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開  会 

 （司会（槙埜））  皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）大変長らくお待たせいたしました。 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，広島県広報課の槙埜と申します。 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。（拍手）  
知事挨拶 

 （司 会）  それでははじめに，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）本日は土曜日で何かとご多用のところだと思いますけれども，本当にたくさんの皆様にお集まりいただきましてありがとうございます。 庄原に来させていただきましてこの懇談会をさせていただくのは２回目です。１回目は，
22年４月に訪問させていただきました。２回目の会のときには県内を８地域に分けてやらせていただいたので，庄原は三次と一緒に，三次のほうで開催させていただきました。今回は３巡目になるのですけれども，また庄原にお伺いさせていただいて，私もうれしく思っております。 この間，本当にたくさんの方にご参加をいただきまして，実はこの懇談会は今回が 50 回目になります。これまで 429人の皆さんに発表をいただき，来場者の皆さんは 5,700人を超える感じになっております。こういう中で，いろいろな方のご意見をいただいて，私は味噌樽と呼んでいるのですけれども，味噌樽に詰めて，発酵させて，県政の隠し味にさせていただいておりまして，本当にこれも皆様のご協力のおかげだと思っております。 今般のこのチャレンジトークの開催に当たりましては，木山市長をはじめとして，庄原市の皆様方に大変お世話になっており，この場をおかりしてお礼申し上げたいと思います。 今日は，地域でいろいろな挑戦をしている方のお話をお伺いすることになっております。帰るときには目から鱗が落ちるような，みんな元気をもらって帰るというのが大体のパターンですので，今日も大変楽しみにしております。 それでは，これから 70 分にわたる会になりますけれども，どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
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（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さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは檀上にお上がりください。 まず，福島県から口和町へ移住し，遊休地で牛を放牧するなど，酪農経営をされている福元奈津さん，今日は娘さんの埜々花ちゃんと一緒にこちらにお越しいただいております。（拍手） 竹パウダーを肥料として活用した米づくりに取り組まれている山内自治振興区事務局長の実安裕美さんです。（拍手） 東城応援隊を結成し，観光ガイドなどのボランティア活動に取り組まれている東城高校２年生の赤木琴絵さん，三上由貴さんです。（拍手） 比和町の伝統芸能「牛供養田植」の伝承活動に取り組まれている比和中学校３年生の井西みきさん，石川千尋さん，小田恵理さん，陶山歩海さん，森繁かすみさんです。（拍手） どうもありがとうございました。事例発表者の皆様はお席のほうにお戻りください。 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いたします。   
事例発表  事例発表①  （知 事） ありがとうございます。ただいまご紹介ありましたように，本日事例発表していただく４組の皆さんは，地域，あるいは職場，また学校で積極的に活動していただいて，挑戦を続けている方々です。 今日はじめに発表していただきますのは，酪農経営をされている福元奈津さんです。 改めて福元さんをご紹介させていただきますと，福元さんはご夫婦で福島県いわき市から口和町へ移り住んで，今，牧場の経営をされていらっしゃいます。遊休地での放牧と，転作田での牧草栽培でジャージー牛を飼育されています。 
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安心安全にこだわった自家製の牛乳によるナチュラルチーズの製造・販売や，乳搾り・バターづくりなどの牧場体験も行っていらっしゃるということです。 今日の発表のテーマは，「牛飼いのチーズづくりは土づくりから～小さな牧場から環境と食を考える」です。 それでは，福元さん，どうぞよろしくお願いします。  （事例発表者（福元））  こんにちは。（「こんにちは」の声あり）口和町湯木地区から来た「ふくふく牧場」の福元といいます。今，ご紹介にあずかりましたが，私たち夫婦は 2011年３月に起きた原発事故の後，悩んだ末に，いわき市にあった牧場から７月に広島県に避難しました。それ以降，土地探しをしていたのですけれども，多くの方のお世話になって，去年の４月に口和町に越すことができました。牛舎と放牧可能な土地と，山ですね，人間の住まいをお借りすることができたからです。それ以降，１年間放牧地の整備や牛のえさとなる草づくりをしながら，この３月にやっと２年ぶりに牛乳を搾ってチーズの製造と販売を開始したところです。 私たちは，人間にも，牛にも，自然環境にも健康な酪農を心がけています。牛は本来草を食べ，その栄養をもとに牛乳を出します。その力を十二分に引き出して，牛の体にも，自然環境にも負担のない酪農がしたい。その思いで十分な広さの土地を求めて，福島県いわき市の中山間地に 2008年に移り住みました。 牛は１日数十キロの草を食べます。放牧だけで牛を飼うには，１頭に付き１ヘクタールの土地が必要といいます。３年がかりで見つけた山の頂上の牧場は 40 ヘクタール，ジャージー牛 10 頭前後を放牧飼育して，そのミルクをチーズに加工して販売しようと考えていた私たちには夢のような広さでした。その広大な土地は荒れ果てていて，雑木が繁り，背丈を超すほどのイバラやササが一面やぶになっていたので，牛を購入する前に土地の開拓から始めました。除草剤や大型機械を使わずに刈り払い機で何度も刈り払い，雑木はチェンソーやなたで切り倒しました。 牛を購入し，草や木の葉を食べながら放牧地を歩き回り，うんちやおしっこをして土地を肥やすようになると，人間は牛が食べ残した木などを切り払いました。牛と人間の共同作業で少しずつ，土の力を農薬などで壊さないように，土壌に残った農薬などが草から牛の体に入り，牛乳となって人間の口に入ることがないように，時間をかけて体を使って開拓していきました。 開拓を始めて半年後，子牛を２頭購入し，その土地の気候や放牧に慣らしながら，開拓や牧柵の整備を続けました。 ２年半してやっと牛乳を搾り，チーズを製造・販売し始めました。その半年後に起きた原発事故。製造量も増え，販路が開けてきた時期でした。 私たちの牧場がある地域は原発から 60 ㎞，人が住んでも全く問題ないと言われる地域で
