書が増えると変わるものだということを学びました。 

 

●知 事 

ええ。ＮＨＫにも出てね。 

 

○事例発表者（小寺） 

ＮＨＫにも呼んでいただきました。 

 

●知 事 

本当に６年前には何もなかったわけです。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうです。 

 

●知 事 

ここへ至る道というのもいろいろなご苦労があると思いますが，でもその最初の一歩が

ないとなかったわけです。 

 

○事例発表者（小寺） 

そうですね。やっぱりやってみて思うのが，ほんとに１人じゃできないんですね。仲間

うち，14 人今いるんですけど，みんな子育てに必死なので実際動いてるのって２人か３人

なんですよ。でもやっぱりみんながいるっていう気持ちで次に踏み込めるっていうのはす

ごく大きな得たものだなっていうのは感じております。 

 

●知 事 

なるほど。途中のお話の中で，例えば荷物を持ってあげるだけでいいんですというお話

もありましたが，それこそ仲間として一緒にいてくれるだけでもまた力になるということ

で，それぞれいろんな人が，いろいろできることがあるということですね。 

 

○事例発表者（小寺） 
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そうですね。ほんとにその１ミリのゆとりとやさしさっていうのは今まで気づかなかっ

たところをちょっと視野を広げて見えるようになると，大きくみんながそれぞれがそうい

うことができると変わってくるんじゃないかなと。やっぱり自分のことでみんな精一杯な

のはわかるんですけれど，ちょっとその視野を広げることで誰かにとってはもう 100 のも

のかもしれないし，そういうことかなと。それは子育てに限らず，町内会でもそうですよ

ね。会社の中でもそうだと思います。やっぱりみんな誰かのせいにしたりしたいものなん

ですけども，そうじゃなくて問題が起きたときには，自分にはその問題を解決するために

何ができるかって考えられるような器にしていきたいなとは私たち自身思っております。 

 

●知 事 

写真の中に写っているママの皆さんの笑顔がすごく素敵だと思いました。だからきっと

そこへ参加をすることによって本当にハッピーというかいろんなストレスが抜けたり，も

ちろんそれだけで全てが解決するわけではないですが，その瞬間がとてもいいものがある

のだということは写真を見ていてもわかりました。 

 

○事例発表者（小寺） 

ありがとうございます。 

 

●知 事 

本当にこのすばらしい活動をされている小寺さん，吉本さん，また「ｍａｍａｎｏｈｉ

ｂｉ」の皆様方，今日はご紹介いただきまして本当にありがとうございました。 

 

○事例発表者（小寺） 

こちらこそありがとうございました。 

 

●知 事 

もう一度大きな拍手をお願いをします。 

（拍手） 

 

事例発表③  

●知 事 

ありがとうございました。 

それでは早速続いて次にいきたいと思います。次の発表は県立福山工業高校３年生計算

技術研究部の佐藤聖君と中井蓮君のお２人ですが，たくさん出てきてもらいました。 

お２人が所属している県立福山工業高校計算技術研究部は，爆心地から半径１キロをコ
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ンピューターグラフィックスで再現する爆心地復元映像制作委員会活動に参加されていま

す。旧県庁や県病院を初めとして多くの建物を復元して，その映像は昨年５月にニューヨー

クで開催されたＮＰＴ再検討会議，これは核不拡散条約ですね。核不拡散条約再検討会議

で上映されました。また，新聞やテレビを通じて全世界にも発信されて極めて高い評価を

得られました。 

今日の発表のテーマは「ＣＧ（コンピューターグラフィックス）による被爆前後の広島

市御幸橋付近の復元」です。 

それではよろしくお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（佐藤） 

私たちの電子機械科は，日本で唯一本格的にＣＧを学習することができる学科です。そ

のレベルは高く，コンテストなどでも全国優勝したこともあります。代表的な作品は，広

島の爆心地から半径１キロメートル以内の復元で，この作品は昨年国連のＮＰＴ再検討会

議で上映されたり，テレビで特集されたりしています。また，地元福山では神辺町の廉塾

を江戸の町並みとともに復元し，県立歴史博物館や記念館などで展示上映されています。

そのほかにも，プロジェクションマッピング制作も行っており，福山市のイベントなどで

上映しています。 

このように授業で学ぶだけでなく，外部企業や団体と連携し，さまざまな映像づくりを

行ってきました。授業イコール社会実践，社会貢献というすごく珍しくためになる授業で

す。 

今日は，被爆 70 年の節目である昨年に制作した復元映像の発表を行いたいと思います。

復元場所は広島市中区千田町にある御幸橋近辺で，今もこの場所には被爆直後の写真がモ

ニュメントとして飾られています。この作品はテレビ局とタイアップで制作し，昨年８月

６日ＲＣＣで１時間の特別番組，ＴＢＳではニュース 23の15分間で全国放送されました。 

 

