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開  会 
 

（司会（八幡）） 

皆さん，こんにちは。 

大変長らくお待たせをいたしました。ただ今から「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，広島県広報課の八幡と申します。 

本日は，チャレンジに向けて，元気の出る楽しい会にしたいと思います。どうかよろし

くお願いいたします。 

 

 

知事挨拶 
 

（司 会） 

それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事が御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，改めましてこんにちは。本日は三連休の初日ということで，大変出かけにくいと

きに，この会を開催しまして大変申し訳ないと思っておりますけれども，それにもかかわ

らず，たくさんの皆様にお集まりいただきまして，本当にありがとうございます。 

この県政知事懇談会は今，３巡目に入っております。１巡目は広島県下の全 23 市町各

地を回り，懇談会をさせていただきました。府中でも平成 22 年 10 月にさせていただきま

した。そのときは 10 名ほどの参加者の皆様とディスカッションするという形で進めさせ

ていただきました。第２回は，県内８ヵ所に分かれて行い，府中は福山と合同で今年の３

月にさせていただきました。今回は第３回目で，また県下全 23 市町を回っています。 

今回は，進め方として，今日はたくさん並んでいただいておりますけれども，いろいろ

な挑戦，いろいろな取組をされていらっしゃる方が府中市内にいらっしゃいますので，そ

の皆さんに発表いただくという形で進めています。 

こういった一連の懇談会は，平成 22 年に来たときも申し上げたと思うのですが，いろ

いろな御意見を県政の調味料にしたい。いろいろな御意見を味噌樽の中に詰めて，府中市

にも味噌樽はいっぱいありますけれども，味噌樽に詰めて発酵させるといい調味料ができ

ると思っていまして，今回まで延べ 400 人ぐらいの皆様の御意見をいただいて，いい調味

料ができつつあると思っております。 

改めて今回府中市で行うに当たりましては，府中市伊藤市長をはじめとして，市の皆様
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に大変お世話になっております。この場をおかりしてお礼申し上げたいと思います。 

また，今日は，午前中に上下町の若手のグループが，まちおこし，まちの活性化に取り

組んでいらっしゃるということで，その皆さんを訪問させていただいたのと，諸田に行か

せていただきまして，ちょうど先週「ごんぼう祭り」があったそうなのですけれども，ご

ぼう等をいただきながら，地域を挙げて農業に取り組んでいらっしゃいますので，その御

様子などもお伺いしてきたところです。 

これからもこういった会を続けさせていただいて，県政の隠れた調味料にしていきたい

と思っております。 

本日も，皆さん発表を聞いていただくと，こんな取組をしているんだというのを改めて

感じて，元気がたくさん出てくるのではないかと思っています。少し長い時間になります

けれども，どうぞおつき合いをよろしくお願いします。どうもありがとうございます。 

 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。湯﨑知事，壇上のお席にお移りください。 

 

 

事例発表者紹介 
 

（司 会） 

それでは，本日の事例発表者の皆様を御紹介いたします。発表者の皆さんは檀上にお上

がりください。それでは順番に皆さんを御紹介いたします。 

はじめに，府中市のファンを増やすために府中の魅力を発信する活動に取り組んでおら

れますＮＰＯ法人「府中ノアンテナ」代表理事の平地緑さんと，副理事の宗藤正典さんで

す。 

続いて，地域の高齢者の健康と地域の活性化のために，お弁当の配食サービスを行って

おられる喫茶店「仏蘭絁」経営の木下正則さんと，三和スーパーオーナーの小田津多江さ

んです。 

学校ポスターを作成するなど，学校と協力して上下高校の魅力のＰＲに取り組まれてい

る県立上下高校３年の山本聖羅さんと，２年の福品有希さんです。 

県内初の高校野球の連合チームを発足し，県大会に出場するなど，学校を超えた活発な

クラブ活動を行っておられる県立府中東高校２年の細川訓平さんと，県立上下高校１年の

大石翔さんです。 

最後は，市内４つの市立中学校で生徒会長としてよりよい学校づくりに取り組まれてい

る府中中学校３年の高山千穂さん，府中明郷中学校３年の石原郁也さん，上下中学校３年

の福品和孝さん，第一中学校２年の四茂野芽衣さんです。 
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どうもありがとうございました。それでは，事例発表者の皆様はお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，湯﨑知事，どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

 

事例発表 
 

事例発表① 

 

（知 事） 

改めて，よろしくお願いします。今日，発表いただきます５組の皆さんは，地域や学校，

また職場でいろいろなそれぞれの挑戦に取り組まれていらっしゃる方々です。 

はじめに発表いただきますのは，今，御紹介ありましたＮＰＯ法人「府中ノアンテナ」

代表理事の平地緑さんと，副理事の宗藤正典さんです。 

改めて平地さんと宗藤さんの御紹介をさせていただきますと，お二人はＮＰＯ法人「府

中ノアンテナ」を設立されて，府中のファンを増やすために，府中の魅力を様々な方法で

発信されていらっしゃいます。 

その中の個別の事業として，府中家具職人の皆さんとともに，家族での学習机づくり体

験というのを企画・実行されて，地域の子どもたちが小さいころから木に親しむことで，

植物や自然，環境への意識を育むための活動を行っていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「府中ノ木育プロジェクト」です。それでは，平地さん，宗藤さ

ん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（平地）） 

今，御紹介いただきました府中ノアンテナの平地と申します。簡単に府中ノアンテナの

説明をさせていただきたいと思います。 

まず，設立は去年の５月６日で，活動拠点としては旧平地呉服店，府中の商店街を出た

角にある建物を拠点としています。今，会員数は，役員と正会員，ボランティア会員，メ

ルマガ会員全員で 80 名ぐらいの方と一緒に活動しています。 

役員は一人一人いろいろな職業を持って，仕事をしながらこのＮＰＯの活動をしていま

す。こうやって見ていただいたら分かるのですけれども，グラフィックデザイナー，ウェ

ブ屋さん，印刷屋さん，建築屋さん，看板屋さん，中小企業診断士，ファイナンシャルプ

ランナーと，様々な職業を持った人が一緒にやっています。 

府中ノアンテナは何をするところか，ミッションということですけれども，府中のファ

ンや暮らす人を増やして，明るく，楽しい地域社会をつくること。それを共通に思って活
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動しています。 

私たちが得意とするところですが，活動の内容としては，情報の受発信とネットワーク

づくり，未来づくりというのを主にやっています。 

内容としては，府中の魅力発信ということで，見逃されている府中の魅力をフリーペー

パーをつくって配ったり，ポータルサイトを使っていろいろな情報を，ここにいて，府中

の情報が分かるようなことをやっています。 

ネットワークづくりというところで，さっきの拠点にしているところですけれども，み

んなで片付けをしたりしながら，魅力の一つにしていけたらいいなと活動しています。そ

れを掃除して，今は全部の部屋が使えるようになったので，そこで人がつながるようなイ

ベントを開催したりしています。あとは，府中のまちをみんなで歩いたりとか，写真を撮っ

たりしながら，交流を持っていくようなこともやっています。 

もう一つの未来づくりというところで，今，木育プロジェクト，「つくえ，つくろう。」

という，さっき知事さんに説明いただいたようなことをやっています。この説明は宗藤く

んからします。 

 

