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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）） 皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）今日は土曜日で，いろいろとご用事のある方も多いのではないか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。 この県政知事懇談会は，去年から３巡目ですべての市町を回らせていただいております。ちなみに 23 あるのですけれども，ようやく北広島町にお邪魔させていただきました。大変うれしく思っています。というのも，この県政知事懇談会はずっとこの４年間続けているのですけれども，第 1回はここ北広島町で始めさせていただきまして，それが平成 21年 12月で，私が就任して本当に直後，まだ一月もたっていないときだったのですけれども，それから会を重ねて，一回ぐるっと 23 市町を回り，それから２巡目は県内を８カ所に分けて，北広島町でも開催させていただきまして,今回は３回目，２年ぶりに参りました。 今回の設定には，箕野町長をはじめとして，北広島町の皆様に本当にお世話になりましたので，この場をおかりしてお礼申し上げたいと思います。 初回に来たときには，10人の方々といろいろなことをディスカッションするという形でさせていただいたのですが，今回は町内でいろいろな挑戦をされている方に「私の挑戦」というのを発表していただくという形で進めさせていただきたいと思っています。 このお話を聞くと，皆さん本当に元気が出るのではないかと思っています。これまでもずっと各地でやっていますけれども，身近なところでこんなに頑張っている人がいるんだと。自分もできるんじゃないかというふうに思えるようなことが本当に多いので，是非今日はそれを皆さんで共有してお帰りいただければすばらしいと思っております。 今日は，午前中にアマゴの養魚場，大暮養魚場と芸北せどやま再生事業の様子を拝見させ
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ていただきました。改めて北広島町にもいいものがいっぱいあると思いました。アマゴの養殖の場合には，魚自身もそうですけれども，すばらしくきれいな水があるからこそできることかなと。それから,せどやま再生事業というのは，今は山が荒れて大変ですけれども，よくよく見ると，すばらしい木という財産がここにはあるということを改めて感じさせるものでありました。 そんなことも含めて，今日いろいろな発表をいただけるのではないかと思っておりますので，是非楽しみにしていただければと思います。 これから 70 分の少し長い時間にはなりますけれども，お付き合いをどうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 
 （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，志路原地区の地域住民で構成する「三ちゃんＳ村」の村長として，自然環境の保全や地域の活性化に取り組まれている福長幸男さんです。（拍手） 東京から北広島町へ移住し，今年４月に荒神原地区に「芸北ぞうさんカフェ」をオープンされた自営業の植田紘栄志さんです。（拍手） 田原地区内にあるテングシデ群落の研究に取り組んでおられる，広島新庄中学校３年生の瀧川学大さん，森末海斗さん，郷田佳祐さん，壇上には立たれておられませんが，平野希さんです。（拍手） 「温故知新」を生徒会のスローガンとして生徒会活動に取り組まれている，芸北中学校３年生の小田果歩さん，奥田源大さん，山元美璃さん，佐々木萌衣さん，２年生の尼子智也さんです。（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席にお戻りください。 ここからは湯﨑知事にコーディネー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。    