○事例発表者（中井） 

撮影及び制作期間は４カ月。授業との並行で毎日夜遅くまで作業を行い，とても大変で

した。復元に当たって，まず正確な情報収集から始めました。アメリカが撮影した原爆投

下前の航空写真をもとに建物の位置や大きさを割り出し，昭和 16 年の地図を参考に現存す

る企業やお店を探し，電話による聞き取り調査なども行いました。 

被爆後の写真で一番手前に写っていた交番は，県の建物台帳から構造や付帯施設などが

わかり，全体的にはかなり正確な町並みが復元できたと思います。最終的な雰囲気は被爆

者の方による証言です。何度も確認していただきました。被爆後の復元作業は焼けただれ
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た肌の様子なども再現するため，とてもつらい作業でした。改めて原爆の恐ろしさがわか

りました。それでは，復元した御幸橋の動画をダイジェスト版でご覧ください。 

 

（動画） 

 

○事例発表者（中井） 

原爆の風化，被爆者の高齢化，語り継ぐことが難しくなっている現在。微力ではありま

すが，私たちはこれからも最新技術を駆使した映像で，後世にそして世界に幅広く訴え続

けていきたいと思っています。 

これで私たちの発表を終わります。 

気をつけ。礼。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

佐藤君，中井君，ありがとうございました。 

ほかのみんなも計算技術研究部の皆さんということですかね。ご協力ありがとうござい

ました。去年僕もこのＮＰＴに参加をしてきたのですが，誰か行った人はいるのかな？ 

 

○事例発表者（Ａ） 

いえ。誰も行ってないです。 

 

●知 事 

その時の様子っていうのはどなたからかお話は聞きましたか？ 

 

○事例発表者（Ａ） 

顧問の長谷川先生から写真とか見せていただいて，それで知りました。 

 

●知 事 

その時いろんな反響があったというふうに聞かれたと思うのですが，その話を聞いてど

のように感じましたか。 

 

○事例発表者（Ａ） 

自分たちがやっていることの大きさというか，いつもただ続けていたことが世界ってい

う大きなもので披露されていたっていうのがあって，やっぱり自分たちがやってることの

大きさを知ってよかったです。 
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●知 事 

この映像の中の被爆者の傷は，坪井さんですか。 

 

○事例発表者（Ａ） 

はい。 

 

●知 事 

坪井さんは広島県被団協の理事長の坪井さんなのですが，いろいろお話を聞きながらど

んなことを感じましたか。 

 

○事例発表者（Ａ） 

すごい何か当時のことをはっきりと覚えておられて，その時の様子だとかをすごい丁寧

に話してもらって，とにかく聞いてて伝わったのは，原爆が落ちたことによっての精神的

な痛みやら家族とのつながりなどがその一撃で崩されたっていう，今では考えられないよ

うなことを伝えていただいて，それがすごい衝撃を受けたし，そういうのも組み込んでつ

くっていくのが大変でした。 

 

●知 事 

コンピューターグラフィックスという技術は，その技術を習得するというのももちろん

あると思うのですが，それだけではなくて被爆体験のことであるとかあるいは世界とのつ

ながりということを経験してくれたのではないかと思います。このビデオ自体は全体で 60

分バージョンですかね。60 分か 90 分かあったと思うのですが，田邊さんという方がつくっ

ておられます。たまたま田邊さんはお嬢さんが僕の同級生でして，皆さんのことは田邊さ

んからいつもよく聞いていて，今日は会えてすごくよかったなと思います。ちなみに田邊

さんは，僕の父親が広大で原爆の研究をしていたのですがそういう被爆者の証言を集めた

テープがあってそのテープ起こしも田邊さんがやってくれているので，そういう意味です

ごくご縁を感じているのですが，今日はこういう機会に発表をいただいて本当にうれしい

と思います。このいろいろな経験がまた将来の役に立つのではないかと思います。皆さん

は今何年生ですか。３年生かな。 

 