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したが，原発事故後，放牧も沢の水を飲ませることも禁止する通達が県よりありました。いつ放牧再開できるか分からない。牧草に汚染があるということは，山の木々にも，土壌にも，川にも，放射性物質が降り注いでいるということ。草木が育って，枯れて，土地に返って，また土壌を肥やす。その豊かな自然の循環の中に入り込み，いつまでも存在し続けるということ。国の基準値以下だからといって，自分たちは気持ちよく自信と誇りを持ってチーズをまた売ることができるだろうかと考え，断腸の思いで移住を決意しました。 口和町で再開した「ふくふく牧場」の様子です。現在，ジャージー牛５頭，そのうち２頭の牛乳を搾っています。ジャージー牛は日本で主流のホルスタインに比べ，半分から３分の１の量の牛乳しか出ません。その代わり，本来の牛の姿に近く，放牧に向いていて，穀物主体の配合飼料を与えなくても，草だけで，健康に成分が濃いおいしい牛乳を出します。 お借りしている山に牧柵を張り終え，一月ほど前から放牧地が広くなりました。「えっ，こんな山で」と思うかもしれませんが，牛は木の葉も食べますし，斜面も問題なく駆け上がり，駆け下ります。毎日あちこちへ散歩します。ただ，まだ面積は十分ではありませんし，栄養価の高い草も必要です。なので，また時間をかけて，牛と人間とで放牧地の整備をしていきます。農薬や化学肥料には頼りません。 牛たちのえさとなる草を育む大事な土壌，「ふくふく牧場」のチーズづくりは牛乳から始まるのではなく，そのもとのおおもと，土壌の健康にこだわるところから始まります。そして，牛たちをできるだけ自然な形で健康に幸せに飼いたい。そうやって飼った牛のミルクは，風味が豊かなのに，さらっとさわやかです。舌にまとわりつくことがありません。 いわき市にいたとき，アレルギーのあるお子さんのおじいさんがうちの話を聞いて,牛乳を分けてほしいと共通の友人づてに言ってこられました。その後，うちの牛乳は大丈夫だったととても喜ばれ，これからも分けてほしいということになりました。誰にでも安心して気持ちよくおいしく食べてもらえるチーズづくりをしていた私たちには，何よりもうれしい出来事でした。 「ふくふく牧場」の２種類のナチュラルチーズ，モッツァレラとリコッタです。どちらも新鮮なうちに，滋味豊かなミルクの優しい風味を存分に味わってもらいたいチーズ，お豆腐のように毎日の食事の中でいろいろな食べ方を楽しんでもらいたいチーズです。これらのチーズは，素材の栄養と味を壊さないようにうちの牛乳を低温殺菌し，添加物や保存料を使わずに手づくりしています。牛の出すお乳の成分や量は人間と同じで，子牛を産んですぐから，時間がたつにつれて変化します。牛のえさである草は季節によって変わるので，ミルク自体の風味も季節によって変わります。ミルクの味も，チーズの味も，毎回少しずつ違います。それが自然なことであり，自然とともに暮らす喜びを味わえるうれしいことだと思っています。是非多くの方に一期一会のチーズの存在を知り，味わってほしいと願っています。 私たちの酪農の理念とスタイルを知ってもらったり，食・環境・農と命について関心を深めてもらったりするために，牧場体験も行っています。現在は乳搾り，バターづくりのほか
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に，チーズ料理教室や牧場見学をご予約いただいて行っています。今後さらに内容を充実させていきたいです。 夫婦２人で牛飼いからチーズの製造・販売までを行っているために，なかなか時間がとれませんが，もう少し経営が軌道に乗って落ち着いてきたら，近い将来には牧場を舞台にもっといろいろな勉強会なども開催したいと夢を持っています。例えば地域の山を守っていくための皮むき間伐体験や，エネルギー問題を考える小水力発電講習会などにも取り組んでみたいと考えています。 また，原発事故によって外で伸び伸びと遊べなくなってしまった子どもたちの保養，受入れなどにも取り組んでいきたいです。 庄原市にはユニークな生き方，こだわりを持った生き方をしている方，いろいろな技や特技を持っている方が大勢いると聞いています。今後ネットワークを広げていきたい。そのネットワークや地域の結束力などを生かして，ふくふく牧場のあり方，里山の暮らしや自然の豊かさに魅力を感じる人を総動員して，地域をよりよくしていく楽しい企画がいろいろできるだろうと思います。それを実現していくことも，今後のふくふく牧場の夢の一つです。ありがとうございました。（拍手） 
 （知 事）  福元さん，ありがとうございました。原発事故で，せっかく手をかけて開拓をした 40 ヘクタールの牧場が使えなくなったということは，普通だったら相当なショックだと思うのですけれども，こうやってまた広島で牧場を開設するエネルギーというのがすごいと思います。実際に「やろう」「やりたいな」という気持ちはどこから沸いてくるのですか。  （福 元）  やりたいと思ったことを，例えば私は東京で教員をやっていたので，まず，それを辞めていわき市に行く段階でもいろいろな方に心配されたり，反対されたりしたのですけれども，人間が生きていく中で「やりたい」と思ったことは一つではないけれども，「やりたい」と強く思ったことを大事な人と一緒に全力でやっていくというのは，不安があっても，一番楽しい生き方だと私は思っています。もともと酪農には全く興味がなかったんですが，夫がこの道に進むといったもので，いろいろ本を読んだりして勉強して，情報収集したりするうちに，すごく奧の深いものだと。酪農というのも，私が興味を持っていた自然環境保護の問題だとか，人間のつながりの場，教育にすごく関係の深いものなんだなということがどんどん分かってきたので，やりがいがあるなと思って，やることに決めました。 原発事故の後はもちろん虚無感や脱力感もありましたし，悔しい思いもありましたけれども，そこでとまっていてはもったいない。早く前向きに進めていきたい。こういう社会にしていきたいという思いが強かったのと，あとは，どんなときでも応援してくださる人たちが
