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第 24 回町長のぶらり訪問 要旨 

日時 
平成 22 年 10 月 13 日（水）

 10 時 30 分～12 時 20 分 
訪問先 

てんとう虫の会（握手の会） 
10 名（乳幼児含む） 

エバーグリーンホーム施設長、職員 
 3 名 

場所 
特別養護老人ホーム 
エバーグリーンホーム 

海田町 
町長 
事務局（まちづくり推進室）2 名 

内容 

～会の活動の視察終了後～ 
 
（町長）みなさんこんにちは。 
（全員）こんにちは。 
（町長）今日はてんとう虫の会の皆さんとお会いするために、こちらエバーグリーンホ

ームに来た。そして（代表の）石橋さんをはじめ、皆さんが来られたことでお年寄

りの方たちが非常に楽しく、うれしそうな様子でおられるのを見て、これが自然な

姿ではないかなと感じた。私も時々こちらを訪れることがあるのだが、「なかなか

家族の方が訪問できない」、「孫や子どもの顔が見たい」という声も良く聞く。 
海田町は子育てのしやすい町を目指していろいろさせてもらっているが、やはり

役所というものは予算が伴う。皆さんが働いて納めてもらった税金をどうやって使

うかを考える。今日こちらへ来る前には瀬野川へ寄ってきた。瀬野川を楽しむ会と

いう団体の活動で、幸保育所の子どもたちが一緒に花を植えるところを見てきた。

子どもたちを守りながらの活動をされていた。 
海田町には、幼稚園、保育所などがあわせて 10 カ所ある。この前も幼稚園の運

動会を見させてもらったが、お父さんお母さんだけでなく、最近はおじいさんおば

あさんが熱心で、席も朝早くから取っている状況である。町内の乳幼児はたくさん

いるが、次の世代を担っていくわけだから、すくすく素直に育ってほしいと願って

いるところだ。私にも孫が二人いるが、息子夫婦は共働きなので朝保育所に預けて

急いで出勤して、終わったら晩に迎えに行くという毎日だ。私も早く帰るときは孫

を迎えにいくこともある。 
（笑い声） 

下の子は私の声がちょっとでも聞こえたらダダダッと飛びついてくるぐらい喜

んで来てくれる。ああいう姿を見たら行かずにおれないなと思う。こういった子、

孫とのコミュニケーションが今からは家庭で築かれないといけない。私は子どもが

小さいときは、十分なことはできなかったが、PTA や地域などのお世話をさせて

いただいてきた。今では、みんないいお父さんお母さんになっていて、祭りなどで

子連れで会ったりして、楽しい会合ができて幸せに思う。 
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今、石橋さんには海田町に対していろんなことをしてもらっている。西中の総合