○事例発表者（Ａ） 

はい。 

 

●知 事 
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３年生。ではもう進路は決まってるのかな。 

 

○事例発表者（Ａ） 

全員決まってます。 

 

●知 事 

どんな感じですか。皆さん一人一人簡単に紹介してもらえますか？次の進路について。 

 

○事例発表者（佐藤） 

僕は，広島市のほうに進学する予定です。 

 

●知 事 

どんな学部ですか。 

 

○事例発表者（佐藤） 

役者になりたいと思っています。 

 

●知 事 

役者ですか？ 

 

○事例発表者（佐藤） 

はい。そういう芸能関係の専門学校に通うつもりです。 

 

●知 事 

なるほど。 

 

○事例発表者（中井） 

僕は名古屋の専門学校にいく予定です。 

 

●知 事 

どんな専門ですか？ 

 

○事例発表者（中井） 

芸能マネージャーを目指しています。 
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●知 事 

なるほど。役者と芸能マネージャーとはすごいペアだね。 

 

 

○事例発表者（Ｂ） 

多分僕だけこの中で普通で，福山のポリテクカレッジに行きます。 

 

●知 事 

なるほど。ありがとう。 

 

○事例発表者（Ａ） 

僕はこの３年間やってきたＣＧでもっとＣＧが好きになったんで，さらにＣＧを学ぼう

ということで，神戸の専門学校のほうに行くことが決まってます。 

 

●知 事 

ＣＧの専門学校？ 

 

○事例発表者（Ａ） 

はい。 

 

●知 事 

なるほど。 

 

○事例発表者（Ｃ） 

自分も佐藤君と同じ役者の道を歩みたいと思っております。 

 

●知 事 

なるほど。 

 

○事例発表者（Ｄ） 

自分は地元福山で株式会社栄工社っていうところへ就職します。 

 

●知 事 

どんなことやるのかな。 
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○事例発表者（Ｄ） 

ほかの企業の機械のパーツを届けたり，また，その企業がそういうパーツをつくってほ

しいって言ったときに，そのパーツを自分たちでつくってそれを配ったりする会社です。 

 

●知 事 

なるほど。ありがとうございました。 

みんなそれぞれ新しい道を歩んでいくというところで，これまでの経験をぜひ生かして

もらいたいと思います。勉強の中身もともかく，やはりこういう体験が本当に大きく効く

のではないかと思います。広島県内でも広島県外でも頑張っていっていただきたいと思い

ます。 

 

○事例発表者（Ａ） 

最後にいいですか。 

 

●知 事 

はい。 

 

○事例発表者（Ａ） 

僕たちは卒業してしまうんですけど，まだＣＧのほうは後輩が引き継いでいきますので，

何かＣＧで僕たちにできることがあれば，皆さんに情報とか提供してもらってお願いした

いのと，あと湯﨑知事にはぜひ本校にも来ていただいて，もっと長いのも用意しています

ので，そちらもご覧いただけたらと思います。 

 

●知 事 

ありがとうございます。実際みんながつくってくれた被爆前後のＣＧというのは，恐ら

く永遠に引き継がれていくと思います。本当に貴重な戦前の状況を復元したということ，

直後を復元したということで非常に貴重な映像資料ですので，これから長い間引き継がれ

て，みんなの名前も刻まれていくのではないかと思います。 

それでは県立福山工業高校計算技術研究部の皆さんに，もう一度大きな拍手をお願いを

します。ありがとうございます。 

（拍手） 

 