（事例発表者（宗藤）） 

皆さん，こんにちは。ＮＰＯ法人「府中ノアンテナ」で副理事をやっております宗藤正

典といいます。よろしくお願いします。 

ここから，未来づくりの活動として，木育プロジェクトを府中ノアンテナで取り組んで

いるのですけれども，その紹介を私からさせていただこうと思います。 

まず，皆さん，「木育」という言葉を知っていますか。知っておられる方。ですよね。僕

もつい最近知りました。そこで，木育といったものがどんなものなのかを，まずお話しし

たいと思います。 

「木育」，この言葉が生まれたのは，2002 年北海道で生まれたそうです。木育とは，子

どもをはじめとするすべての人が「木とふれあい，木に学び，木と生きるコト」。そして，

子どものころから木を身近に使っていくことで「豊かな心を育むコト」だそうです。 

木にふれあう，木に学ぶ，木と生きるというのはどんなことなのか。別に特別なことで

はなくて，森を歩いたりとか，木のおもちゃで遊んだり，木製の遊具のある施設で遊んだ

り，素足で木の床を歩いたり，伐採現場を見たり，製材工場を見たり，日曜大工なんかも

そうです。木の年齢の数え方を知ったり，山の整備の仕方，何でするのかということを知っ

たり，あと，マイ箸とか，マイコップ，そういうことを持つことであるとか，誰かのため

に手づくりで木のおもちゃをつくってあげるとか，日常的に皆さんやられていることを，

あえてここで「木育」という言葉にしているみたいです。昔から当たり前にあったことで

す。それが今，現代においてはちょっと薄れていて，プラスチック製品であるとか，そう

いったものにとってかわって，どんどん忘れさられていっているということを木育という
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ワードを新たにつくることによって，子どもたちの豊かな心を育むことにつなげましょう

といった活動です。 

僕が木育という言葉を知ったのは，多分今年の４月ぐらいだと思います。府中ノアンテ

ナでは，それ以前から親子の絆を深める「つくえ，つくろう。」という企画をやっています。

木育を知ったときには，僕らがやっているこの「つくえ，つくろう。」は木育じゃないかと。

まさに木育だねということで，確信を持って，自信を持って今，活動しています。 

ここで「つくえ，つくろう。」の紹介をさせていただこうと思います。「つくえ，つくろ

う。」は，親子で子どもの学習机をつくるという企画です。府中といえば府中家具，木工の

まち府中です。そこには，たくさんの卓越した技術もありまして，それは府中の今ある魅

力です。その魅力を我々アンテナとしては，視点を変えてみたり，付加価値をプラスする

ことによって，違う魅力に変えていきたいという思いがありました。そこで生まれたのが

「つくえ，つくろう。」です。「つくえ，つくろう。」は，４ヵ月間かけて一つの机とワゴン

と和だな（本棚）を家族でつくりあげていきます。期間は４ヵ月間で，月に１回集まって

行います。 

まずは，１日目，森林見学ツアーに行きます。森林見学ツアーでは，実際に山に行きま

す。山に行って，伐採風景を山のプロの方から教えていただきながら，山を歩いて，切っ

たばかりの木のにおいをかいでみたり，切ったばかりの木を持って帰ってお風呂に入れた

り好きに使っていいよとお土産にもらったり，ここは製材工場に見学に行ったときの風景

です。ここでも子どもたちは木のにおいといったものに魅力を感じています。 

ここは間伐した後の山です。非常に気持ちのいい場所で，多分林業をやっていらっしゃ

る方以外は入ることはないのですけれども，御協力いただいた会社の方にＯＫいただいた

ので，ここにみんなで入って「やっほー」大会をやろうと。大きな声を出すことは気持ち

がいいねということで，まずは山に入って，山に木がどう生えていて，それをどうやって

切っているのか。それを製品にするために，どう製材しているのか。そういったところを

見てもらうための１日目です。 

２日目は，その切ってきた木をどうやって製品化するのか。ということで，府中の家具

工場に行きます。家具工場に行って，今つくっている学習机もそうですが，ベッドなども

つくっています。そういったものがどうやってできあがるのかを見学させてもらいます。

２日目の午後からは，実際に机をつくり始めます。つくり始めて，先生の説明を聞きなが

ら，家族で子どもたちがお手伝いをしながら，今から小学校に上がるというお子さんなの

で，全部が全部の作業を自分でというのは難しいので，作業の主は大人の方です。お父さ

んだったり，お母さんだったり，おじいちゃんだったり。子どもたちは自分たちの机だか

らしっかり手伝おうねということで，一緒につくりあげていきます。 

３日目も机づくりです。後ろのほうには組上がっている写真があるのですけれども，組

上がって，今，研磨しているところですかね。子どもたちに，しっかり手伝ってね。自分
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の机だよということを言うのですけれども，まだ５歳，６歳なので，若干あきてくる時間