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事例発表  事例発表①  （知 事） どうぞよろしくお願いします。今日は４組の皆さんに事例発表していただきますけれども，地域であるとか，学校であるとか，それぞれの持ち場というか場所で積極的にいろいろな活動をして挑戦を続けられていらっしゃる方々です。 最初に発表いただきますのは，「三ちゃんＳ村」村長の福長幸男さんです。 改めて福長さんをご紹介させていただきますと，福長さんは志路原地区の一層の活性化を目的に設立されました「三ちゃんＳ村」，ご存じの方も多いと思いますけれども，「三ちゃんＳ」で「ス」というのは「Ｓ」なのですけれども，「三ちゃんＳ村」の村長として，この志路原地区に今生息しています特別天然記念物であるオオサンショウウオの安佐動物園と連携した保護活動，あるいは子どもたちを対象にした観察会の開催，また，様々なイベントの企画や開催を通じて，自然環境の保全や地域の活性化に取り組んでいらっしゃいます。 今日の発表のテーマは，「安佐動物園と連携した三ちゃんＳ村の挑戦」です。それでは，福長さん，よろしくお願いいたします。（拍手）  （事例発表者（福長））  失礼します。今，知事さんから紹介されましたので，もうこれで話を終わりたいぐらいですが，これから三ちゃんＳ村の挑戦について話をさせていただきたいと思います。 私たちの地域には世界に誇れる宝物があります。それは，オオサンショウウオの人工巣穴です。オオサンショウウオは，3000 万年も昔から姿・形を変えず，命をつないで現在まで生き延びております。ということで，生きた化石とも言われ，世界最大の両生類です。 北広島町にはたくさんのオオサンショウウオが住んでおりますが，今，下に見えるのは，日本で初めてオオサンショウウオの人工巣穴がつくられたところです。その断面図がそこに載っております。 10分ですので，次へいきます。 三ちゃんＳ村設立の経緯ですが，私たちはどうしたら地域を活性化できるかということで悩んでおりました。あるとき，講師の方を呼んで，地域の活性化はどうすればいいかというお話を聞いたときに，ふるさとのよさを知ることだと。自然のよさを知って，それを生かすことが地域の活性化につながると聞きました。 安佐動物公園は 1973 年から志路原においてオオサンショウウオの保全活動を始めておられました。そして，2003年に，地域の活性化をするためにということで，安佐動物公園のオオサンショウウオの研究を話してもらおうじゃないかということから，安佐動物園の方に来
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ていただいてお話を聞いたときに，今まで知っていたようなオオサンショウウオが全く知らないと。しかも，世界で初めて人工巣穴をつくったんだということにびっくりして，みんな大騒ぎをしたわけでございます。そのときに人工巣穴の入り口が土砂で埋まってしまうので，何とか地域の方で保全活動をしてもらえないだろうかという提案がありましたので，一もなく二もなく私が手を挙げました。これが三ちゃんＳ村設立のきっかけになります。 三ちゃんＳ村，県知事さんから怒られそうな村をつくったところでございます。村長以下，地域住民約 80 名で，2004 年２月に設立しました。会は，オオサンショウウオなど地域の自然と文化を守って，青少年の育成と地域の活性化を図ることを目的にしております。 これは，その設立総会の様子です。 三ちゃんＳ村の理念ですが，「三ちゃん」とは三つのチャンスという意味です。三つのチャンスとは，人が出会い，ふれあうことができるチャンス，ふるさとの自然・文化を知るチャンス，その二つをあわせて地域の活性化を図ること，そういうチャンスのことをいいます。また，「三」の中には，オオサンショウウオの「サン」，山川の「サン」，太陽のさんさんと輝く「サン」をあらわしております。 オオサンショウウオと自然環境の保護ということで，私たちは人工巣穴の維持・管理をします。入り口に土砂が流れて，そのたびにオオサンショウウオが死んだりというようなこともあるので，その管理をしております。それから，オオサンショウウオの公開保護ということで，観察会を開いて，皆さんにオオサンショウウオを見ていただいたり，生息環境保全のための働きかけもしてきました。 入り口の掃除をしたり，それから子どもたちは川の掃除をしたり，手伝ってくれておりますが，一番左は，人工巣穴から主，オオサンショウウオが頭を出しているところです。 