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いる。口和に越せたのも，それまで面識のなかった方たちも含めて，本当に一生懸命サポートしてくださる方がたくさんいたので，そういう支えもエネルギーになりました。  （知 事）  ありがとうございます。福元さんは，こうやってお話ししていると，すみませんね，ちょっと失礼かもしれませんけれども，とてもふんわり系の，すごく優しそうな方ですよね。でも，やりたいということを，やりたいなと思うだけではなくて，ご主人と一緒で安心というか，力が出てくるということもあると思うのですけれども，実際にやっていく。それによって，また多分助けたいと思う人も増えたのではないかと思うのですけれども，どうですか。  （福 元）  ありがとうございます。  （知 事）  さらに，牧場をつくるだけでも大変だと思うのですけれども，もう既に子どもたちを受け入れてバターづくり教室をやったりとか，大変じゃないですか。  （福 元）  時間を確保するのはなかなか大変なのですけれども，やはりつくったものも直接お客さんに手渡して説明をしたいし，牧場にも来てもらって，顔が見える関係で，うちの牧場のことを話したり，命や環境というものに興味を持ってもらえたりするのは，とても喜びになるので，なるべく積極的にやっていきたいことです。  （知 事）        なるほど。ありがとうございます。これからも，さらにもっと夢は大きくて，小水力の勉強とか，被災地の子どもたちを受け入れてあげることもやりたいとお考えのようですけれども，きっと福元さんなら，考えるだけではなくて実際に実行されるのではないかと思います。庄原の皆さんの，これまで本当に知らなかった人たちの力も借りながら，どんどん，きっとさらに発展させていただけるのではないかと思います。 私は福元さんにお会いしたのは実は１年ぐらい前で，そのときにはまだ牧場はなかったですよね。だから，この１年の発展ぶりはものすごいものがあると思います。本当に庄原の皆さんのおかげでもあるというふうに僕は思います。たくさん手伝っていらっしゃるというか，応援されている方がいらっしゃいます。これからも頑張ってください。本当に一生懸命取り組んでいらっしゃる，そして，それを周りにも広げて，子どもたちと共有していただいている福元さんにもう一度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
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た。（拍手） こう言うと申し訳ないのですけれども，去年お会いしたときも，ああいう感じで，大丈夫かなと思ったのですが，こうやって改めてお話をお伺いすると，すごく強い人ですね。   事例発表②  （知 事）  それでは，続いて山内自治振興区事務局長の実安裕美さんにお願いしたいと思います。 実安さんのご紹介ですけれども，実安さんは山内自治振興区に住んでいらっしゃるわけですが，この山内自治振興区は土づくりが特徴の水稲栽培を行っていらっしゃるということです。里山整備で切り出される竹をパウダー状にして，牛糞と混ぜて発酵させ，土へすき込んでいく。 ブランド米「里山の夢」は，昨年度，全国的な米コンクールで最優秀賞を受賞されました。 今日の発表のテーマは，「里山整備の廃材で農業再生」です。それでは，実安さん，よろしくお願いします。  （事例発表者（実安））        今，ご紹介いただきました山内自治振興区の事務局長をしております実安と申します。どうかよろしくお願いします。 地域の邪魔者でございます竹を活用して，おいしい米をつくって，特産品をつくろうということで，昨年度は大阪の「いっちゃんうまい米コンテスト」で日本一になったというお話をさせていただきたいと思います。 ごらんのように高齢化いたしまして，竹が田んぼとか道の周りに非常に繁茂しております。庄原の高齢化率は 38％ですが，我々のところは 42％ということで，なかなか里山の整備が行き届かないということもございまして，ただ，里山の整備をするだけではなくて，こうした竹を活用して特産品づくりをするということに取り組んでおります。 チッパーと言いますが，このチッパーで竹をのこくそ状にして，里山の整備をする。そして，竹の粉を施肥することで品質向上を図る。この二つのことを一遍にやって，一石二鳥をねらおうということを考えて始めました。 これがチッパーで，300 万円ぐらいするのですが，この機械で竹を粉砕して，のこくそ状にいたします。 月刊誌の「現代農業」にも，竹パウダーを使うと，果樹であろうと，野菜であろうと，いろいろな作物が非常においしくできるということが取り上げられておりますが，我々は地域の産業である米にこれを利用しようということで，米づくりにこの竹パウダーを活用するこ
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とといたしました。 これは竹を切って機械の中に入れてのこくそにして，ダンプの中に吹き込んでいる写真でございます。ここはササが付いておりませんが，これは根元からササまで全部粉にしてくれます。したがいまして，何も残りません。竹が全部処理されますので，竹林もきれいになります。 これは先ほどのダンプに吹き込んだ竹パウダーを堆肥場に運び込んで，牛糞堆肥と一緒に混ぜて，約３～４ヵ月発酵させて我々は使っております。こうしたことをやっておりますが，現在ではまだ十分な設備がございませんので，酪農家の堆肥場を一部借りてやっております。将来的には堆肥場が必要かなと思っております。 これは，先ほどの４ヵ月発酵させた堆肥をマニアスプレッダーで田んぼにふっているところです。この後で荒起こしをして稲を植えるという作業になります。 平成 21年度にこれに取り組みましたので，平成 21年度にこういう計画を立てました。第１段階として，作物に対する適性試験を行う。