学習など。ボランティアも盛んだ。そして海田町が何をすべきかを考えたとき、あ

まり気取ったことをしては長続きをしない。そのためには自然な形で、さきほどの

活動でもあったように「みんなおいで、おいで」の精神で、みんなでやるほうが長

続きすると思う。そのためにはエバーグリーンホームなどいろいろなところを訪問

して施設の方の協力を得ながらコミュニケーションを図っていってもらいたいと

願っている。今日もこちらに私の同級生や親戚などがいて、海田弁で話をしたりし

て懐かしんだりしている。地域の人たちにもかわいがってもらっている、私もまち

で会ったら声をかけあったりしているが、親子であってもあいさつが大切。あいさ

つをする習慣を家庭でつくり、それで近所へもつなげていく。役所でも同じだ。朝

あいさつから一日の業務が始まる。日常生活でもそれがあたりまえ、でもなかなか

できていないのが今の世の中だ。それをやっていくのが私の使命だと思っている。

私は朝 8 時に家を出て、5 分ぐらいで着くのだが、まだ 10～15 番目ぐらいのもの

だ。早いほうだ。そして一日の方針を考えたりしている。 
まだまだ海田町にも期待していただきたいことがたくさんある。平成 16 年頃に

平成の大合併が行われたが、その時県内 86 あった市町村が 23 市町になった。そ

のうち町長が 9 人しかいない。以前は会議で何十人もいたので、誰かいなくても分

からなかったが、今は休んだりしたらすぐ分かる。国の仕事や県、市町村の仕事の

やり方が変わってきた。介護保険や後期高齢者、子どもに関しても、今までなかっ

た子ども手当など、そういった変化に対応していくのが町の仕事だ。以前に定額給

付金の事業をしたときには約４億３千万を給付した。 
町には、今約 2 万 9 千人の人口があり、面積が 13.81 平方キロメートル。県内

で 2 番目に狭い。その中に、今いるこちらもきれいな山間部だが、海田には山もあ

り、川もあり、海もある。JR も呉線と山陽本線、国道も 2 号と 31 号の二つが走

っている。ひとつの町に二つの国道が走っているところは他にはない。国とか県な

ど、いろいろなところに関係している。子育て関係にしても、県内の保育所や幼稚

園の打ち合わせなどに顔を出すことがあるが、県などのプランは、5 年、10 年先

の中長期的なものとなっているが、状況がどんどん変わることを考えたら、私は 3
年が適当なサイクルだと思う。中長期的な計画を立てても、お金がないとか子ども

が減るとか…。広島県も 10 年経てば人口が 40 万人減るといわれているそうだ。

40 万人というと東広島市と呉市を合わせた人口に相当する。海田町も 2 万 9 千人

を維持しなくてはならない。一時 3 万人を超えたこともあったのだが……。そして

今は外国人の割合も県内で高い。前は 1350 人ぐらいだったのが、リーマンショッ

クなどの影響で今は 1000 人程度だ。ブラジル、ペルー、中国などの方が多いが、

役場にはポルトガル、スペイン語の通訳を配置して対応している。言葉が通じない

ことへの支援や、雇用についても、企業などにお願いしているところだ。しかし、
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景気もまだ悪いから雇用問題はなかなか難しい。また、外国人の方については、地

域での問題もある。昨日、県庁で管理職以上の講演会で出た話であるが、オリンピ

ックと同じように景気も 4 年ごとに波があるそうだ。統計的にそんなことが傾向が

あるから、一番下がったときに元気を出さないと、上がったときに儲からないとい

う話をされた。確かにそうかなと思う。各企業もさまざまな立場があるし、日本だ

けではなく、グローバルというか、世界的にもいろいろ変わっていくだろう。そん

な中で、今年 8 月の終わりに県の町長会で中国、上海に行った。万博へも行ったが、

ものすごい人の数であった。まちの発展も著しく、多くの人たちが働きに来ており、

人の群れ、まちの大きさ、すべて日本とは桁違いであった。農業視察や工場の視察

もし、また中国の新幹線にも乗った。これは昔の日本にあったようなものであった。

これからも大きな発展をするだろう。人がいるところでは物が売れる。広島だった

らクリスマスしか見られない光景も一年中見られた。ちょっと話が脱線した。私が

一人で話すわけにもいかないので、海田町に何を望んでいるか、必要なことなどを

おっしゃってほしい。私は、教育と福祉は待つことができないと思う。力を入れて

いきたい。 
今日はよろしくお願いします。 

（事務局）では、こちらの会の概要や活動内容などをお話しください。 
（てんとう虫の会代表）てんとう虫という名前だが、握手をする会である。今日は（安

芸区）中野から、一緒に会を立ち上げたときの仲間にも来ていただいた。場所や地

域に関係なく、みんなが参加できる機会として立ち上げて、最初は中野のケアハウ

スで握手をして、その時小さい子だったのが、今はもう中学生。こちらにいる仲間

のお子さんも一緒に行っていた。握手をしてみんなと一緒に触れ合うことが子ども

たちにいかに大事なことか語ってもらいましょう。 
（会員）今子どもは１３歳になったのだが、小さいときに、親ではないおじいさん、お

ばあさんと触れ合ったことはとても大事なことだったのかなと思う。今でもおじい

さん、おばあさんを大事にするし、あいさつもするし、回りの同い年の子を見ると

違う感覚を持っているように思う。やはりとてもいいことをしてもらったんだなと

感謝している。 
（代表）ありがとうございます。私は引き続き、海田町でも何か貢献できないかなと思

っていたところ、海田東公民館で生涯学習的なものの考え方の親子サークルがある

と聞いた。もちろん、会場にじゅうたんを敷いて、おもちゃがいっぱいあって、お

子さんがいっぱいいて、子育て支援の援助を受けながら活動しているところもあれ

ば、この東公民館のサークルのように、会場だけを提供してもらい、自分たちで自

主自立で計画を立てて、お金を出し合って子育てしているところがあると聞き、何

らかの形で参加できないかなと思っていたところ、いろんな指導をしてもらえない

かと声をかけられたので「みんなに１００円ずつ負担してもらうなら行くよ」と答
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えたら、「お金はないんです」と言われた。だったら、私は絵画が得意なので、壁