大口川という川がありますが，その堰堤はこのように高かったのですが，オオサンショウウオが卵を産むために上に上ろうとして，滑り落ちながら，足の裏をけがしたりしていたのを見かねて，宝くじ協会の援助を受けて，下のように平らにしていきました。 活動の２として，青少年の育成の取組ということでイベントを開催しております。サンちゃんと友だちになる会。サンちゃんというのは，保育園の子どもたちはオオサンショウウオのことを言います。サンちゃんと友だちになる会，ふるさとの川まつりを一緒に兼ねてイベントを行っております。また，小学校に行って授業をしたり，観察会を開いたりもしました。それから，地域の保育園の川の環境教育も非常に熱心にやっておられます。こういうような活動が成果を得たと思いますが，地元の小学校が全国野生生物保護活動研究発表大会において「オオサンショウウオのすむ川の研究」というのを発表して，環境大臣賞を受賞されました。2011年のことです。サンちゃんと友だちになる会の様子をそこに映しておりますが，いかだ遊びをしたり，川の探検をしたり，そういう活動をおもしろくやっております。 これは，地域の伝統芸能であります「大花田植」に参加したり，登山をしたり，子どもたちと一緒にやっております。 



 － 5 － 

これは，地元の双葉保育園の環境教育でございますが，子どもたちも川へ入って楽しくやっております。 第三の活動として，地域の活性化など，イベントの開催をしておりますが，これは「ふるさとの紅葉まつり」といって，地域総出で 11月３日にやっています。 メディア取材への協力，ＮＨＫが「地球！ふしぎ大自然」を平成 16年に開始しました。また，イギリスのＢＢＣ放送，そのほか，ここには出しておりませんが，たくさんの世界のメディアたちがやってきます。 ＣＯＰ10での発表をいたしました。生物多様性交流フェア，国際的な発表でしたが，名古屋市で行われ，大変盛況でございました。 それから，たくさんの方々がオオサンショウウオを観察に来られますので，それへの対応，あるいは，外国から学者の方がおいでになるときに，そういう対応も含めてやっております。 これは，「ふるさとの紅葉まつり」の様子と，右下は「スミソニアン動物園」の方が私の家に来られて話をしているところでございます。 これが,地域から世界へ発信というので，メディア取材の様子です。2004 年から，先ほど申しましたように「地球！ふしぎ大自然」の撮影が 1年間かけてありました。ＮＨＫがたくさん撮影に来ましたが，そういうお手伝いをしました。 それから，2006年にはＢＢＣ放送，そのほか，ドイツの国際放送とか，いろいろなところから来られました。 これが，地域の宝の「新人工巣穴」の観察小屋でございます。はじめに申しましたように，平成 16年にＮＨＫが「地球！ふしぎ大自然」を撮影するために建てた小屋が壊れまして，新しくこのように人工巣穴の観察小屋をつくりました。その観察をしている様子と，右下にあるのは，幼生を守っている主，主というのは一番大きいオオサンショウウオのことですが，それが卵を産むときからずっと守って，子どもたち，幼生が２月に離散するまで，その巣穴の中で守っているところでございます。 以上，これは簡単に説明いたしましたが，これからオオサンショウウオの里として，地域の発展に尽くしていきたいと思っております。 10分という短い時間でございましたので，端折って話をさせていただきました。ありがとうございました。（拍手） 
 （知 事）  福長さん，ありがとうございました。そう早く退散しないでください。ありがとうございます。この三ちゃんＳ村ができたきっかけ，2003 年からでしたか，ちょうど 10 年ぐらいになるのですね。 もともとは安佐動物園が人工巣穴をつくって，その管理が大変だということで地元に依頼がきたということですけれども，そのときに手を挙げられたということですね。一も二もな