我々はこれを水稲というふうに決めておりましたが，次に作物ごとの施用量，どれぐらい竹パウダーをやったらいいのかということを第２段階としてやろう。第３段階としては，栽培農家の増加を図って研修をしよう。第４段階としては，低農薬，高品質作物の生産をしよう。第５段階としては，特産品として宣伝，販売。最終的には農家所得の向上を図ろう。こういう計画を立てましたが，今，段階４まで既に終わりました。 昨年は三つの食味コンクールに出しまして，すべて結構いい成績でしたが，大阪では日本一ということで，今後は特産品としていかに宣伝，販売していくかということに取り組まなければいけないと思っております。我々農家というのは，販売とか，宣伝とかいうことにはたけておりません。一番不得手な部分でございます。つくるということに関してはプロでございますが，こうしたことが下手でございますので，今後２～３年をめどに，こうしたことを達成して，最終的には農家所得の向上に結びつけていきたい。一般農家の方と努力した我々と同じ米の価格ではなかなか報われないので，やはり努力した分だけ価格に上乗せして売っていきたいと思っております。 「里山の夢」というのが我々のブランド米の名前でございますが，このブランド米は常に監視の中でやっていこうということで，農協さん，市役所さん，県立大学さん，生産者，庄原市の指導員さん，この方々が一体となって我々の指導をしていただき，こうした圃場を年に２回回って，ちゃんと生育できているかどうかというのを確認した上で，「里山の夢」として出荷していこうということでございます。 先ほどは外でのいろいろな研修でございましたが，内輪でもいろいろな研修をして，県大とか，農協さん，市役所さん，生産者，一体となっていろいろな協議をして，食味を計測したり，今後の取組を検討したり，どういうコンクールに出そうかというふうな打ち合わせをしているところです。 
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これは昨年度，長野で行われました米食味分析鑑定コンクール国際大会というところに出品したものでございます。我々のところは小学校がすぐ隣でございますので，山内小学校の学校田というのがございます。ここでも竹パウダーを使ってつくっていただいているわけですが，この米が小学校部門で金賞ということで，長野のこの大会では金賞をいただいております。 これは，大阪のいっちゃんうまい米コンテストに出品したところでございますが，ここでは，先ほども言いましたように日本一にならせていただきました。ちなみに，去年は庄原の藤本農園さんがこの大会で日本一になられております。 これは，様々な食味大会でいただいた賞でございます。第２回の大阪府民いっちゃんうまい米コンテスト，第２回米－１グランプリ inらんこし，第 14回米・食味分析鑑定コンクール国際大会，これは先ほども言いましたが，小学校部門では金賞をいただきました。 これが，いっちゃんうまい賞 総合最優秀賞です。見ていただきますように，食味，外観，硬さ，粘り，非常にバランスの取れた米が我々の米でございます。 今後，有利販売への取組をどういうふうにしていこうかということでございますが，まず，生産面積の拡大です。昨年は 7.5ヘクタールの作付け面積でございましたが，今年は 16ヘクタール栽培しております。将来的には 30 ヘクタールまで増やしていきたい。なぜかといいますと，やはり 30 ヘクタールぐらいないとブランド化できない。注文いただいても商品が足りないということになってもいけませんので，最終目標は 30 ヘクタールぐらいにしていきたい。 そして，広告宣伝。これは山内自治振興センターの西側の壁に「里山の夢」という看板を取り付けて，通行の方に宣伝しております。そして，「里山の夢」という名前は，特許庁へも商標登録をしております。そして，後からも出てきますが，商談会とか販売会，あと全国の食味値コンクールに今年も出品したいと思っております。１年だけだとラッキーだと言われますので，２年間いい成績をとると本物だと認めてもらえるので，また今年も挑戦しようと思っております。 あと，販売方法の宣伝です。今は農協さんに出しております。あとは，米の卸業者さんなどにも一部出しております。あと，高島屋，三越などの百貨店さんなどにも出したいと思っております。特に今後はインターネット販売ということも取り組みたいということで，現在，博報堂さんに相談しております。１回打ち合わせをして，来週も打ち合わせしていくことにしております。 これは去年全農さんを通じて大阪の高島屋さんで販売促進をした写真でございます。 これは東京のすみだ会館というところ，スカイツリーが見えるあたりの会場でございましたが，そこで約 500社の小売業者さんが訪れたということで，東京では，これは区長が言っておりますが，一部の業者から広島で米がとれるんかいのというふうなことも言われて大変恐縮したというふうなことも聞いておりますが，全く広島の米は東京のほうに行ったら認知
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度はございません。 一方で，新潟の農協さんが来て，今年は広島にやられましたというふうなことを言っていただいたということで，区長も非常に自信がついたということも言っておられました。 食の都大阪で２年連続して，昨年の藤本さんのところと一緒に，庄原の米が日本一になったことは，庄原の誇りであり，広島の誇りであると私は思います。 湯﨑知事には，庄原のお米を自信を持って全国に宣伝していただきたいと思います。どうかよろしくお願いします。（拍手）  （知 事）  ありがとうございました。ちなみに，早速フェイスブックで宣伝をさせていただきました。 21年から取り組まれたということですね。  （実 安）  はい。  （知 事）  ちなみに，実安さんは農家経歴としては，どうなりますか。  （実 安） 長いです。何年やっておりますでしょうか，40年ぐらいやっていると思います。  （知 事）  ずっと専業でやっていらっしゃるのですか。  （実 安） はい。  （知 事）  なるほど。平成 21年からこれをやろうと思われたきっかけは何だったんでしょうか。  （実 安） これは，たまたま区長さんが交代されまして，是非とも地域の方が少しでも所得の上がるような，活性化するような取組をしたいということで，今，ここの山内地区で何ができるかということになると，新しい作物をつくるよりは，やはり米というのが従来ずっとあるわけですから，これを中心に発展させていこうということで，たまたま先ほども言いましたよう