画を一緒にさせてもらうと話した。「私はおじいちゃん、おばあちゃんの訪問活動

をしているのだが、賛同していただけるならどうでしょうか？」と呼びかけたら、

親子サークルの方々が来てくださった。今日こちらにも一番最初に出会った方に来

てもらっている。もう幼稚園に上がった。 
（会員）そう、５年ぐらい経つ。 
（代表）その間にお子さんが３人に増えた。活動はどうですか？ 
（会員）そうですね。私と主人は二人とも九州出身で、結婚してこちらに来た。住めば

都というが、私たちの親も九州にいるけれど、できればずっと海田に住み続けたい

くらいだ。とても子育てがしやすく、人が温かく、とても住みやすい場所。ずっと

住みたいから家を買いたいなと思っていたが、高くて買えない。海田だけ高いです

よね。便利がいい。さっき話されていたが、呉線と山陽本線が走っていたり…。で

も高いのでもしかしたら町外へ出るかもしれない。仕方ないですね。 
（代表）続いて、他にありますか？ 
（会員）上の子が幼稚園に入る前に参加していた。そのときは１０人ぐらいいて多かっ

たのだが、今は２、３人と少ない。お母さん方を誘うけど遠慮して参加してくれな

い。もうちょっと増えてくれたら。いろんなお母さんに来てもらいたい。他のサー

クルもそんな感じになっている。 
（代表）自主自立の会。自分のことは自己責任の会なんです。自分で車を運転して行っ

て、何かがあっても自分たちの責任にしましょうという考えだ。今、守られすぎた

世の中、しかし、自分でしなくてはいけないこともある。赤ちゃんが生まれてお休

みしていた方も今日来ている。どうですか？ 
（会員）気分転換になる。子どものためというより自分のため。 
（会員）この会を知らない人が多い。 
（代表）今日も朝（以前取材を受けた）NHK の人から電話があって、皆さんによろし

くお伝えください、いい会だからずっと活動を続けてくださいと声をかけてもらっ

た。今日のことも伝えたら、「施設長さんにもよろしく」と。実際に施設長さんは

よき理解者、いろいろしてもらって動けている。 
（施設長）こちらこそ感謝している。 
（代表）どうですか？私たちは施設入口で必ず職員さんにあいさつをして入る、あいさ

つをして帰ると心がけている。靴を脱ぐのに時間がかかってもゆっくり待ってくだ

さる。非常にありがたい。普通なら、「早く行かなくては」とそわそわする。子ど

もたちが出来るまでゆっくり見守ってくださる。 
（施設長）皆さんが来てくださるだけで感謝している。ささやかな気持ちだ。 
（代表）看護師さんも背後で支えてくださっている。子どもたちが来たとき、こちらを

利用されている方たちの様子はどんなでしょうか？以前から聞きたいと思ってい
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た。 
（看護師）高齢になると、子どもたちの姿を見ると心が休まる。身体障害者施設の方へ

も来ていただいたが、そちらでも待ちどおしい感じだ。一年に一回か、畝保育所の

子どもさんたちも来ておゆうぎをしてくれるのだが、ニコニコしながら楽しく接し

ている。いい活動を立ち上げてくれたと思っている。 
（代表）いつも、見守り隊でよくしてもらっている。以前は子どもたちがむずかったり

泣いたりすると、驚いて不安になられ、握手を求めても手を出そうとしないことが

ありましたが、今ではおられないですねえ。 
（職員）はい。今は２週間に１回という定期的な訪問の形で、認知症の方もおられるが

入所者の方も受け入れ態勢というか訪問を認識している。 
（代表）外の風が入ることも大事なんですね。 
（職員）お子さんの力だ。来られただけで日ごろ反応のないお年寄りが笑顔になったと