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くとおっしゃっていましたけれども，どういうお気持ちで手を挙げられたのですか。  （福 長）  先ほど発表の中でも言いましたが，オオサンショウウオというのは，子どものころからよく知っていて，魚を捕まえたりするときに手をかじられたりということがあったのですが，今日安佐動物園の桑原博士もここに来ておられますが，その方からいろいろ話を聞いた中で，オオサンショウウオというのは，キリン一頭とかえられるぐらい値打ちのあるものだという話を聞かせていただいたり，日本で初めて人工巣穴をつくったんだというようなことから，大変みんなびっくりして，この地域にはキリンやらゾウがいっぱいおるようなことになるじゃないかと，話を聞いてみんなが感激しました。それがきっかけであったということです。 それから後に，どういう名前にしようかという話を有志の者としながら，いろいろ考えたところ，三ちゃんＳ村，オオサンショウウオの「サン」も入っておりますが，それも含めて，オオサンショウウオの保護・保全活動を中心にしながら，自然を大切にする地域にしようということで取り上げました。 大変おもしろいのですが，三ちゃんエス村とかありましたが，三というのは，三つのチャンスを生かして地域づくりをし，青少年を育成していくというねらいでございます。  （知 事）  ありがとうございます。そんな宝があったんだと改めて気づいたということですね。  （福 長）  そうです。  （知 事）  ここで一つ大事なのは，地元で管理をするといっても，例えば川を清掃したり，それこそ巣穴に土砂がかぶったら，ちゃんと砂を取り除いて，オオサンショウウオがすめるようにするとか，雨が降ったら見て回ったりとか，大変ですよね。  （福 長）  はい。大変というよりも，特に私は義務と感じております。ということは，雨が降れば，まだ人工巣穴の掃除をしておりませんが，７月に入ったら，早速に皆さんを集めて，人工巣穴の中の掃除やら，周りの土砂を取り除いたり，生えているヨシを刈ったりして，産卵の主が上ってくるのを待ちます。 雨が降るたびに，私は人工巣穴のそばへいって，巣穴の入り口がつまっていないかということを調べています。それから，動物園の許可を得て，巣穴の中に入らせていただいて，主
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がどういうようにしているか，卵がどうなっているかというようなことも観察させていただいて，その結果はまた動物園のほうに，こうでしたというように知らせて，常に連携をとって，大切に保護しております。  （知 事）  かなりＬＯＶＥサンちゃんというのが伺われるお話ですけれども，なかなか自分のところに宝があると思っても，それがいいことだと思っても，普通はめんどくさくて，誰かやってくれたらいいのにと思うのですが，それをご自分で手を挙げてされた。誰かが手を挙げないと，誰かやってくれとみんなが思っていたら，誰もやらない。誰かが手を挙げてやることによって，ＮＨＫさんは１年間も取材をするし，イギリスのＢＢＣも，イギリスのＮＨＫみたいなものですが，イギリスのＢＢＣは来るし，スミソニアン動物園，これはアメリカの動物園ですね。スミソニアンというのは博物館とかいろいろ持っていますが，スミソニアン動物園が来たり，世界から学者さんが来たり，こういうふうにどんどんたくさんの人がここに惹かれてやってくる。それは，やっぱり三ちゃんＳをつくって，誰かがやらなきゃいけない。じゃあ，俺がやろうと。サンちゃんのことが大好きかもしれないですけれども，それをやろうという実際の行動があるから，こういうふうにつながっていると思います。  （福 長）  手を挙げたのはもう一人おりまして，これも河川担当という担当をつけております。三ちゃんＳ村ですから，村役場の組織をつくっておりまして，村長がおり，助役がおり，収入役がおり，それぞれの課があって，それぞれの課長がおります。そういうような形にして，三ちゃんＳ村ということになっています。  （知 事）  なるほど。ちなみに，広島県に村はもうなくなったのですけれども，唯一残っている村かもしれないですね。 それで，ＣＯＰ10って皆さんご存じですか。生物多様性の国際的な枠組みなのですけれども，要するにその中でプレゼンテーションするということは，世界から集まった環境関係の主に行政の担当が多いですけれども，その人たちの前で発表をする。北広島町のことが世界の皆さんにそういう形でも伝わっていくということですよね。本当に国際的な広がりを持っている。これも，もちろんオオサンショウウオがいるというところから始まっているわけですけれども，それを誰かが面倒みようというところが，こういうふうに実際に広がっていく大きな要素になるのではないかと思います。 これからもオオサンショウウオを大事にして，地域の宝として大事にしていただければと思いますけれども，私，今日一つ勉強になったのが，オオサンショウウオは，主が子どもの