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に邪魔者の竹があって，始末しなければいけない状況にありましたので，ただ竹を始末するだけより，これを活用して産業化しようということの思いがあったのが，ちょうど区長の交代時期の 21年からということになります。  （知 事）  竹を何とかしなければというのが片方であって，片方で農家所得の向上に何かできないかという思いが出てきて，それが結び付いたということですね。  （実 安） はい，そうです。  （知 事）  こういうのをイノベーションと言ったりするのですけれども，邪魔者の竹ですよね。だから，竹が邪魔者の場合は，処理するのにお金がかかってコストになるわけですよね。それが今度は活用できて，収益のもとになったということですね。  （実 安） そうです。ただ，収益のもとと言っても，まだ高くは売っておりませんので，これから高く売れれば収益のもとになります。  （知 事）  そうですね。でも，ちゃんと計画を立てられて，21年から立てて，毎年大体ねらったとおりにいくというのは，こんなことはなかなかないのですけれども。  （実 安） 去年日本一になったのは我々もちょっとびっくりして，こんなに早く日本一になるとは我々も思っていませんでした。  （知 事）  しっかりと取り組まれて，しっかりと成果が出てきたということだと思います。 そういう意味では，次の段階が農家所得の向上ですから，きっとうまくいくのではないかと思うのですが，ここのところは少し工夫がいるかもしれないですね。  （実 安） そうです。一生懸命宣伝してください。 
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（知 事） はい。 早速博報堂さんとお話をされたりして，普通はなかなか農家の方々が直接博報堂と，博報堂というのは日本にある二大広告代理店で，博報堂と電通ですけれども，そこと直接されるというのはなかなかないことではないかと思います。  （実 安） 普段は恐らく相手にしてもらえないのですけれども，たまたま私の友達がそこにいたので，手伝ってやろうということで，恐らく知り合いがいないと絶対に無理だと思います。  （知 事）  なるほどね。でも，せっかくの知り合いだから，それを活用してやろうということで，それを眠らせておくのはもったいないですよね。もちろん今，農業もいろいろな大変なことに直面していて，しかも，地域は 42％の高齢化率ですから，普通だったら，俺たちはだめじゃないかというふうに思ってしまいかねないところですけれども，実際に実安さんのいらっしゃる山内自治振興区は，皆さんで力を合わせながら，これまで邪魔者だった竹を今度は宝に変えていく。自分たちが持っていたお米も日本一にしていく。まだまだこういう余地はいろいろなところにあるのではないかという気がいたします。それを実践しているのが私はすばらしいと思います。実安さん，今日は代表して出てきていただいたと思いますけれども，もう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。本当にありがとうございます。（拍手）  （実 安） 申し遅れました。あそこの後ろに私の応援団が，たくさん来ていただいておりますので，ご紹介させていただきます。  （知 事）  是非皆様にも大きな拍手をお願いします。（拍手） まず，庄原の皆さんに食べていただきたいですね。  （実 安） そうですね。去年は，まさか日本一になると思わないので，全部農協へ出してしまいまして。  （知 事）  もうないのですか。 
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（実 安） ちょっとは買い戻したのですけれども，ほとんど売るものがなかったということで，今年はしっかりとって庄原の皆さんにも食べていただきたいと思っております。  （知 事）  今からインターネット予約いただいて，早く申し込まないとなくなりますよ。本当にありがとうございました。（拍手） ２年連続で「いっちゃんうまい米コンテスト」優勝というのはすごいことだと思います。いっちゃんうまい米というのは大阪の人がやっているので，大阪は米をつくっていませんから，全くそういう意味ではバイアスがかかっていない，本当にうまいのを選ぼうということだと思います。特に昔から大阪は米どころですから，そこで選ばれるというのは大変光栄なことだと思います。 その他のお米も，実は庄原を含む広島県の県北のお米はすばらしいものがたくさんあります。これが知られていないのが「おしい！」ですけれども，もうちょっと頑張っていきたいと思います。   事例発表③  （知 事）  それでは続いての発表です。次は東城高校２年生のお二人にお願いしたいと思います。赤木琴絵さんと三上由貴さんです。 赤木さんと三上さんのご紹介ですが，お二人が通われている東城高校は，「東城応援隊」を結成して，地域イベントでのボランティア活動を行っていらっしゃいます。東城町の伝統行事の「お通り」では，道案内やパンフレット配布などを行う観光ガイド役として欠かせない存在となっているということです。 今日の発表のテーマは，「『ふるさと・夢里，応援します』～東城応援隊」です。それでは，赤木さん，三上さん，よろしくお願いします。  （事例発表者（赤木）） 皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）私たちは広島県立東城高等学校生徒会の赤木琴絵と三上由貴です。この度はこのような発表の場を設けてくださり，ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。（拍手） 今日は私たち東城高校生徒会が中心となって結成したボランティア組織「東城応援隊」の活動について紹介します。大好きなふるさと「東城町」を夢のあるまち，夢を描けるまち「夢