か、持っている潜在能力みたいなものが引き出されているのが分かる。あと皆さん

にお菓子を配っていた方がいたが、いつもぜんぜん落ち着きがなくてずっとうろう

ろしている。でも、お菓子の箱を持って配ってもらえないかと頼むと、子どもが取

ってくれるのをじっと待っている。びっくりした。普段そういうことができない人

が、お子さんがいることによって、健康的な側面が出た。そういうところがリハビ

リになっているのでは。反面、お子さんもおじいさんおばあさんに接することが少

ないから、お互いによい影響を与え合っていると思う。 
（代表）実をいうと、私が先生ではなく、子どもたちが先生だと思ってしている。子ど

もたちから学ぶことが多く、親も育ててもらっているのかな、と。今この場で３０

分経つが、子どもたちがおりこうで、じっと待っている。騒がずじっと待てる子ど

もに育てた親御さんに私は拍手をしたい。小学生でもうろうろ立ち上がる子どもが

いるという。この時期から、人の話を聞けたり、自分もやってあげたいという力が

備わってきたのがすごいと思う。このチームには男性でいつも参加してくださる方

もいる。どうですか？ 
（会員）私は、恩返しということで活動に参加している。私にも孫がいる。月に一回は

誰かが家に来るが、子どもたちがどのようにお母さんに接しているのか、また、こ

ういう場所に来たとき、知らないおじいちゃん、おばあちゃんに、どういう形で接

点を持つのか知りたくて、勉強がてらに参加させてもらっている。幼稚園に上がる

前の子どもがいかにおじいちゃんおばあちゃんを求めているか、少しでも知ってほ

しい気持ちがある。お父さんお母さんは常に身近にいる。その前におじいちゃんお

ばあちゃんが身近にいるということを忘れずに育ってほしい、そんな思いで恩返し

としてやっている。 
（代表）いろんなゲーム、遊び道具、アイデアを提供してもらっている。いろんな人、

いろんな出会いがあって、この会は自主自立の会だと先ほど話したが、出席もとっ
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てないし、参加を募ることもあまりしていない。それがいいのか悪いのか分からな

いが、多人数になったとき、子ども、お年よりお互い弱者の場であるから、急に増

えるとお年寄りが攻撃的な印象を受けてしまうのかなと思ってあまり誘うことも

ない。来たい人が来る、また、自分たちがそれを受け入れる。二人、一人のときは、

参加している子どもが成長するときかも。弱者であるということのお互いの気持ち

のバランスをうまくとれる会になったらいいなと思う。 
（事務局）ありがとうございます。それでは、町長に対して子育て、まちづくりに関し

て要望などあれば言ってください。 
（会員）親子サークル、東公民館、ひまわりプラザ、図書館とかお母さんだけで作るサ

ークルがあるのだが、どこのサークルの人に聞いても、今人が少ないという。一番

最初のころは３０人ぐらいいたのが今は１０人とか。自分たちで考えてやるという

のが苦痛、それができないお母さんが増えてきているのかなと感じる。子育て支援

の先生たちがやってくれるサークルにはとても人が多くて、子育てしている人は多

いのに、私たちがやっているサークルには集まってくれない。 
（町長）子どもが成長するにつれ、親からどんどん離れていく。友達関係で近寄らない

とか学校が変わったりとかグループとか分かれるというが、サークルも立ち上がる

のはどんどん立ち上がるのだが、継続させないと意味がない。いかにして維持する

か。子育て支援の関係でも工夫していかねばならない。１１月２８日に「ワッショ

イ！かいた」というまつりを行う。野球の選手が来たり、小動物がやってきたりい

ろんな催しをするのを今準備している。イベントには人がたくさん集まるが、日常

の集まりには割りと少ない。 
（会員）児童館とかに行ったら、１００円持ってお茶とおむつさえ持っていって、お母

さんは座ったら子どもは勝手に遊んで、おにぎりと味噌汁とかが出てくるし、何も

しなくていい。先生が全部やってくれる。だけど、それでは、ちょっと… 
（町長）確かに親が全部あれこれしたら、子どもは育たない。子どもにさせる、自分で

やるくせをつけることが大事だ。家庭の習慣ですね。 
（代表）というよりむしろ、今の親がいかに自立するべきかということを言っている。

海田町が子育て支援しすぎているのではないか。しすぎていることによって、お母

さんたちは、口を開けて待っているだけの社会を作っているのではないかというこ

とをおっしゃっている。過剰ということ。どうなんでしょうか？ 
（会員）確かにそうなんですよね。楽なほうにどんどん流れていってしまっている。ど

うしてうちのサークルに人が集まらないかと聞いたときに、大抵「面倒くさいから」

と言われてしまう。 
（代表）何が面倒くさいのかというと、何？ 
（会員）自分たちで考えてしなければならないこと。準備すること、人に連絡をとるこ

と、すべて。私たちは、町の好意で畑を貸してもらっていて、今年いっぱいなんだ
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けど、畑を耕したり、肥料をやったりするのは面倒だからと人が集まらないのに、