事例発表④  

●知 事 



－25－ 

続いての発表です。福山市立福山高等学校２年生の井上遥さん，占部春々菜さん，竹内

悠菜さんにお願いをしたいと思います。お三方は，国際問題への理解や解決策を探るため

に国連会議の疑似体験を行う全日本高校模擬国連大会へ参加されました。アルゼンチン大

使役として移住問題について議論されて，全国からの参加者との協議を通じ英語能力のさ

らなる向上とさまざまな視点で物事を捉える重要性を学ばれたそうです。 

今日の発表のテーマは「We love Model United Nations！模擬国連活動を通して」です。 

それでは，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（井上） 

こんにちは。私たちは福山市立福山高校の井上遥，占部春々菜，竹内悠菜です。私たち

は昨年かかわった全国高校模擬国連についてご紹介します。 

まず，模擬国連というのは擬似的に国連総会を開催し，いろいろな立場の国の代表を演

じながら世界が直面する問題を考えていく取組です。進行は国連で行われているルールに

沿って行われ，ニューヨークでの世界学生大会も行われます。 

日本での高校生の全国大会は，今年で９回目。私たちの学校としては２回目の参加でし

た。卒業生の助けもあり，文化祭で校内模擬国連を開いたりする中，関心を持つ生徒が私

たちの学校内でも少しずつ出てきました。 

 

○事例発表者（竹内） 

かねてから模擬国連に興味があった私たちは，全国大会に出るべく準備し，無事予選を

突破することができました。私たちに割り振られた国はアルゼンチンでした。今年の全国

大会のテーマは，移民問題でした。ご存じのようにアルゼンチンも移民でできた国です。

日系人も多く，現在アルゼンチンには 600 人近い広島県人会の方がおられます。アルゼン

チン大使として何が提案できるのか。国連文書を初めさまざまな資料に当たりました。新

聞記事ではそれらしい姿が写っていますが，実際には日本語の資料が少なくとても苦労し

ました。準備は放課後の教室で，先輩後輩を巻き込みながら進めました。集めた資料はい

つの間にかこんな量になりました。 

模擬国連自体の雰囲気についても白紙に近い状態でした。そこで，関西で大学生が行っ

ているという研修会にも参加させてもらい，解説してもらったこともありました。そうし

た中で何とか提案の柱立てができました。大会直前になると全国の参加校からこうした提

案内容が送られてきます。私たちは各国の交渉ペーパーを見て当日の大会でどういう動き

をしていくべきか，作戦も考えていきました。私たちの考えたことが現実のアルゼンチン

の政策とかけ離れてもいけません。大会前日にはアルゼンチン大使館に伺い外交官の方か

ら温かくも厳しいレクチャーも受けることができました。 
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○事例発表者（占部） 

そして，いよいよ大会当日，私たちは会場である青山の国連大学へのりこみました。開

会前からロビーではこのような趣向を凝らした名刺を交換し，お互いのアピールが始まり

ます。会議本番では竹内は資料サポートに回り，私占部と井上が大使となりました。会議

の形態は大きく２種類あります。１つは席についてのものでモデレイテッドコーカスと呼

ばれます。進行は英語で行われ，会議の進め方などについての意見を発表します。 

もう１つは自由に動き周り交渉を進めていくもので，アンモデレイテッドコーカスと呼

ばれます。これが会議の大半を占めます。ここでは一見，押しの強さが物を言いますが，

さまざまな主張を聞き，どうしたら意見を一致させられるのか，論理的に考え動いていけ

る柔軟な力が求められます。 

会議の合間には各国２分間公式スピーチが与えられます。私たちはちょうど会議の途中

で起こったパリ同時多発テロの問題に触れ，改めて移民問題を考えることの大切さを訴え

ました。 

国連総会の最終決議は全会一致が原則です。この大会でもお互いの妥協点を見出しなが

ら決議にたどりつくことができました。 

これが最終的な総会決議です。 

 

○事例発表者（井上） 

大会に出て驚いたことは，関東や関西の高校生は学校の枠を超えて普段から自分たちで

会議や勉強会を持っているということです。残念ながら私たちの学校はまだそういった

ネットワークを持っていません。ぜひ今後つながりをつくっていけたらと願っています。 

私の個人的なことで言えば，将来は国際連合で働くという目標があります。今回のこの

模擬国連やトビタテ！留学ＪＡＰＡＮを利用した留学など，さまざまな機会を通じて自分

の世界を広げるための取組をしてきました。ローカルなつながりでいえば今回この近くに

在住されているアルゼンチンの方にお話を伺うこともできました。こんな私たちと地域や

世界の問題でつながってくださる方がいらっしゃればとてもうれしいので，どうぞ気軽に

声をかけてください。 

以上で私たちの発表を終わります。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。模擬国連ですが実際に 80 チーム出たのですか。80 チームで