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巣立ちまで面倒を見るということですよね。これは究極のイクメンかなと。3000 万年前からイクメンをしているという，すごい大先輩だと思いました。本当にこの地域の宝を守っていただいております福長さんに，もう一度皆さん大きな拍手をお願いしたいと思います。  （福 長）  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。福長さん，ぴったり 10分を守っていただきまして，本当にありがとうございました。   事例発表②  （知 事）  それでは，続いての発表は，荒神原地区で「芸北ぞうさんカフェ」を営んでいらっしゃいます自営業の植田紘栄志さんにお願いしたいと思います。 植田さんのご紹介ですが，植田さんは東京から荒神原地区に移住をされて，今年の４月に「芸北ぞうさんカフェ」をオープンされたということです。カフェで雑貨の販売であるとか，あるいは外国の伝統的な製法による料理の提供をされていらっしゃるそうです。またその他，いろいろなイベントも開催して，地域の賑わいづくりを創出されているということです。 また，ゾウの排泄物，うんちですね，よく子どもの絵本に「ぞうのうんち」というのが出てきますが，ゾウの排泄物から「ぞうさんペーパー」を製造するなど，斬新なアイデアによって幅広い事業を展開して，今後は宇宙食の製造を通じて地域の雇用創出や活性化に挑戦をしたいと考えていらっしゃるそうです。 今日の発表のテーマは，「過疎地から世界，そして宇宙へ 僕らの冒険が社会を変える」です。それでは，植田さん，よろしくお願いします。  （事例発表者（植田））  どうもありがとうございました。（拍手）芸北から来ました植田と申します。今日はよろしくお願いします。 このインド人は全然無関係なのですけれども，植田紘栄志と申します。約１年半前にこの北広島町にやって参りました。前半は，これまでの海外のぞうさんペーパーの話とかをしたいと思います。後半は，これから僕がここでやりたいことをお話ししたいと思いますので，よかったら話を聞いてください。 
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僕は勉強があまり好きでないものですから，大学に行けなかったんです。それで，高校を出てすぐアルバイトをして，貯めたお金でオーストラリアのシドニーに行きました。ワーキングホリデービザという，何でも１年たったらできるというマルチなビザですけれども，それでプー太郎みたいなことをやって，その後，帰国しましたが，そのときに，オーストラリアのクラスメート，英語が全然わからなかったものですから，１ヶ月ぐらい語学学校に行きました。そのときにクラスメートだった女性が後に僕の奥さんになるみちさんという方です。今日もあそこに来ています。「ミチ」というのはうちのかみさんの名前で，それが社名の由来になっています。後でどうせ聞かれるので，先に言っておきます。 300 万円ぐらい貯めて，機械のブローカーみたいな仕事を自宅の一室でやり始めたのですけれども，すぐにお金がショートしてしまいまして，その仕事を昼間にやりながら，夜は築地の魚市場で働き始めて，こっちのほうが実際給料はよかったです。月に 50 万円ぐらいもらっていて，自分の本業のほうはもっと少なかったりしましたが，それでお金を貯めて，29歳のときに初めてスリランカのビジネスを始めました。 何でスリランカなのかというかところですが，この前，ホームテレビさんの番組でまとめていただいたので，それを見ていただければと思います。「あした記念日」という番組です。 【ビデオ上映】 ナレーション：今回は，偶然の出会いがきっかけで人生が変わった男性のお話，植田さんの心のアルバムをひもといて見ましょう。 当時，東京で働いていた植田さん。ある日，仕事帰りに，お金がなくて困っている外国人と出会います。 植田：今なら絶対あり得ないのですけれども，たまたま給料日で現金がびっしりあったものですから，１万円を貸してあげたのがきっかけでしたね。 ナレーション：３ヶ月後，突然彼から連絡が。実は，その男性はスリランカの役人だったのです。是非国に来てほしいと言われ，好奇心の赴くままスリランカへ。お金を貸したあの日が植田さんの記念日となったのです。 