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里」にしたいという思いから，自分たちができる活動を行っています。 はじめに，東城応援隊が発足した経緯を簡単に説明します。東城高校は 30年前から広島中央特別支援学校との交流を通じて点字カレンダーの製作を行ってきました。また，10年前からは町内の清掃活動を行うボランティア「クリーン大作戦」を年に２回行うなど，伝統的にボランティア活動の盛んな学校です。このような歴史あるボランティア活動をより地域に密着した活動にすることで，ふるさと「東城町」を元気にするお手伝いができないかと考え生まれたのが「東城応援隊」です。 次に，この活動の目的を説明します。まず，ふるさと東城を応援しようということです。そして，自分たちが考えたボランティア活動を自分たちの力で実行するということです。この活動を通して生徒一人一人が自立して行動できる力を身に付け，自分の新たな能力を発見する。それがこれからの自身の成長に結びつくのではないかと考えました。 東城応援隊は主に三つの活動を行っています。 一つ目は，最も歴史の古い点字カレンダー製作です。町内の視覚障害者の方や広島中央特別支援学校へ毎年点字カレンダーを贈呈し，交流を続けています。 二つ目は，約 10年続く清掃ボランティア「クリーン大作戦」です。現在では町内の保育所，小学校，中学校と協力して取り組んでいます。 そして，三つ目が本日報告する観光ボランティアの活動です。町内の様々なお祭りなどのイベントに毎回 30名程度の生徒が参加しています。主なものでは，４月の「東城まちなみ春まつり」，10 月から 11 月にかけての「東城まちなみぶらり散歩ギャラリー」，そして東城町で最も盛大なお祭り，11月の「お通り」です。 この観光ボランティアを行うに当たり，様々な事前の準備が必要でした。まず，スタッフジャンパーを製作しました。まちなかで目印となるオレンジ色のジャンパーに本校生徒がデザインしたイラストをあしらいました。お通りの花形である「母衣（ほろ）」や「東城川」をイメージしています。 続いて，同じく本校生徒のデザインしたマスコットキャラクターの「ほろんちゃん」とガイドマップの製作です。昨年はこの「ほろんちゃん」のぬいぐるみも発売され，完売してしまったそうです。 次に，観光案内のための事前学習です。町内の歴史などに詳しい方を講師に招いて講習会を開いたり，事前にまちなみを歩いたりしながら，東城の歴史と文化を学び，問答集の形でまとめました。 では，実際の活動の様子を見てみましょう。11月の「お通り」での活動を紹介します。当日はグループごとに町内各所の街頭に立って，ガイドマップを使い道案内をしました。それに加えてイベントの紹介，町内の観光施設の場所や特徴をパンフレットを使って紹介しました。中には外国の方もおられ，道案内に苦労した生徒もいたようです。あらかじめ用意していた問答集にない質問を受けたときには，私たちが知らないことがまだまだあるということ
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を実感し，もっともっと勉強しないといけないと思いました。敬語の使い方にも苦労しました。普段からの心がけが大切だと実感しました。お祭りの終わりには町内の清掃活動をして活動を終了しました。本当に疲れましたが，やりきったという大きな充実感を得ることができました。地域の方々からの「ありがとう」や「若い子が協力してくれてうれしい」という多くのねぎらいの言葉をいただき，感謝の気持ちでいっぱいになりました。 これは「お通り」の様子です。湯﨑知事，お忙しいとは思いますが，今年の 11月４日，お通りの日には是非東城においでください。（拍手）私たち東城応援隊が精一杯のおもてなしをさせていただきます。 最後にこの活動を振り返り，成果と課題をまとめてみました。成果としては，まずは当初の目的をほぼ達成できたことです。地域の方からの言葉にもあったように，若い私たちが地域の歴史ある伝統文化に参加することでお祭りを盛り上げることができたと思います。また，自分たちでいろいろ考えて行動することができたと思います。これまで先生から指示されていたボランティア活動では得られない達成感がありました。そして，もう一つ，参加した仲間との強い信頼関係を築くことができたと思います。 しかし，課題もあります。まだまだふるさと東城のことをよく知る必要があります。言葉づかいやマナーも十分とは言えません。外国の方に英語でガイドができたらいいなとも思います。そして，何より一人一人ボランティア活動に対する意識をさらに向上させていかなければなりません。 終わりになりましたが，これからも東城応援隊はボランティア活動を通して地域に貢献し，自らを成長させながら，ふるさと東城で，夢のあるまち，夢を描けるまち，「夢里」の実現に向けて挑戦し続けていきます。 ところで，今回のテーマではありませんが，湯﨑知事に報告したいことがあります。本校では今年の１月に台湾の三民高級中学と姉妹校提携を結び，５月には台湾の生徒 21名が交流のため東城高校を訪問されました。また，今週ロサンゼルスのレイシス高校と姉妹校提携の調印をし，本校生徒代表３名が交流のため現地を訪れ，昨日帰国しました。このように本校は地域との連携に加えて，世界で活躍できる人材育成を目指して取組を進めています。 これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  赤木さん，三上さん，ありがとうございました。お二人も東城出身なんですよね。  （赤 木）  はい。  
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（知 事）  この東城応援隊の活動を通して，実際にこれをやってみて，東城のことについて，何か変わったところはありますか。再発見したとか，より好きになったとか，嫌いになったとか。  （事例発表者（三上）） 今まで知らなかった東城の有名なところや，いいところをたくさん知れたのでよかったです。  （知 事）  新たに知るところがたくさんあったということですね。ふるさとを応援しようというのは本当にすばらしいことだと思いますけれども，東城高校は何人ぐらいの高校でしたかね。何人ぐらいいるのですか。  （三 上） 97 名です。  （知 事）  ということは，１学年 30人ぐらいという小さな高校ですね。  （三 上） はい。  （知 事）  地元に密着しているということだと思いますけれども，逆に都会の高校だと，生徒も学年に何百人もいて，地域に貢献するといっても，いろいろなところから来ていて，自分の生まれ育ちとあまり関係なかったりする。それが東城育ちの子たちがたくさんいて，人数が少ない分，逆に地域と密着できる。だから，これは本当の意味でふるさとを応援しようということができるのではないかと思います。やってみると，自立できたとか，課題もちゃんと見つけて，いろいろまた新しく考えてくれて，すごく頼もしいですね。小さな学校ですけれども，こうやっていいところもたくさんあるということだと思います。 それから，姉妹校提携で台湾から 21人来てくれた。どうでしたか。  （三 上） 台湾の高校生は日本語も上手で，日本の私たちと同じ芸能人や歌手が好きということが分かって，とても親近感が持てました。 