議論するというのは大変ではなかったですか。何が一番大変でした？ 

 

○事例発表者（井上） 
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40 組で行ったんですけど，やっぱり大変だったのは，その会議自体は全て 40 組全部で

というのではなくて，少しずつ立場が同じような国同士で集まって行うっていうのが，会

議を進めていくなかで大半だったんで，その中でどれだけ自分たちが所属するグループだ

けじゃなくて議場全体を見て全ての動きをどれだけ把握し切れるかっていうのがとても大

変なところでした。 

 

●知 事 

なるほど。自分たちだけではなくて他のグループが何をやっているのだろうというのも

時々把握をしながら進めなければいけない。全部英語だったのですか。 

 

○事例発表者（井上） 

進行だけです。 

 

●知 事 

進行が英語だったのですね。実際にいろいろやり取りするところは日本語で行ったので

すね。論理的にいろいろ相手の言うことも聞きながらどうされていくかというところは，

日常の学校生活でも役に立ちそうな感じがしましたか？ 

 

○事例発表者（井上） 

そうですね。今までは先生の授業聞いててもぼーって，ただ先生いろんなこと知ってる

んだなあって思いながら聞いてることが多かったけど，模擬国連する中で何かいろいろ先

生に反論したいことが授業中に増えてきて，いろんなことを考えながら授業を聞くことが

できるようになりました。 

 

●知 事 

なるほどね。そういうときにはきっと反論すると先生も喜ぶかもしれないよ。 

 

○事例発表者（井上） 

そうですね。 

 

●知 事 

今度広島でＧ７の外務大臣会合があって事前に青少年のＧ７会合というのをやります。

世界の７カ国，日本からも高校生，大学生に集まってもらって模擬外務大臣会合をやって

もらうのですが，これは公開でやりますので皆さんもぜひ来て見てもらいたいと思います。
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今度は多分全部英語でやられますしほかの国の人たちもいるので，そういう意味も含めて

勉強になるのではないかなと思います。 

移住問題ですが，沼隈町はご存じのとおりパラグアイに集団移住をされています。僕も

去年アルゼンチンの広島県人会に行ってきました。皆さんとても活躍している人たちが多

くて温かく迎えてくれました。すごくお肉がおいしい国だったのですが，お昼御飯も晩御

飯もステーキを食べていました。パラグアイは本当に苦労されながら今はもう農業で大成

功されているのですが，福山のご出身の人がたくさんいらっしゃいます。これから，本当

に世界にも羽ばたいていってもらいたいと思います。福山市立福山高等学校，井上さん，

占部さん，竹内さん，どうもありがとうございました。みなさん，もう一度大きな拍手を

お願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（全員） 

ありがとうございます。 

 

事例発表⑤  

●知 事 

それでは最後の発表になります。最後の発表は福山市立培遠中学校３年生の坂居輝星君，

藤原蒼一郎君，原田悠花さんにお願いをします。坂居君，藤原君，原田さんが通われてい

る培遠中学校ではボランティアグループ培遠中学校リフォームの匠を結成されており，利

用する方の心が和むように公園のトイレに絵を描いて癒しの空間を創出されました。また

去年９月の関東東北豪雨がありましたが，この際にはテレビや新聞で多くの方が大雨によ

る被害に遭われているのを知り支援金を集めるための募金活動を校外で実施されました。 

今日の発表のテーマは「地域に認められる培遠っ子」です。 

それではよろしくお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（藤原） 

これから，私たちが行った活動について発表していきたいと思います。数年前の培遠中

学校は，地域の方から荒れた学校のイメージを持たれ，入学希望者が減少した時期もあり

ました。しかし，実際は多くの先輩方が生徒会や部活動などで活躍されていました。私た

ちもそんな先輩方と一緒に学校を変えたいと思いました。 

私たちが学校のイメージを変えるために行ってきた活動について紹介します。 

まずは，地域の清掃活動についてです。私たちが入学するより以前には，学校の敷地内

や学校の前にある公園や学校の周りの道路に多くのごみが落ちていたので，地域の方や保
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護者の方々と一緒に通学路や公園のごみ拾い，バラの植栽を行ったのが始まりだったそう