帯がございます。僕らはあらかじめ準備をしていまして，この「つくえ，つくろう。」の中

では給料制ということにしております。自分の机をつくるのに給料制というのはおかしな

話ではあるのですけれども，そこは置いておいて，例えばみんながしっかりお手伝いして，

机が組上がれば，みんなに給料を支払いますと。これは，キッザニアという施設があって，

そこのやり方を真似させてもらっているところがあります。要は，働いて給料をもらうと

いうことも勉強してほしいなという思いと，あとはあきさせないということと，モチベー

ションを高く持たせるということのためにやって，その対価として，特設駄菓子屋さんを

用意していますので，休憩時間に駄菓子が買える。その払った給料は，貯めて買ってもい

いし，都度買ってもいいし，次回に持ち越してもいいという仕組みで楽しくやっています。 

これは昼食風景です。参加いただいている子どもたちが勝手に子どもたちだけで，みん

なが集まって仲良くなっている。そんなワンシーンです。 

この「つくえ，つくろう。」でつくる机は，オリジナルのメッセージを入れられるように

なっています。 

４日目は最後，ここで完成するわけですけれども，ここに参加してくれているお子さん

にはたくさんのことを学んでいただきたいという欲張りな気持ちがあって，火起こし体験

もやってみました。これは，つかなかったです。失敗しました。 

これはつくっているところです。 

だるまさんが転んだをやっているところです。 

これは，完成した後に完成セレモニーという形で，４日目にこれを開催するので，その

前までの３日間，山に入って，製材を見て，机をつくり始めましたというところをムービー

で振り返りをします。子どもたちは大喜びのワンシーンです。 

それで，完成して，記念写真を撮っているところです。 

こういった流れで「つくえ，つくろう。」といったものを昨年開催して，今年は第２回を

開催しているところです。今，その２日目が終了したところです。 

その開催に当たって，参加者の方からメッセージをいただいています。今回この企画に

参加させていただいた目的の一つには，娘に同年代の子どもの集う場所を体験させたいと

の思いがありました。前回の様子では想像がつかないかもしれませんが，娘は内弁慶なと

ころが強く，自分から新しい場所に参加することが苦手なタイプなのです。それが，前回

の参加時は，ものすごく豊かな時間を過ごさせていただいたようです。親としても，意外

な娘の一面を見ました。そして，第２回目からもどうぞよろしくお願いいたします。といっ

たようなメッセージをいただいて，僕らが思っていた以上の効果が見えたり，参加される

方はそれを求められているんだなと。やってよかったなというところです。 

木育という言葉を知る前からこういうことはやっていて，その木育という言葉に出会い，

もうちょっと勉強しようということで，木育講演会を開催しました。木育講演会では，東
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京のおもちゃ美術館の館長さんで，日本グッドトイ委員会の理事長もされている多田さん

にお越しいただいて，木育って何というところから教えていただきました。 

そこに参加された皆さんと，そして，我々の思いに賛同してくれる方々と一緒に木育プ

ロジェクトといったものを立ち上げ，「つくえ，つくろう。」もその一つに組み込まれるこ

とになると思うのですけれども，そのメンバーで子どもたちに木のおもちゃをあげたいと

いうことで，木のおもちゃをつくるという企画を今はしています。この写真は，実際に府

中のものづくりをされているメーカーの方と，あとは子育て支援施設，保育所とか，託児

関係をされている方などと一緒にこのプロジェクトを動かしているので，その会議風景で

す。木の可能性を信じる大人たちが，小さい子どもたちに木にふれることがいいんだよと

いう思いを持って本気で取り組んでいることです。 

あと，我々が木育の中で挑戦していることがあって，ブックスタートってありますよね。

生まれた子どもに，生まれた記念に本をプレゼントする。これにはいろいろな思いが込め

られていると思うのですけれども，この府中市でも実施されています。その木のおもちゃ

バージョン。この木のおもちゃバージョンを是非したいです。子どもが生まれて，子ども

がさわるファーストトイを木のおもちゃにしてあげたい。そういうことを実現したくて，

今，挑戦しているところです。 

ここで，今，何をつくろうか，どういうものがいいかと考えている先には，そういった

ことも見据えた取組をやっております。 

この活動自体，府中市もそうですが，現状の動きとしては，隣の庄原市，三次市，あと

は大手飲料メーカーさんと一緒に取り組んでいる活動です。 

我々の目指すところは，木育のまち府中，木のおもちゃのまち府中，木工のまち府中，

府中家具という言葉はもう浸透していると思うのですけれども，そういうような形で新た

な魅力にしていきたい。そこに暮らす子どもを含め大人の方々も，その木を通じて，豊か

な生活が送れるようになればいいなと思って活動しているところです。 

現状は，そのために行政の方々と，写っている皆さんと一生懸命頑張っているところで

す。以上が未来づくりの発表になります。 

皆様に御賛同いただけたら，我々アンテナは平地呉服店に集まって夜な夜な会議をやっ

たりとかイベントをやったりしていますので，そんな情報を耳にしたら，是非一度遊びに

きていただければと思います。以上です。本日はありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。この会も随分何回もやらせていただいたのですけれども，今

日はいろいろな初めてのことがありまして，まず，交代して２人でプレゼンをするという

のはこのお二人が初めてです。 

宗藤さんは前回の懇談会でも発表していただきまして，夜店，名前は何でしたか。 
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（宗 藤） 

キラリン夜店です。 

 

（知 事） 

キラリン夜店の実行委員長もされているんですよね。そのお話を前回聞いたのですけれ

ども，２回出てこられた方は初めてで，よっぽど出好きか，そういうことはないですね。 

 

（宗 藤） 

出たくて，出たくてしょうがなかったんです。 

 

（知 事） 

ということなのですけれども，今，お話をお伺いして，まず，若いお二人が，年齢をつ

まびらかに聞くのも申し訳ないのですけれども，30 代前半ですよね。30 代の非常に前半で

すよね。 

 

（宗 藤） 

中よりです。 

 

（知 事） 

その辺ですね。大体地域の面倒を見られる方々は，どうしても年齢が上の方々が多いで

すけれども，こうやって府中で若いお二人が，お二人だけじゃなくて，府中ノアンテナは

多分若い人がたくさん集まっていらっしゃるんですよね。キラリン夜店もそうだと思うの

ですけれども，この若い力で引っ張っているというのは本当にすばらしいなと。第一点，

これはいいなと思います。 

それから，平地さんも，この平地呉服店というのは，平地さんのお宅なのかと思うので

すけれども，なかなか，こういう地域の活性化をやりましょうといっても，行政の場所は

どこかにないですかというのはよくあるのですけれども，自分のところを開放して，しか

も手入れして皆さんが集まられるようなところに仕立てあげて，そこで先ほどの「ゴ

本ッ！」というイベントをやられたりとか，そういうことも含めて，全面的に無私の精神

で貢献されているというのもすごいと思います。 

それから，私は，ふりがなが木育（きいく）となっていたのでそう言ったのですけれど

も，これは木育（もくいく）ですか。 

 

（宗 藤） 
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木育（もくいく）です。 

 

（知 事） 

食育とかと同じですね。 

 

（宗 藤） 

そうです。 

 

（知 事） 

これも，もともと考えられたのは，やっぱり府中の伝統技術がベースにあるということ

ですね。 

 

（宗 藤） 

そうですね。始めたときには木育を知らなかったので，伝統技術を何とか生かせないか

と。 

 

（知 事） 

伝統技術を生かして，そして，子どもたちに自然，あるいは木に触れてもらって，また

技術も，府中にこういう技術があるということを知ってもらうということだと思ったので

すけれども，そちらの看板にありますけれども，地域の強みを生かして４つの挑戦と。ま

さに，この府中の強みというものを使って，そして子どもたちの健全な心の育成にもつな

げてしまおうということで頑張っていらっしゃるということで，本当にいろいろなものが

盛りだくさんのお二人というか，皆さん，この府中ノアンテナの活動ではないかと思いま

す。 

この「ゴ本ッ！」は，ごらんになられた方はいらっしゃいますか。気がつかなかったで

すか。本当は何人かいらっしゃったと思うのですけれども，これはまたされますか。 

 

（平 地） 

２月２日に，今度は生ライブと一緒に本の展示をやりたいなと思っています。 

 

（知 事） 

そうですか。とてもすてきな空間で，音楽も入って。 

 

（平 地） 

そうですね。是非遊びに来ていただけたらと思います。 
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（知 事） 