植田:空港に行ったらざっとみんなが並んでいて，いろいろなところでスピーチをしてくれと呼ばれて行ったんです。ラブコールが熱烈でした。ちょっとやってみようかなと。 ナレーション：彼らの熱意に心を動かされ，現地で交流を深めていく中，いつからか植田さんはスリランカのために何ができるかを考えるように。そんな中出会ったあるプロジェクト。 植田：経済効果はたいしたことないと思うんですけれども，ゾウの保護をすること自体が自分たちの仕事になっているという形ができたということは，僕にとってはうれしいことで，長く続けていきたいと思っています。 ナレーション：その後，植田さんはぞうさんペーパーをビジネスとして確立。１万
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円が人生を変えたうそのような本当のお話。 植田：あのとき彼に出会っていなかったら，今の僕は何をしているのかなと思うぐらいですね。生活が変わったんですね。ですので，彼に１万円を貸したその日が僕にとっての記念日ですね。  （植 田）  これはうその話じゃないです。スリランカは，当時戦争中だったんです。それで，外国人が珍しい。飛行に乗っても，多分外国人は僕１人だったりした状況で，僕が空港に行ったら，鼓笛隊が待っていた日もあったりして，スリランカのビジネスにのめりこんでいったのですけれども，そこで，ぞうさんペーパーという商品をつくっています。今日，皆さんの封筒の中に入っていると思います。今，見ていただければわかりますが，臭いんじゃないかと思っている方がいらっしゃいますか。先ほど名刺交換をさせていただいた名刺も，ゾウのうんちでつくった紙です。運がつく，縁起物です。 ぞうさんペーパーのことが珍しいので，僕はここに呼ばれたのかなと思ったものですから，作り方をざっとお話しさせていただきます。 これは，ゾウのうんちなのですが，ゾウは胃腸が弱いので，ほとんど食べたものを水と一緒に出してしまいます。だから，そんなに臭くないです。大体小さいスイカぐらい，メロンぐらいの大きさです。それを僕らはリヤカーで運んで，陰干しして，ドラム缶でゆでるのですけれども，24時間ぐらいゆでると，大腸菌とかなくなって繊維だけになります。あと，繊維を取り出して，古紙と一緒にブレンドするんですけれども，その後は日本の和紙と同じような感じです。のんびりと商品開発と書いてあるのですけれども，本当にのんびりしていて，頭にくることも多いですけれども，今日皆さんにお配りしたのも，この人たちがつくってくれたものです。 このぞうさんペーパーというのは，単にうんちが紙にというサプライズということもあるのですけれども，それよりも僕が伝えたいメッセージは，もともとは，環境破壊で，人間が来たことで，もともと住んでいたゾウが，例えば芸北だったら，道路をつくったことで，狸とか，たまに熊が出てきて人間とトラブルを起こしますよね。スリランカも同じで，ただ，スリランカはゾウが来るんです。ゾウは思いっきりでかくて，民家に来たときのインパクトも大きいです。例えば家を壊したりとか，人間がつぶれたりとか，年間 300 頭ぐらいが射殺されているという状況です。ぞうさんペーパーというのは，人間とゾウが対立している構図から，むしろ人間とゾウがビジネスパートナーになるという状況です。だから，ゾウがいないと食っていけないような人たちが出てくるわけで，そうすると，ゾウを保護すること自体がビジネスになってくる。そういう商品です。そこが僕らのプライドというか，伝えたいところです。 そのほかに，こういった天然ゴムをジャングルから採取してつくったフィギュアのシリー



 － 11 － 

ズとか,これは屋上緑化マットなのですけれども，僕がつくっているココナッツミルクの廃棄物でつくった，ココナッツのごみを使って，最初は玄関マットをつくったんです。あまり需要がなくて，その玄関マットの上に芝生の種をまいて，ああいうふうに芝生が生えてきたところで屋上に敷き詰めることで屋上緑化になるという画期的な，ココナッツの廃棄物が CO2削減になり，雇用も生まれる。芝生を生やしてもらっているところは，休耕田を有効利用して，農家のビジネスチャンスにもなるというビジネスモデルです。あと，これは僕が今日乗ってきた車ですけれども，屋上緑化自動車で，ゴールデンウィークとかインターチェンジを入ってすぐ行列になりますよね。すごく涼しいです。パーキングエリアとかで座るところがないときには，自分の芝生の上でくつろげる。