です。今は年３回実施しています。この活動を行う中で生徒会は別のときにもごみ拾いを

するようになりました。すると，ほかの仲間も一緒にしてくれるようになり，輪が広がっ

ていきました。 

次に，リフォームの匠についてです。この写真は私たちの学校の前にある公園のトイレ

の写真です。この写真からもわかるように，公園や公園内のトイレは草が生えごみが散乱

していてとても汚れていました。なので，地域に住む子供が遊べる公園ではありませんで

した。そこで私たちは地域の子供が気軽に遊びに来れる公園にしたいと思い，トイレのリ

フォームにチャレンジしました。この写真はその時の様子です。夏休みに生徒会やボラン

ティアで集まった生徒でトイレの掃除をしたり，外壁や内壁を塗りました。これがリフォー

ム後のトイレです。地域の方から，「きれいにしてくれてありがとう。」などとたくさんの

言葉をかけてもらい，大変うれしかったし，元気が出てきました。 

 

○事例発表者（坂居） 

次に，ソーラン隊の取組です。私たちの学校では 15 年以上踊られ続けている伝統です。

今ではソーラン隊は学校のリーダー集団です。主には文化祭，体育祭などで披露していま

す。 

この写真は地域の夏祭りでの写真です。地域の方の夏祭りでソーランを披露する機会を

いただいてきました。その中で地域の方から，「中学生から元気をもらっています。」とい

う声をかけてもらいました。今では町内会の敬老会などからもソーランを踊ってほしいと

いう声をかけてもらい，地域で披露する機会が増えてきました。踊り終わった後に地域の

方から，「踊りに来てくれてありがとう。」という声をかけていただき，すごくうれしかっ

たです。 

この写真は小学生と一緒に地域の文化祭でソーランを踊った時のものです。文化祭に向

けて 10 月の毎週土曜日に合同練習を行いました。最初は緊張していた小学生も，地域の文

化祭で踊り終わった後にはみんな笑顔になっていました。 

この写真は小学生と一緒に撮った最高の笑顔の１枚です。 

そして，９月には東日本豪雨が起こりました。被災された方に対して私たちにも何かで

きないかなという思いから，生徒会で集まって話をした結果，募金活動を行うことになり

ました。 

この写真は中学校の文化祭と地域のスーパーマーケットで募金活動を行った時の写真で

す。スーパーマーケットでは，お店の前で募金活動をさせていただき，多くの地域の方か

ら募金をしていただくことができました。頑張ってと言ってあめや飲み物を差し入れてく

ださる方もいらっしゃいました。短い期間でしたが，約 10 万円の募金が集まりました。私

たちは驚きと同時に感動や達成感を得ることができました。 
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この活動に対して福山市教育長様から直接激励の言葉をいただきました。自分たちが

行った活動に対して，培遠中学校全体が評価していただけたことがすごくうれしかったで

す。 

このような活動をしていく中で少しずつ地域の方から声をかけてもらえるようになって

きました。私たちは培遠中学校のイメージを変えるという目的で地域に向けて活動を行っ

てきましたが，地域の方からいろんな声をいただく中で，地域のためにもっと何かできな

いかという気持ちが出てきました。先輩方が，「地域に認められる培遠っ子」というスロー

ガンを掲げて約２年がたち，培遠中学校のイメージは少しずつ変わってきました。校長先

生からは，次は「地域に頼られる培遠っ子」になろうという言葉をいただきました。 

今後は培遠中学校が地域に頼られる培遠っ子としてさらに成長していくように，後輩に

バトンを渡していきたいです。 

これで培遠中学校の発表を終わります。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。今の紹介があったのは，去年の活動ですか。 

 

○事例発表者（坂居） 

はい。 

 

●知 事 

去年だけでも本当にいろいろなことがあって，募金活動も含めて表彰ももらってすごい

と思います。実際に地域の皆さんからいろいろな声をかけられるなど変化を感じてうれし

いと言ってくれてましたが，どんな気持ちですか。 

 