すばらしい取組なので，是非皆さんも訪れて，この空間，雰囲気をエンジョイしていた

だきたいと思います。 

御自身それぞれの職業を持っておられる中で，こうやって府中の活性化，活性化という

言葉はよく使いますけれども，自分たちのできることを，自分たちの時間を使って，そし

て人を集め，そして人に元気を与えることではないかと思いますが，頑張っていらっしゃ

るお二人に改めて大きな拍手をお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 

（平地・宗藤） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

なかなか自分たちでちょっとやってみよう，そのちょっとの一歩を出すのが大変だと思

いますけれども，一歩どころか，５歩も 10 歩も出していただいていると思います。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

それでは，続きまして，これも二組目ですけれども，発表いただきますのは，喫茶店「仏

蘭絁」経営の木下正則さんと，三和スーパーオーナーの小田津多江さんです。 

改めて御紹介させていただきますと，木下さんは，府中市の駅前中心地で喫茶店を経営

されるかたわら，近隣の商店街のスーパーが閉店して，買い物が難しくなっているという

高齢者の皆さんのために，小田さんと連携して，お弁当の配食サービスを行っていらっしゃ

います。小田さんのつくられる健康的なお弁当を御提供されるとともに，高齢者の健康の

保持や安否確認なども行っていらっしゃって，地域コミュニティーのつながり，中心のよ

うな役割を果たされていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「地域の活性化はお年寄りの食事から」です。それでは，木下さ

ん，小田さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（木下）） 

木下でございます。よろしくお願いします。私が住んでいるのは，まちの中心地でござ

いまして，古いときには，ごらんになったとおり，府中というのは大変にぎやかなまちで

ございました。ですが，今は非常にまちの中が空洞化いたしまして，これは一番華やかだっ

たころの，キラリン夜店ではございませんが，こういうような状況で，私どもが子どもの
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ころは結構府中のまちは楽しかったのです。 

これもそうです。本当に備後地区の中心の一つではないかと思うぐらい，たくさんの人

に寄っていただいておりました。 

ところが，今は，恐らく御存じだと思うのですが，こんな状態です。これではちょっと

なと思うので，平地くんもこれだから多分考えたのではないかと思うのですが，こういう

状況です。府中の方が多いので御存じだと思いますが，大変大事なお店がいっぱいありま

すが，ほとんど閉店ということになっておりまして，ここも，上本町という場所ですが，

大事なスーパーマーケットでした。これがなくなって，本題に入ります。実は，食べ物が

ないということになるわけです。ここがとっても大事だったのは，こちらで周りのおじい

ちゃまやおばあちゃまの食事の面倒を見ていらっしゃったわけです。これが閉店になった。

下の方にも何軒かありましたが，そこも閉めてしまった。 

ということで，私の，小さい店ですが，そこへ近くのおばあちゃまがおいでになって，

食べるものが実はないと。かといって，喫茶店で出すようなものは食べたくない。年をお

召しになっているので油っこいものは嫌だと。困ったなと思ったわけです。いろいろ考え

てみたのですけれども，やっぱり昔から言う御用聞きのようなものがあったらいいのでは

ないかと思ったわけです。とは言いながら，機動力もあり，何か選べるような状態にもあ

り，だから，質，量，一定の供給量もありということになったらかなり選択が難しゅうご

ざいました。府中では，帯に短し襷に長しということで，友人の中に三和スーパーさん，

この方は申し訳ないですが，かなり辺鄙なところでスーパーを営んでいらっしゃるので，

ほとんどの物がそろっているという好条件を実は持っていらっしゃって，農家の長靴から

ほかのものまで全部あると。これ以上の条件はないのではないかと思いまして，彼女に何

とかならないかと相談いたしました。そこで，彼女が考えて，彼女なりの理解をしていた

だきまして，お弁当を２つ提示してくれました。これからは専門性になりますので，彼女

に渡したほうがいいと思いますので，彼女に渡します。どうぞ。小田さんです。 

 

（事例発表者（小田）） 

御紹介にあずかりました小田と申します。よろしくお願いします。私は，木下さんとの

いい出会いがあって本当に感謝しております。手取り足取り御支援いただいて，今日まで

頑張ってこれております。 

私がいつも思っていたことが，メタボがとても問題になり，莫大な医療費が全国でささ

やかれておりました。そうしたときに，40 歳以上の方が１人たった５㎏痩せるだけで，約

６兆円の医療費削減になる。そういったことを聞き，私もそれに挑戦しました。そして，

18 ㎏減量し，本当に薬づけの毎日でしたが，とても快適な体を取り戻すことができました。

小さなお店をやっていますが，お年寄りがとても多いです。その方たちが，ここが痛い，

足が痛い，腰が痛い，そんなことを言われながら，押し車をやっと押されながらお買い物
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をされている。そういった姿を見ながら，何か私にできることはないだろうかと考えてお

りましたところに，木下さんからこの御提案がありました。私にできるのか，本当によく

考えました。そこで，やっぱり体にいいものを入れていったら，今日食べたものが明日，

１ヵ月，１年，10 年後の自分をつくるということが実感できました。分かりました。私に

はその環境にある。私が体験もしたし，食材もいっぱいある。だから，こういったことを

御提供できれば，少しでも皆様の健康づくりにも役立つと思い，始めました。そして，毎

日新鮮なお野菜，主に魚ベース，主にお肉ベース，そういった二種類のものを考えました。

お昼前に皆様の，「仏蘭絁」さんのところにお持ちして，皆さんがそこに来てくださって，

選んでください。また，ほかの少しずつのお総菜もお持ちして，先ほどもおっしゃいまし

たが，本当に小さなスーパーですが，何でもありますので，お米，卵，魚は何が入ってい

るという感じで，皆様が必要なものを必要なだけ皆様の手元にお届けする。そういった形

で進めております。 

そして，また健康のことをもっとよく考えて，ヘルシー，下は私が考えたのですけれど

も，おから入りの豆腐バーグ，植物性の大豆食品をふんだんに使って，カロリーは 300 キ

ロで抑えて，これは火曜日と金曜日にだけ提供しております。糖尿病の方も，いつも食べ

ていただくのですが，いろいろなものを食べたら血糖値がすぐ上がったりして大変だけど，

これをいただくと，血糖値がどうもなくて，穏やかで，感謝しているというお声も聞いて

おります。そういった形でやらせていただいております。 

また，「仏蘭絁」さんの提案で，府中で１件だけではなくて，どこかないかとおっしゃっ

たので，知り合いの方が本通りにいらっしゃいまして，そこにも気持ちよく伝わり，そし

て，そこから，先ほどありました中央マーケットの前にクリーニング屋さんがあるのです

が，そこのノブナガさんという方にもお世話になり，本当にたくさんの方がおいでてくだ

さって，皆様に提供させていただいております。 

また，私がとてもうれしいのは，先ほどの中央マーケットの奥様にも，あそこはお総菜

とか人気で，私たちも田舎からどんなものが売られているのかと見学に行かせていただい

たお店です。超プロの方に私のつくったものを食べていただける。これは大変感謝してお

ります。そして，私の自信にもなっております。そういった形で，日々頑張っております。

そういうことです。ありがとうございます。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。木下さん，小田さん，本当にありがとうございます。 