 － 17 － 

（知 事）  なるほどね。台湾は外国でどんなところかと思ったら，芸能人の好きな人が一緒だったと。新しい発見ですよね。今度はロサンゼルスとも姉妹校提携を結ばれた。実は，これは県の政策で，県立高校すべて海外の学校と姉妹校提携を結ぶということを進めています。今年中にはなんとか全校が姉妹校提携を結べるようになっていると思うのですけれども，２校も結んでいるというのは僕は初めて聞きましたが，すごいですね。 こうやってふるさとで育って，そして，ふるさとを応援する。きっと頼もしい将来を担ってくれると思います。東城に住み続けるかどうかはもちろん分からないと思うのですけれども，でもきっと東城のことはずっと思い続けてくれるのではないかと思います。 ちなみに，ちょっと聞いていいですか。今，高校２年生で来年は３年生なのですけれども，将来は広島県で働きたいですか。ノーと言ってもらってもいいですよ。  （三 上）  将来は，東城以外の短大に出て，また東城に帰ってきて働きたいです。  （知 事）  なるほどね。視野を広げて，もう一回東城に戻って役立てたい。 赤木さんはどうですか。  （赤 木）  私は東城町内に就職を第一志望に考えているので，東城町で頑張っていきたいなと思います。  （知 事）  そうですか。ずっと東城一筋でいきたいということですね。 無理矢理ではありませんからね。大体高校生にこれは聞いていて，全員ではないのですけれども，聞いていると，最初は４：６ぐらいで外に出たいという人が多かったのですが，最近６：４ぐらいで残りたいという人が増えてうれしく思っているのですけれども，この将来を担ってくれるのが楽しみな赤木さんと三上さんお二人に大きな拍手をもう一度お願いします。ありがとうございました。（拍手）      
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事例発表④  （知 事）  それでは最後の事例発表に移りたいと思います。最後の発表は，比和中学校３年生の５人の方に来ていただいています。井西みきさん，石川千尋さん，小田恵理さん，陶山歩海さん，そして森繁かすみさんです。 比和中学では，牛を供養して豊穣を祈願するために行われている伝統行事「牛供養田植」の伝承活動に取り組まれています。 全校生徒が大太鼓・小太鼓・早乙女・サゲに分かれて，それぞれの衣装で着飾り，唄や舞を演じるということで，歴史と伝統を見事に引き継いでいらっしゃいます。 今日の発表のテーマは，「挑戦」です。それでは，よろしくお願いします。  （事例発表者（陶山））  気をつけ。礼。お願いします。（拍手） こんにちは。（「こんにちは」の声あり）私たちは比和中学校の３年生です。 まず，私たちの住んでいる比和町の紹介から始めます。私たちの住んでいる比和町は吾妻山の麓にあり，絶滅危惧種に指定されている「ヒゴタイ」や「カワセミ」などが生息している自然がとても豊かな地域です。 住んでいる皆さんもとても気さくで優しい方ばかりで，私たちの大切なふるさとです。 続いて，学校の紹介に移ります。皆さん，この数字「32」は比和中学校の全校生徒の数です。３年生５名，２年生 17 名，１年生 10名と小さな学校ですが，全校生徒が仲良く，なんでも全力で頑張る学校だと誇りに思っています。 今日は私たち 32名が日々挑戦していることの中から二つ紹介します。よろしくお願いします。  （事例発表者（石川））  私たちの挑戦の一つ目は，比和「牛供養田植」の伝統を昔のまま伝承していくことです。この数字「26」は比和中学校が牛供養田植を伝承し続けている年数です。比和町には広島県無形民俗文化財に指定されている比和「牛供養田植」という伝統芸能があります。牛供養田植とは，家族同然として飼っていた牛への感謝と，秋の豊作を祈願して行われます。以前，牛供養田植を伝承していた高校が廃校となり，現在私たちが伝承し続けています。 これは，体育館での練習の様子です。この数字「5000」は，昨年の春に本田植えを見に来られた観客の数です。４年に一度，ちょうどオリンピックのある年，本田植えが行われ ます。田んぼの中で牛が田を耕し，その田んぼで唄や太鼓にあわせて手作業で苗を植えていきます。唄を歌うサゲ，田植えをする早乙女，太鼓や小太鼓をたたくグループに分かれて行い
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ます。ちなみに，私たちが着ているのが早乙女の衣装です。  （事例発表者（森繁））   生徒の中にはこのように親子で参加する人もいました。たくさんの人の中でとても緊張し，ドキドキしましたが，地域の人と一緒にし終えた後には地域を誇りに思う気持ちとやりきったという充実感でいっぱいになりました。  「空の下 職人顔の 早乙女や」こちらの俳句は私たちが５月の本田植えを終えた後に詠んだものです。  私たち比和中学校の生徒は，地域の方々と一緒にこれからも比和牛供養田植を伝承し続けていこうと思います。（拍手）  （事例発表者（井西））   挑戦の二つ目は書くことです。昨年，私たち５名全員の作品は，中国新聞ヤングスポットに掲載されました。全体では 16 名の生徒が掲載され，私たちは書く意欲がどんどん沸きました。今年も既に４名の生徒がヤングスポットに掲載されています。  この数字「80」は，昨年１年間，絵手紙や俳句，新聞コンクールなどに入賞した延べ人数です。全校生徒が様々な作品応募に挑戦することで，書く力が高まると同時に，私たちは自信を持つことができました。  また，毎日の生活の中で行事があるたびに作文や俳句を書き，校内コンクールも行っています。 そのほか，表現力を高める取組としてチャレンジタイムがあります。全校生徒と先生が一堂に集まり，質問に対し理由をはっきり述べる問答ゲームや，一画ずつ書いて漢字を完成させるリレー習字などを行っています。 このような活動を通して，私たちは考える力や説明力，集中力を高めています。  （陶 山）   このように，比和中学校では少ない人数を生かして様々な活動に挑戦しています。 これからもお互いを高め合い，また，地域のよさについて理解をもっと深めていきたいと思います。 以上で発表を終わります。（拍手）  （知 事）  井西さん，石川さん，小田さん，陶山さん，そして森繁さん，本当にありがとうございました。 ３年生全生徒５人，みんな女子なんですよね。写真の中でも何度もみんな出てきて，考え