○事例発表者（坂居） 

地域の方からソーランとか踊った後に，踊ってくれてありがとうとか，掃除をしている

ときにもありがとねとか言われるときに，すごく地域から認められて頼られているんだ

なっていう気持ちがあります。 

 

●知 事 

地域とつながっているなという感じもしてきますか。 

 

○事例発表者（坂居） 
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はい，そうですね。地域で募金活動っていうのはほんとに地域の方がいないとお金も集

まらないので，そのときに約 10 万円も集まったっていうことは，やはり地域とつながり

あっていっているのではないかなって私たちは思ってます。 

 

●知 事 

小学生も最初は緊張していたと言っていましたが，小っちゃい子の笑顔はどうですか。

かわいかったですか？ 

 

○事例発表者（原田） 

かわいくてちょっと癒されました。（笑い） 

 

●知 事 

そうですか。地域から頼られる学校にというふうに校長先生が言ってくれたと思います

が，もう既にこうやって「ソーランを踊ってよ」とか声がかけられるということは，もう

何か頼られているという感じなのではないかと思います。みんなはもう３年生でもうすぐ

次のステップへ行くということですが，これから高校試験かな。一部決まっている子もい

るかもしれないけれど，これから本番ですから直前にこうして出てきてもらい貴重な勉強

時間を削って発表してくれて本当にありがたいなと思います。みんな将来はどうなりたい

と思っていますか？ 

 

○事例発表者（原田） 

保健師になりたいと思ってます。 

 

●知 事 

保健師になりたい。そうですか。保健師足りてないので，ありがとう。 

 

 

○事例発表者（坂居） 

僕は消防士になりたいと思ってます。 

 

●知 事 

消防士。消防士も足りないんだよね。ありがとう。 

 

○事例発表者（藤原） 

僕はＪＦＥで働きたいなと思っています。 
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●知 事 

これはまた随分現実的ですね。地域の重要な企業ですから，ありがとう。みんなしっか

りとした将来を夢見ていてとても頼もしいと思います。本当に大変な時期に発表してくれ

た坂居君，藤原君，そして原田さんに，もう一度大きな拍手をお願いをいたします。 

（拍手） 

 

○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。すばらしい発表を本当にありがとうござい

ました。 

 

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  

今日は長時間になってしまい申し訳ありませんでした。いかがでしたでしょうか。皆さ

ん本当に地域の中ですばらしい活動をされていらっしゃるなというのを改めて感じました。

能登原学区の佐藤さんの活動も本当にこの地域の伝統を守っていくというのはいろいろあ

りますが，お祭りとかそういうものだけではなくやはりこの一本通った精神が守られてい

くというのが次の世代にもやはりつながっていくと思います。それが場所は違うと思いま

すが培遠中学校のような活動にも恐らくつながるのだと感じましたし，「ｍａｍａｎｏｈｉ

ｂｉ」の皆さんの活動というのも放っていたらそのままやり過ごしてしまうようなことも

多いと思います。虐待のニュースを聞いて「ひどいな。かわいそうだな。」ともちろん皆さ

ん思うのですが，そこで自分たちに何ができるのだろうかと考えてその一歩を踏み出して

みることによって一歩が二歩になり三歩になり，またさざ波になって，いろいろなところ

に波及をしていくことになるのではないかと思います。 

また，３校の学校の皆さんに発表をしていただきましたが「今どきの若い子は。」とよく

言われます。僕らも言われました。しかし若い世代は若い世代なりにやはり頑張っている

と思いますし，今日本当にみんなよく頑張っているなというのを感じられたと思います。

将来やはり楽しみだなと感じました。新しい世代は新しい世代の取り組み方があり，そし

てこれから経験したことを糧にして大きく羽ばたいてくれるというのがよくわかりました。 

やはりいろいろな社会の課題がある中でそれを誰か他人のことというか誰かがやってく
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れると放っていたのでは，なかなか物事が動かないと思います。まさに１ミリの，１ミリ