さっきは若いお二人で，今度は熟年のお二人という感じで，ペアですね。幅広い年齢で

活躍されているなと，これもまた府中のすばらしさだと思うのですが，もともとお二人は

知り合いだったのですか。 
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（木 下） 

さほどの知り合いではなかったのですけれども，ある友人を介しまして，御面識をいた

だいたようなものです。実は，家の周りは本当に大変なところでして，とにかく年寄りが

多く，しかも，いわゆる買い物難民。徹底しています。それから考え始めたわけです。ど

ちらにしてみても，明日は我が身ということでもございまして，この辺でいいサイクルに

なったらとてもうれしいなと。しかも，ぶっちゃけた話ですが，年金という非常に高いハー

ドルもございまして，彼女は言わなかったのですが，僕が金額的な頭を切ってしまったの

です。400 円でつくれということで，非常に難しい問題を何とか彼女は消化してくれたも

のですから，ものすごくうれしいと思っております。 

 

（知 事） 

きっかけは，お客さんが「仏蘭絁」に来られて，食べるものがないというところですけ

れども，これは普通，喫茶店の御主人が，買い物難民で困っているという話を聞いたら，

そうなんじゃ，困ったねで終わるのが普通だと思うのですけれども，その一歩を。 

 

（木 下） 

そこまでのつもりだったのです。あまり深入りしたら，失礼な話ですけれども，結構年

寄りの方はうるさいので，できる限りさわるまいと思ったのですが，あまりにも真剣だっ

たのと，それから切実だったのです。齢 60 にもなりますと，多少責任もあるものですから，

何とか目を配っておかなければならないので，少なくとも生きておいてもらうには，この

ぐらいのものを配っておくのが一番いいのではないかと，実は思ったわけです。 

一番難しかったのは金額設定です。そうそう高額な年金を取っていらっしゃる方もいま

せんので，このぐらいかなと思ったのです。 

 

（知 事） 

なるほどね。それで，この三和スーパーは実際にお弁当をつくられたわけですけれども，

もともとこういうお総菜も扱っておられたのですか。 

 

（小 田） 

はい。毎日やっていました。 

 

（知 事） 

なるほど。そういう中で，この 400 円という予算を区切られておつくりになったのです

が，これは特に行政の補助金とかを受けられているわけではないですね。 
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（小 田） 

ないですね。 

 

（知 事） 

配達も含めて，「仏蘭絁」を御利用されて，あるいは「仏蘭絁」で御提供されて，皆さん

が集まる場で，ほかのものもいろいろ御提供されるということですね。 

そういう意味では，商売としては何とか回っている形ですか。 

 

（小 田） 

そうですね。先ほど言い忘れましたが，近江商人の三方よしという商売で，もちろん私

も売上げにつながっておりまして，大いに喜んでおります。 

そして，お買い物されている皆様も，やはり近場まで自分のほしいものだけを持って来

ていただける。多分喜んで買っていただいているはずです。 

また，「仏蘭絁」さんも，地域の方々とコミュニケーションがとれる。そういった場とし

て喜んでいただけていると思っております。 

 

（知 事） 

すばらしいです。よく都市の買い物難民という話があって，これで話が合いますね。市

が何とかしてくれとか，県が何とかしてくれという話が多いですけれども，こうやって人

ごとではなくて，別にお年寄りにお弁当を配るのが「仏蘭絁」さんの本業ではないけれど

も，これは何とかせにゃいけんと。自分だけじゃできないから，小田さんを巻き込んで，

それで，三方よしの仕組みをつくってしまう。これができるんですね。つまり，自分たち

でやろうと思ったらできることがたくさんあるのではないか。しかも，小田さんのスーパー

は辺鄙なところにあるとおっしゃって，どこにあるのか分からないのですが，だからこそ，

あらゆるものがあるということで，それがまたこの仕組みにぴったりというか，三和スー

パーの強みを，辺鄙だから商売は大変だというところがあるわけですけれども，逆に，だ

からこそいろいろな品揃えがある。それをもう一回まちの中心部の皆さんのために役立て

られるということで，本当にすばらしい組み合わせです。ドラスチックな発想とか，もの

すごく大変なことを無理してやるということではないけれども，それぞれがお持ちの資源，

「仏蘭絁」という場だったり，あるいはお客さんとのつながりだったり，それと，三和スー

パーの持っている物，あるいは総菜をつくられる能力をフルに活用されて，地域の住民の

皆さんが幸せになっていく。本当にすばらしい熟年ペアのコラボレーションですね。こう

いうのをコラボレーションと言うのだと思いますけれども，頑張っていらっしゃる。改め

て木下さんと，そして小田さんに，大きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうご

ざいました。 
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（木下・小田） 

ありがとうございました。 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，続きまして，上下高校３年生の山本聖羅さんと，２年生の福品有希さんにお

願いしたいと思います。 

上下高校では，学校と生徒が協力して，学校の魅力のＰＲを行っていらっしゃいます。

この中で，山本さんの所属する書道部と，福品さんの所属する美術部が中心となり，学校

のポスターを作成されたということです。そして，近隣の中学校や駅に掲示して，この上

下高校の魅力を皆さんに伝えて，また，中学生に上下高校に来てほしいということで頑張っ

ていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「元気な上下町へのチャレンジ－生まれ育った地域への愛－」で

す。それでは，山本さん，福品さん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（山本）） 

それでは，上下高校の発表をさせていただきます。私は３年生の山本聖羅です。私たち

２人は上下町出身です。 

上下高校が初めてつくる学校宣伝ポスターの題字を書いてくれないかと教頭先生から言

われたとき，私は「えっ」と驚きました。そういえば，これまで学校の中に大学や専門学

校のポスターはたくさんあるけれども，自分の学校のポスターはなかったなと思いました。

頼まれた言葉を聞いて，また少し驚きました。「上下で学ぶ」。上下町で生まれ育ってきた

私たちにとって，上下町で勉強してきたことはごく自然なことです。地域の後輩たちが入

学してくれるよう，心に響く字を書こうと思いました。何十枚も書いて，４～５枚を選ん

で，教頭先生に渡しました。その中から採用されたのが，今回のこの字です。この題字が，

しばらく定員に満たない状態の続いている母校に１人でも多くの入学希望者を呼ぶことが

できればと思い，力を込めて書きました。 

 

（事例発表者（福品）） 

２年生の福品有希です。ポスターにある上下町のマスコットキャラクター「あやめちゃ

ん」を考案しました。自分の所属する美術部に，上下町で毎年初夏に行われる「あやめ祭

り」のキャラクターを考えてくれないかという依頼があったのは昨年の 10 月のことでし

た。全体をあやめに見立てて，上下町の人々がうれしくなるような，共感できるマスコッ
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トキャラクターをつくりました。あやめ祭りのときだけでなく，上下町全体のマスコット