実際，今は枯れてしまって，もうついていないのですけれども。あと，オーガニック紅茶，無農薬の紅茶です。こういったものをやっています。 40歳になって，芸北のほう，北広島町に移住してきました。これは僕のおじいちゃんです。食べているのは日の丸弁当です。祖父が亡くなってもう 20年たちますが，空き家が３年ぐらい続いていました。祖母が住んでいたのですけれども，３年前に病院に入って空き家になっていたんです。で，雪が積もるから家が壊れるぞと言われて，じゃあ僕が住もうかということで芸北にやってきました。 僕の家族です。最初は反対されたものですから，８月の夏休みに仮住まいをしました。そしたら，東京と違ってすごく涼しくて，おいしいものがいっぱいあって，川で遊んだり，浜田で泳いだり，いいことづくめでした。よし，決めようと。こんないいところはないと。子どもの２学期が終わるまで待って，12月にやっと移住しました。８月に来たときと全く違うんです。あまりにも寒くて，聞いてないよという感じです。うちのかみさんは低体温症になったりして，大変でした。子どもたちも，今日娘は来ていないのですけれども，ご飯はおいしいと食べてくれますけれども，会社もありますし，これは僕の東京の会社ですけれども，この本社機能を全部芸北に持ってきました。３年間空き家だった町の建物なのですけれども，ここを貸していただいて始めたのですけれども，すぐに豪雪の被害に遭いまして，近所のユンボであげてもらいました。本当にとまどいが隠せない状況が最初の何回か続いて，家がつぶれるということで，この辺は命がけです。誰も手伝ってくれません。 もともと田舎に来た理由の一つが，自給自足とか，自分で薪を使ってエネルギーを確保したりとか，そういう夢があったものですから，やってみるのですけれども，何しろ難しい。まず，薪が集まらない。いろいろやった挙げ句，失敗が続き，自給自足と言いながら，こんな小さな魚しか釣れなくて，と言いながらも，田んぼは近所の人に教えてもらって，かみさんがすっかり農家の嫁になってしまって，芋をつくったり，ちょっとずつ田舎暮らしになれて，来てよかったです。低体温症になったかみさんには，近所の奥さんたちが生姜湯を持ってきてくれたり，本当に温かい，ありがたいです。皆さんのおかげで１年足らずで取り込むことができて本当によかったと思います。 
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ここに映っている人が，そこにもいますけれども，こういう近所の方々に支えていただいて，今の僕の芸北の暮らしがあるんだなと，本当に思っています。 現在はすっかり広島になれて，娘は広島弁がちょっとずつ出はじめ，僕は全然出ていないですけれども，家族の生活とか，ビジネスとか，本当にエンジョイできるようになりました。第一部は終わりです。 10分しかないですから，すぐ第二部です。 僕には夢があります。せっかくここに来て，ちょっとでも貢献したいという気持ちが芽生えてきて，それが夢にかわるのですけれども，少しでも貢献できるような，そういうビジネスマンになりたいと思っています。 そのために５つの冒険。冒険というのは，いわゆる自分で連帯保証人になって，信金さんにお金を借りてぶち込むということなのですけれども，まず，豪雪地帯に南国の風をということで，本当に寒いわけです。思いっきり寒い。それは半端じゃない寒さです。凍えそうになるのですけれども，でも，そんなところだからこそ，ちょっとトロピカルな，ハワイアンの文化が来ると楽しいのではないかと思って，この人を呼びました。僕１人で呼んだんじゃないですよ。いろいろな近所の方々に支えられながら，呼びました。この人は，日本のハワイアンの音楽の第一人者でもあります。ご存じのドリフターズのブーさんです。こういうコンサートをしました。本当に 500人も集まるのか心配だったのですけれども，このような感じで，本当に皆さんありがたいです。うれしかったです。ごらんのとおり，豪雪地帯がすっかりトロピカルな状況になりました。子どもたちもブーさんと共演したりして，そういったことをして，現在どうなっているのか。そこにいらっしゃる僕を支えてくれている支持者の１人の片桐さんですけれども，ブーさんが来た後，ウクレレを本当にさらから始めて，今では老人ホームなどで遠征に行くぐらいまで上手になって，僕は本当に心から尊敬しています。