ならできるだろうというところを少しずつ手をつけていく。それが皆さんの全ての活動に

も共通していることだと思います。その１ミリが 1,000 人が集まれば 1,000 ミリになりま

すし，本当にそのことが地域を変えたり福山市を変えたり，あるいは広島県を変えていき，

そしてもちろん日本を変えていく，世界を変えていくということになるのではないかと思

います。できることをやってみる。これが新しい明日につながっていくような気がいたし

ます。 

今日お集まりいただいたことも，その１ミリの一つだと思いますが，それぞれの地域で

あるとか学校であるとか職場の中で，また昨日までとは違った何か１ミリをつくっていた

だければすばらしい地域になると思います。ぜひトライしてみていただければと思います。 

今日は本当に発表をしていただきました皆様，ありがとうございました。５組の皆さん

に，もう一度感謝の大きな拍手をお願いいたします。 

（拍手） 

ありがとうございました。以上ですが，終了する前に１つだけ私からお願いがございま

す。お手元の資料を開けていただくと防災に関する資料があると思いますが，ご承知のよ

うに一昨年の８月に広島市で大きな土砂災害があり 76 名の方が亡くなるという非常に大

きな犠牲がありました。広島県ではこういった災害を二度と発生させないために，防災や

減災にこれまで以上に取り組んでいきたいと思っております。災害に強い広島県の実現に

向けて県民の皆さん，自主防災組織の皆さんあるいは事業者，そしてもちろん行政が一体

となって「広島県みんなで減災県民総ぐるみ運動」というものに取り組んでいます。これ

は去年の４月からスタートしております。お手元の資料をご覧いただきますと，５つの行

動目標が書いてあると思いますが目標を定めて実施をしています。この運動をわかりやす

くお伝えする新しいウェブページが２月１日から立ち上がりました。これも今日のチラシ

にあるとおりですが「広島県みんなで減災初めの一歩」で検索していただくとインターネッ

トでご覧いただけます。スマホでももちろんご覧いただけます。災害はいつ起こるかわか

らないというものですので，災害に備えて身の回りの土砂災害や洪水の危険箇所，そして

避難場所や避難経路などをまずは知っていただくことが大変重要です。災害危険箇所や避

難場所については先ほどご紹介いたしましたウェブページでもご覧いただけますが，今日

はこの会場の外の廊下に，どういうところに洪水が起きるか，どういうところに土砂災害

の恐れがあるか，そんなことが記載されたハザードマップが掲示してあります。お帰りの

前にぜひ一度見ていただければと思います。そしてお戻りになってからもう一度ご家庭や

職場，地域でこのインターネットあるいは市からハザードマップが配布されていると思い

ますので，ご確認をいただければと思います。 

それでは以上でございます。 

本日はどうもありがとうございました。 
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（拍手） 

 

○事務局 

すみません，知事。少しだけ私たち事務局のほうから会場の皆さんにお知らせをさせて

いただけないでしょうか。 

 

●知 事 

はい。 

 

○事務局 

私は，県庁の広報課でツイッターとフェイスブックの担当をしております寺本と申しま

す。 

さて，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，ＳＮＳというインターネット上のサービスを活用して皆さんの暮らしに役

立つ情報を日々発信しています。先日は県内の 23 市町によるリレーＰＲという連載を行っ

て，グルメや観光情報など，各地域ご自慢のネタを掲載しました。こちらが９月に掲載を

した福山市の投稿の写真です。今日の「ｍａｍａｎｏｈｉｂｉ」さんの発表にもありまし

た福山ブランドについての動画を掲載した投稿でした。このように県の公式ＳＮＳでは，

地域に密着した情報を含めて，毎日投稿を行っています。広島県のツイッターやフェイス

ブック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，お配りさせていただいております封筒の中にもこういうオレンジ色のＳＮＳの紹

介チラシを入れさせていただいております。フェイスブックやツイッターやってないんだ

けどなという方は，本日この機会にぜひご登録をいただいて広島県の情報を見ていただけ

ればと思います。登録方法がわからないという方は，私たち事務局がこの会の終了後，こ

の会場におりますのでお気軽にお声がけください。 

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

た本日のチャレンジ・トーク同様，広島県の元気を発信しどんどん盛り上げていくべく，

頑張ってまいりたいと思いますので，皆様のお力もお借りできればと思っております。 

以上です。知事，お時間いただき，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・トークを閉会とさせていただきま
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す。本日はどうもありがとうございました。 

（拍手） 

なお，ご来場時にお渡ししておりました封筒の中にアンケートがございます。出口のほ

うで回収いたしますので，ご協力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。 

 