キャラクターになればいいなと思っています。 

完成したポスターは，山本先輩の字が目を引きつけ，とても印象的なものになっていま

した。私も「上下で学ぶ」という呼び掛けに共感しました。 

 

（山 本） 

上下高校始まって以来，初めてのポスターを，先生方は福塩線の駅や各中学校，上下の

本通り周辺のお店や病院，公共施設に配って歩かれました。ＰＴＡの保護者や同窓会関係

者の大先輩方も，ポスターの配布に協力してくださいました。また，同窓会の有志の方々

は，上下町の一番交通量の多い交差点に私の文字を使った横断幕を張り出されました。 

 

（福 品） 

さて，江戸時代の上下町は，大森銀山の出張所のある天領の町でした。明治以降も，中

国山地山間部の交通の要として，多くの国や県の出先が集中する拠点でした。福塩線も通

り，人口も１万人近くでした。 

戦後も，昭和の時代までは地域社会の中心地として機能し，我が上下高校も８クラスを

誇る大規模校でした。地域の産業とともに歩む地域になくてはならない学校でした。広島

県の４分の３を占める山間部をもっと暮らしやすい，高齢者も，子どもも安心して暮らせ

る場所にすることが広島県全体の活力を強くするのではないでしょうか。 

子どもにとっては，何といっても学校は必要なものです。医療施設は，高齢者にも子ど

もにも必要でしょう。自然のあふれる山間部が人々の住む場所としての機能を持ち，自立

した文化を伝え続けることが日本の活力になると思います。 

「上下で学ぶ」を合い言葉につくられた上下高校のポスターの力を借りて，元気な上下

町や上下高校づくりにチャレンジしていきたいと思います。 

 

（山 本） 

ポスターには，上下高校の魅力が５点書かれています。上下町周辺の中学生にとっては，

時間と経済的なメリットは絶大です。交通の便が不自由な山間部の生徒にとっては，地元

の高校はなくてはならないものです。 

また，高校でクラブ活動ができることは魅力です。１人の役割が大きな小規模の部では，

みんなが主役になれます。レギュラー選手としてもすぐに出番が回ってきます。 

現在 70 名の生徒ですが，施設は８クラス規模のままです。大変ゆったりとした施設です。 

現在，先生方は少人数を生かした指導方法をいろいろ試みておられます。私は，成果が

出てきているのではないかと感じています。 
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（福 品） 

最後に，上下町の特色を紹介します。 

上下町は，20 年近く前から中国浙江省との国際交流を行っています。上下高校も，浙江

省の高校と 10 年間留学生の交流を行ってきています。 

２年生の私のクラスに３名の留学生がおり，一緒に授業を受けています。勉強への意欲

は大変なもので，私もいつも刺激を受けています。今年は中国の学校でも，上下高校でも，

10 周年記念行事を行うことにしています。留学生が上下高校で１年間学び，日本の大学に

進学していくことは本当にいいことだと思います。留学生のみんなが希望どおり広島大学

に全員合格すればいいなと思っています。中国の高校や上下高校で行う 10 周年記念行事の

報告を湯﨑県知事さんにできたらすばらしいと思います。 

御清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。山本さん，福品さん，本当に御苦労様でした。 

今，広島県下では小規模高校という高校が幾つかありまして，ある意味でいうと，それ

ぞれ学校運営に苦労しているところです。 

そういう中で，生徒自ら，こうやってお二人のようにポスターをつくったり，あるいは

いろいろな活動，魅力づくりに，またそれをＰＲするのに貢献しているというのは本当に

頼もしいことではないかと思います。 

山本さんも，力強い書でしたね。女の子らしいというよりは，ばしっと力があって，い

つもそういう字なのですか。今回は意識をしてあの字を書かれたのですか。 

 

（山 本） 

いつもはこんな字は書かないのですけれども，そういう要望があったので，練習しまし

た。 

 

（知 事） 

そうなんですか。力強い字にしてほしいということで。 

 

（山 本） 

はい。 

 

（知 事） 

そうですか。よかった。本当にあれを見ると，ばんとインパクトがあって，しかも，「学

ぶ」という言葉がすごくアピールされる雰囲気が出ていると思います。 
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このあやめちゃんはまた一転して，とてもソフトな感じでかわいいですね。ゆるキャラ

ですか。 

 

（福 品） 

ゆるキャラみたいな，マスコットキャラクターで，かわいいのがいいなと思って。 

 

（知 事） 

お二人でこうやってつくられて，それが貼られているのを見て，どう思いましたか。 

 

（山 本） 

最初はちょっと恥ずかしかったのですけれども，上下高校に後輩たちがいっぱい来てく

れるようになったらいいなと思いました。 

 

（知 事） 

そうですね。本当にお二人のお話を聞いて，その他のお話も含めて，上下をすごくアピー

ルしていて，タイトルが「生まれ育った地域への愛」ということで，本当にそのとおりだ

なと私は感じました。こういう生まれたところに愛情を感じる。それが人間の基本のよう

なところもあると思うので，これからの上下町もとても明るいのではないかと思いますし，

お二人のような若い人がこれから社会で活躍していかれるのも本当に明るいのではないか

と感じます。それでは，山本さんと福品さん，今日はとても緊張されていたのではないか

と思いますけれども，皆さんもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうござい

ます。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

それでは，続いて府中東高校２年の細川訓平くんと，上下高校１年の大石翔くんにお願

いしたいと思います。 

先ほども紹介がありましたが，府中東高校と上下高校では，部員の減少から野球部の存

続が危ぶまれるという状況がありました。野球をするのに９人要りますので，これを集め

るのが大変ということで，そういう中で県内初めて高校野球の連合チームを発足されて，

県大会出場を果たされております。大変活発な活動をされているのですが，この連合チー

ムの発足によって，学校間の交流と地域を越えた住民の皆さんの交流が進んで，地域の活

性化にもつながったということです。 

今日の発表のテーマは，「学校間連携における部活動の取組」です。それでは，細川くん，
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大石くん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（細川）） 

これから「学校間連携における部活動の取組」と題して，広島県立府中東高等学校野球

部主将の細川訓平と。 

. 