収穫をするときは楽しいからとたくさん集まる。 
（代表）さきほど町長も言われたように、過程が大事。100 円持って口を開けて待って

いれば、入れてもらえるというのが、今の町の子育ての現状。やりすぎ。 
（会員）もちろんそうでないお母さんもいる。お茶を出したり、机をふいたり、手伝っ

てくれるんだけど、楽なほうへ行ってしまうから、私たちのサークルに人が集まら

ない。 
（代表）公園ももったいない。児童館へ行くと、保育士さんのまわりにお母さんと子ど

もがいっぱい集まっている光景を見る。「なぜ、今日はこんなにお天気なのに、外

でやらないのか。隣にあるのに」と私は思った。「太陽を浴びて元気よく外遊びし

てほしい。」と思った。もったいないな、公園。 
（町長）その割りに公園が足らないから増やしてくれという要望がたくさんある。うち

の地区にはないよ、とか、作れば中学生ぐらいの子どもがボール遊びで近隣住宅の

窓ガラスを割るから、などの声もある。 
（代表）遊べないんですよね。遊べないというか、遊ばない。 
（会員）謝りに行けないというか、行かないですよね。ごめんなさいと言う機会があれ

ば、その家の人も「仕方ないね」で済んだりする。謝れない子どもが増えている。

（代表）そう、コミュニケーションがないよね。子育て支援のまちづくりで、充実して

きた、それでは、次に何をどうしたらいいのかという鍵を、このチームは持ってい

ると私は思っている。 
（会員）子育てのサークルが海田町にはたくさんある。サークル間で差が大きい。この

チームは自立して自分たちでやっているが、ほかのチームは町からの支援を受けて

いる。このような状態では横のつながりができない。できるだけ、町でも同じ高さ

（の視点）で援助する形をとらないと。町内である福祉関係のイベントでもいろい

ろなグループがいろいろなレベルで争っている。どれだけ職員が見ているかは分か

らないけれど、同じレベルで、イベントを運営していかないと難しいと思う。 
（代表）さきほど、畝保育所の子どもたちのおゆうぎ会があるという話があったけれど

も、そのとき私たちも一緒に見せてもらうことができるように保育所に話をした

ら、また変わってくるかもしれないですね。私たちの会もどのようなことをしてい

るか、外に見てもらうことができる。テレビや新聞ではとりあげてはもらったが、

普段、見えないから、こういった活動も大事だ。要望ばかりではなく、私たちも横

のつながりをつなげていくことをしなければならない。他に何かありますか？  
（会員）空き農地（民有地）はないんですか？ 
（会員）あるそうです。 
（代表）じゃあ親子サークルに貸してもらえたらいいですね。 
（会員）そうですね。 
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（代表）上手に町と連係プレーが取れたらいい。私たちはエバーグリーンホームへ来さ

せてもらっていることで、得るものがたくさんある。 
（会員）この会について、いろいろなお母さんに知ってほしい。 
（事務局）さきほど「住みやすい」とおっしゃってもらい、ありがたく思う。他に何か

こういうことがあればいいと思うことはありますか？ 
（会員）個人的なことだが、町営住宅は集合住宅ばかりなので、一軒家の町営住宅があ

ればいいなと思う。子どもが小さいと、近隣の部屋の方に物音や夜泣きを気にして

しまうので、そういうことを気にしないで住める住宅だったら…。のびのび子育て

ができたら。それ以外は、相談できる場所もたくさんあるし、子どもが２カ月にな

ったら必ず保健師さんが訪ねてくれる。どこでもあるのかと思ったら、隣の府中町

ではないそうだ。同じ病院で出産した友人に聞くと、自分でお金を払って健診を受

けているという。子どもを気にかけてくれる。先ほどの住宅の騒音の話でクレーム

が出たことで保健師に相談したところ、あとで「どうですか？」とわざわざ電話を

いただいた。産後のナイーブなときに、そのようなケアがありがたかった。 
（一同）ほう。 
（町長）住宅の話であるが、田舎のほうへ行くと、定住促進の活動が盛んだ。しかし、

海田は地価が高い。広島市内でも宇品方面にたくさんマンションが建っているが、

郊外の団地に住んでいた高齢の人たちが引っ越すことが多いそうだ。代わりにその

子どもたちがそこに住む。市内移動だから人口は増えない。今から土地をどんどん

開発してという時代でもない。さきほど中国の話をしたが、人がいないとものは発

展しない。 
（代表）福祉と教育が連携できて、福祉関係でも「自分たちの行動がこうだ」というの

が表に見えてくると、変わってくるんだなと思う。 
（町長）子育て支援のことでは児童館などあちこちで活動していただいているが、そこ

で溶け込んでもらって一緒にやっていただくことがあれば横のつながりができる

かもしれない。 
（代表）一時間にわたってありがとうございました。 
（町長）ありがとうございました。何か私たちが役に立てることがあれば役場へ話に来

てください。 
 