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ると，５人だから当たり前なのですけれども，全校も 34人でしたか。  （陶 山）  32です。  （知 事）  ごめんなさい。32人だけれども，でも，すばらしい活動がいろいろできるんだなというのを改めて思いました。 この牛供養田植も，これは地域の人と一緒にやっているのですか。  （森 繁）  はい。  （知 事）  本当にたくさんの人出がいるところを，逆に中学生のみんながいなかったら，きっと難しいだろうね。  （森 繁）  多分そうだと思います。  （知 事）  地区で担い手も集まらないと思うのですけれども，みんながこうやって手伝ってくれることによって，ずっと伝承ができる。今，壬生の花田植えが世界文化遺産，無形文化財に登録されたわけですけれども，県内には本当にいろいろな地区でこういうふうにいろいろな花田植えがあって，比和の場合には牛供養田植という名前ですけれども，いろいろなところで伝承が問題になっているのですけれども，こうやって若いみんなの力を借りて伝承していけるというのは本当にすばらしいことだと思います。 あと，書くこともすばらしいですね。延べ 80回も採用されたり，入選したりしているわけですよね。それこそ大きな学校でも，一生懸命書いても１人も入らないということもあると思うのですけれども，先生がいいのかな。  （森 繁）  はい。  
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（知 事）  これもまたいいですね。都会の学校だと，先生がいいのと聞くと，「ええー」とはすに構えているのですが，「いいです」と。本当に皆さんの絆が分かるような気がします。 中学３年だから高校に行って，ひょっとしたら進路がそれぞればらばらになってしまうかもしれないけれども，これからもきっと仲良く，ずっと一生の友達でいてもらえるのではないかと思います。 今日はすばらしい発表をしていただいた井西さん，石川さん，小田さん，陶山さん，森繁さん，比和中学校３年生の皆さん，本当にありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。（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） ありがとうございました。事例発表者の皆さん，改めて本当にありがとうございます。今日，皆さんにいろいろ発表していただきましたが，福元さんは被災地から移り住んで新たな牧場を開設して，チーズをまたつくるということ，また，実安さんも，いっちゃんうまいお米に挑戦をして，それを実現していったということで，福元さんにしても，実安さんにしても，特別な人ではないですよね。もちろんすばらしい力をお持ちだと思いますし，頑張る力をお持ちですけれども，例えば総理大臣とか，ソフトバンクの孫さんとか，そんな人ではないですけれども，でも，自分ができることをやることで，ものすごく大きな違いを生んでいらっしゃるのではないかと改めて実感いたします。牛の放牧にしても，くじけてもおかしくないと思うのです。それをくじけないで，また一からやろうと。本当にそれをやってみるということですよね。地域での米づくりにしても，今は本当にお米づくりが儲からないし，高齢化で大変だとあきらめているところはたくさんあるのですけれども，でも，ちょっと工夫をして，ちょっと頑張ってみる。もちろんこれまでの農家のご経験というのが大変役に立っているし，すばらしい農家さんだと思いますけれども，ちょっと加えて，さらにもう一つできることをやってみる。そのことによって日本一にまで，今回は本当に日本一になったから
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すばらしいと思うのですけれども，日本一にならなくても，僕はきっとすばらしいものが生まれているのではないかという気がいたします。 また，中学生，高校生の皆さんも本当に自分たちの学校の中でできること，何ができるかを考えて，そして地域の紹介をして，ホスピタリティーとよく言われていますけれども，観光客がたくさん来られるときにそれを発揮していただいたり，あるいは地域の伝統行事をずっと守り続けてもらったり，人任せにするとか，ぶつぶつ言うだけではなくて，自分のいるところでできることをちょっとやることで大きく変わってくるのではないかという気がいたします。 本当にこういう輪が広がっていくというか，こういうことの積み重ね，県民の皆さん一人ひとりができることを何かちょっとやってみるということで，新しい広島県ができるのではないかと思います。また新しい庄原市，庄原市の元気が出ることが，皆さん一人ひとりの手にかかっているのではないかと思います。今日のこの会を契機に，今後この輪が是非広がっていくことを期待しております。本日は本当にありがとうございました。 そして，もう一度今日発表いただいた皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。（拍手）  （司 会）  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。ご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，ご来場時にお渡ししま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いては，フェイスブックによる情報の交流を行っておりますので，是非ご参加ください。 本日はご参加をいただき誠にありがとうございました。どうか皆様お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。（拍手） 
    