（事例発表者（大石）） 

広島県立上下高等学校野球部主将の大石翔が発表します。 

 

（細 川） 

気をつけ，礼。お願いします。 

７月に行われた夏の甲子園を目指した選手権大会に，それぞれの学校が単独で出ました。

しかし，この大会で３年生が引退し，残った１，２年生で，府中東高校が選手８人，上下

高等学校が選手５名となりました。 

野球は９人で行うスポーツです。９人に足りない両校は，８月末から春の甲子園を目指

した秋季大会に出ることは難しい状況になりました。そこで，両校は学校間連携をしてい

ます。また，先生同士が以前から親交があるという理由から，両校で連合チームを結成し，

秋季大会に出ることにしました。 

 

（大 石） 

秋季大会に向けて，７月末から本格的に合同練習を始めました。チームの目標は，県大

会に出場することでした。県大会に出場するためには，福山地区 14 チームで予選を行い，

そのうち７校に勝ち残らないといけません。しかし，課題もありました。まずは，チーム

ワークです。野球はチームスポーツなので，コミュニケーションが大切です。学校が違う

ため，一緒にいる時間が短いので，お互いのことをよく知らず，気を使いながらプレーし

ていました。 

もう一つは，実践経験です。チームとしても，個人としても，野球をよく理解していま

せんでした。そこで，まず，２泊３日の合宿を行いました。寝食を共にし，多くの時間を

共有することによって，チームとしての結束が芽生え始めました。また，他校との練習試

合を通して，少しずつ課題を克服していきました。 

 

（細 川） 

そして，秋季大会の予選を迎えました。練習試合とは違い，負けられない試合であると

いうプレッシャーがありました。試合が始まってすぐに得点することができたので，落ち

着いてプレーできました。 
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また，何度もピンチはありましたが，みんなで力を合わせながら乗り越え，予選を突破

し，県大会へとコマを進めることができました。 

 

（大 石） 

そして，抽選の結果，初戦は２回戦で総合技術高校との対戦でした。昨年の春の甲子園

に出場しており，部員 50 名を超える強豪校です。序盤は何とかくらいついていけましたが，

中盤以降，点差が開いていき，８回コールド，１対８で破れました。 

非常に悔しい敗戦でしたが，この秋季大会で収穫もありました。日々練習を重ねること

で，予選を勝ち抜いたこと，そして，県大会という舞台を体験できたこと，一方で，県大

会で１勝することの難しさなどです。 

 

（細 川） 

秋季大会が終わり，次の大会は３月末から始まる春季大会です。この大会も連合チーム

として出る予定です。この春季大会の目標は，県大会１勝すること。そのためには個々の

レベルアップをしていく必要があります。精神力，体力，技術力です。11 月末まで 25 試

合行い，いろいろな学校の雰囲気や選手たちを見て勉強してきました。そして，最後の試

合では，２泊３日の遠征を行いました。 

 

（大 石） 

その遠征の様子です。相手校も部員不足で連合チームでした。自分たちの知らないとこ

ろで，それぞれの目標に向かって頑張っている選手たちを見て，改めて刺激を受けました。 

 

（細 川） 

７月末から４ヵ月間，連合チームとして活動してきました。この間，約 50 試合行いまし

た。この活動を通して，好きな野球を続けられることができました。また，県大会出場と

いう目標に向かって，暑い中，練習した成果が出て，勝つ喜びを味わうことができました。

他校の先生からも，また来年，君たちの成長した姿が見てみたいなどと声をかけていただ

きました。 

最後になりますが，両校の部活動の連携は継続していきたいと思っていますが，連合チー

ムとしての活動は３月末の春季大会で終わらせたいと思っています。 

４月に新入部員が１人でも多く加わり，それぞれ単独チームとして大会に参加できるよ

うになって，切磋琢磨できればいいと思っています。 

そして，野球部の活動を通して，それぞれの地域，学校が活気づくのに引き続き頑張っ

ていきたいと思います。以上で発表を終わります。ありがとうございました。 
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（知 事） 

細川くん，大石くん，ありがとうございました。細川くんも，大石くんも，２年生と１

年生で，それぞれもう１年，もう２年ありますね。お二人とも野球少年，少年ではないで

すね。青年でもなくて，難しいですね。野球高校生らしいしっかりとした声で，いつも声

を出して練習しているんだなというのがよく分かる発表でした。 

最初は，一緒のチームで，どうでしたか。ユニフォームはどうしたんですか。どういう

ユニフォームで出たのですか。この２つのユニフォームで試合にも出たのですか。 

 

（細 川） 

はい。 

 

（知 事） 

普段いつも一緒にいないから，お話にもありましたけれども，戸惑うこともあったと。

そのときに，細川くんのほうが先輩ですね。 

 

（細 川） 

はい。 

 

（知 事） 

何か気を使ったりしたことはありましたか。 

 

（細 川） 

最初は，コミュニケーションとかとれなかったので，他校の選手と触れ合うのが，気を

使ってしまって難しかったです。 

 

（知 事） 

何の屈託もなさそうな高校生でも，なかなか大変なところもあるということだと思いま

すけれども，それを無事乗り越えて，県大会まで出場して，２試合あって，神辺と，もう

一つありましたが，結構大勝されていましたね。本当に力を合わせれば大きな結果が出て

くるということで，頑張られたと思います。 

さっきも出てきましたけれども，この小規模校の課題解決のために，今，県の方では，

これは教育委員会が主体となってやっていますけれども，連携をするということで，府中

東と上下は全般的な連携もされているはずですけれども，クラブ活動とか，授業とか，連

携をしながら，こういった活動を進める。実際，その結果として，県大会まで出場できる

ということがあるわけです。他方で，小さな学校のよさというのも残しながらやっていらっ
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しゃるということだと思います。そういう中で，頑張っていらっしゃるお二人，細川くん

と大石くん，来年も是非それぞれ頑張っていただきたいと思います。お二人にもう一度大

きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

事例発表⑤ 

 

（知 事） 

時間が押してしまいまして申し訳ありません。最後の発表になりますけれども，次は府

中市立の４つの中学校の皆さんに発表をいただきます。 

府中中学校３年の高山千穂さん，そして，府中明郷中学校３年の石原郁也くん，そして，

上下中学校３年の福品和孝くん，そして第一中学校２年の四茂野芽衣さん，この４名にお

願いしたいと思います。 

府中市内の４つの中学校では，「ストップ the 拳～暴力・いじめのない府中」を共通スロー

ガンに，すべての生徒が安心して生活できる学校づくりを目指しておられます。 

今年度は掃除を共通のテーマとして，この４名の皆さんが，それぞれ生徒会長なのです

けれども，生徒会長として各学校の中心になって取り組んでいらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「人・物を大切にできる『府中掃除革命』～みがこう学校，みが

こう心，みがこう自分～」です。それでは，高山さん，石原くん，福品くん，四茂野さん，

よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（高山）） 

We hope we can have and share good time together. 

 

（事例発表者（石原）） 

府中市内の４中学校では，「ストップ the 拳～暴力・いじめのない府中」を共通スローガ

ンに取組をしています。今年度は掃除の取組をテーマに合同研修会を行いました。ブロー

クンウィンドウ理論に基づいて，美しく，整えられた環境を自らの活動でつくることがす

べての生徒にとって安心して生活できる学校づくりにつながることを学び，人・物を大切

にできる府中掃除革命『みがこう学校・みがこう心・みがこう自分』をスローガンに決め

て活動しています。 

それでは各校の取組を発表します。 

はじめは，第一中学校です。どうぞ。 

 

（事例発表者（四茂野）） 

私は，第一中学校の四茂野芽衣です。第一中学校では主に三つの活動を行っています。 
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一つ目は，掃除コンクールです。学級での協力と，より掃除への意欲を高めようという

活動です。二つ目は，カストーディアルキャスト作戦という活動です。これは，ディズニー

ランドの掃除から学びました。ごみが落ちていれば，15 分以上放置しないという志を育て

ることが目的です。三つ目は，ＰＴＡと生徒による校内一斉清掃活動です。親子の絆をよ

り深め，掃除の楽しさやすばらしさを実感することができます。学校を磨き，心を磨く。

そして，自分を磨いて，自分たちの学校を誇れるものにしていけるようチャレンジしてい

きたいです。 

次は府中中学校の取組です。どうぞ。 

 

（高 山） 

私たち生徒会本部は，毎週トイレ掃除と教室整備を行ってきました。トイレ掃除は，ト

イレンジャーという愛称で呼び，教室整備はクリーン作戦と名付け行っています。このト

イレンジャーの取組は，一体型校舎で生活している小学校児童会にも広がり，今では府中

学園のトイレはどれもぴかぴかになりました。私たちは今，学校を磨くことを通して，自

分自身の心を磨いている最中です。これからもこのトイレンジャーとクリーン作戦の取組

を続け，より多くの人に学校と心を磨くことのすがすがしさを広げていけるようチャレン

ジしていきます。 

次は，府中明郷中学校の取組です。 

 

（石 原） 

僕は府中明郷中学校の石原郁也です。「人・物を大切にできる学校」をスローガンに，学

校をきれいに掃除して，大切に使うよう心がけています。それは，物を大切にすることは，

人も大切にすることができると思うからです。 

取組の成果として，掃除に取り組む姿勢が変わってきました。これからも自分たちの活

動でよりよい環境をつくっていけるよう，チャレンジしていきます。 

最後は，上下中学校の発表です。どうぞ。 

 

（事例発表者（福品） 

僕は上下中学校の福品和孝です。上下中学校は，校内の掃除活動はもちろん，地域をき

れいに住みやすくするために活動しています。 

上下町内を花でいっぱいにする花いっぱい運動，小学校と連携して行う上下学園清掃活

動，生徒と保護者でする校内美化緑化活動です。僕たちはこの活動を通して，この上下の

まちに愛着を持つことができました。これからも僕たちの宝のこの上下のまちとかかわり

を持って大切に暮らしていきたいと思います。 

Yes, we can. 私たちはこの生徒会活動を通して，自分たちはやればできるという自信
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を付けることができました。これからも仲間との絆を大切にし，いろいろなことにチャレ

ンジしていきます。 

これで府中市中学校生徒会活動の発表を終わります。礼。 

 

（知 事） 

高山さん，石原くん，福品くん，四茂野さん，本当にありがとうございました。今日い

ろいろな初めてのことがあると申し上げましたけれども，４つの中学校のそれぞれ違う学

校の生徒さんが集まって一つのプレゼンをしていただくのも，実は初めてです。 

もう一つ，今出ていただいた福品くん，さっきも福品さんがいらっしゃったという御記

憶だと思うのですけれども，実は兄妹でいらっしゃるということで，兄妹で別々の発表を

するというのも初めてです。そういう意味で，今日は初めてづくしですけれども，この中

学校，今，４人で言われましたけれども，これはみんなでつくられたのですか。 

 

（石 原） 

今日，初めてあわせました。 

 

（知 事） 

これまで練習をしたわけではなかったのですか。 

 

（石 原） 

はい。練習はそれぞれでしていました。 

 

（知 事） 

それぞれでやって，今日初めて一緒にされたにしては，息がぴったり合っていましたね。

府中という地域が協力しながらいろいろなことを進めていらっしゃるというのを改めて感

じました。先ほどの上下と府中東の関係もそうかなと思うのですが，最後，自分たちはや

ればできるとおっしゃっていただきましたけれども，府中の将来を担う中学生たち，また

しっかりと発表していただけたと思いますけれども，自分たちがやればできる。そして，

高校になって，そしてまた社会人になって，今日は各世代ずっといらっしゃるわけですけ

れども，本当にやればできるということがずっとつながっているのではないかという気が

しました。その最初の方を担ってもらっている４人の中学生，高山さん，石原くん，福品

くん，そして四茂野さん，もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。 

 

（司 会） 

すばらしい発表を本当に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
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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） 

本日は，改めまして，長い時間おつき合いいただきまして，本当にありがとうございま

した。 

今，最後に申し上げたことの繰り返しになりますけれども，自分たちはやればできる。

これが各発表のテーマに共通していたことと感じました。皆さん，いかがでしたか。あり

がとうございます。 

若者のお二人，府中ノアンテナのお二人も，ほかの地域の人たちも巻き込みながら，府

中の伝統を守りつつ，子どもたちを教育していく。また，お年寄りの健康を気遣って食事

のケアをしていく。そういった活動も，放っておけば，ただ何となく流してしまうような

ことを，一人一人が放っておかないで取り上げていかれる。そのことが，またいろいろな

人を巻き込んで，そして，活動が大きくなると同時に，周りの人を幸せにしていくという，

そんなことがあったのではないかと感じました。 

人ごとにしないで，自分ごとにして，そして，こうだったらいいなと思うだけではなく

て，実際に手や足を動かしていく。そのことが本当に地域に大きな変化を与えていくと今

日も感じましたし，その一人一人の放っておかない，あるいは思うだけ，あるいはやって

くれと言うだけではなくて，自分が一歩前に出てやってみる。広島県でこれが全体に進む

と，本当に大きな力になっていくのではないかと皆様もお感じいただけたのではないかと

思います。我々もそういう広島県づくりを目指して，また引き続き頑張ってまいりたいと

思いますので，皆さんも是非それぞれのいろいろな役割，学校とか職場とか地域とか，い

ろいろ取り組んでおられることがあると思いますけれども，一歩だけ，ちょっとだけ，よ

りよいことをやっていただくことで，この府中市，そして広島県をもっともっと元気にし

ていただければと思います。 

本日は本当に長い間，ちょっと時間も長くなってしまいましたけれども，それだけ活発

な発表があったということでお許しをいただきまして，本日の閉めとさせていただきたい

と思います。本日は本当にありがとうございました。 

 

（司 会） 
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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」を閉会いたします。御来

場いただきました皆様，本当にありがとうございました。 

なお，御来場時にお渡ししたアンケートと地域の宝ネットワークの申込書を出口で回収

いたしますので，よろしくお願いいたします。 

また，地域の宝ネットワークにおきましては，フエイスブックによる交換も行っており

ますので，是非御参加ください。 

本日は御参加をいただき誠にありがとうございました。どうかお気をつけてお帰りくだ

さい。 