ブーさんが来たのは去年の 11 月です。その後始めて，人前でパフォーマンスするぐらいになっている。これを 70代から始めるわけですから，どんなに年でも新しいことができるという一例だと思います。人を感動させることができるんです。 あと，どこでも踊り出す人が出てきた。これはフラダンスです。おかげさまで中国新聞などでも好意的に書いていただいたり，これは芸北小学校がウクレレを授業に取り入れてくださったり，新年会で演奏してくださるようになったりとか，ちょっとずつですけれども豪雪地帯に南国の文化が育ち始めているのではないかと思います。 ２番目は，カフェ文化を広めることで地域活性化です。近所の方が手伝ってくれている写真なのですけれども，カフェをつくるといってもお金がたくさんかかりますので，皆さんからいただいた廃材などを使ってつくったのですけれども，このような感じです。これも自分たちでつくって，息子も手伝っていますけれども，こんなカフェができました。 カフェというのは，単にコーヒーを飲むだけではなくて，人と情報が集まるところです。僕が東京にいたころでも，特に新しい取組やアイデアは結構カフェで，パネルディスカッショ
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ンとか，グリーンドリンクスとか，ワールドカフェみたいなコンセプトで生まれてくることが多かったものですから，芸北にそういったところが僕の知識ではなかったので，自分でつくってみようと思いました。 で，今，どうなったかということです。これは，臥竜山の雪嶺水という有名なおいしい湧き水，山水かな，これでコーヒーを出して，このハンドドリップを飲むためにわざわざ遠くから来てくれる方もいらっしゃったり，本当にうれしいことです。あと，これはスリランカのスパイスを使って，地元の野菜でつくったスリランカ風カレーとか，これも夜中に仕込んだ生地で，地元の素材でつくったピザ，あと，こういうタレントを呼んだトークショーとか，これは月と土星がちょうど大接近したころに星を見る観測会をやったりしました。これなどは結構人が来まして，約 120人ぐらいかな。184号線沿いというのは，浜田道ができて，今，失礼な話ですけれども，人っ子１人いない日も本当に多くて，そこに夜 100人以上集まるという，これは僕はすごくよかったなと思うのですけれども，あとは誕生パーティーをしてくれる近所の方とか，社会見学に来てくれるちびっ子とか，そういう使い方がちょっとずつ，コーヒーを飲むだけじゃなくて，情報と人のステーションみたいな感じで使われつつあります。 あとは，インターネット放送，生放送をしたり，トークショーをしたり，地元の人を紹介したり，これは世界生中継です。 それから，インターネットをやらない人は，アマチュア無線で呼びかける。そういうこともやっています。 あと，遠くから自転車で来る人にもおもてなしができればと思って，今，サイクルスタンドなども製作予定なんですけれども，あらゆる人たちが集まるオアシスみたいになればと思っています。 ３番目。小さな集落だからこそ，外交を。１つの独立国家になった気分で外交を進めようということです。今日来てくださっているのですけれども，去年だけでも５回韓国のビジネスパートナーの家族が来てくれているんです。これは，ちょうど昨日の話なのですけれども，社会的なビジネスを勉強している学生たちも見に来てくれたり，こういうツアーですね。８月も 20 人ぐらい来てくれる予定なのですけれども，完全に民間ベースでやっています。20人のツアーが何本かあって，来年はその倍を予定しています。 これはお正月に，地元の人と韓国の人たちで韓国料理を食べる会をしたり，見ていただくと，あらゆる世代が混ざっています。 これは僕んちなのですけれども，本当にいい雰囲気で国際交流をやっています。 ちょっとばらばらな感じで話すのでわかりにくいかもしれないのですけれども，４番目の夢が，豪雪地帯，冬場は雪で外に出られないですよね。今は除雪がありますけれども，もともとは出られない。だから，家の中で満腹になるために保存食の文化は高いレベルを持っているのではないかと仮説を立てて，いろいろ調べていくと，本当にすばらしい食文化が芸北
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にはあります。それだったら，それを商品化して，国内外に販売することで外貨が稼げるのではないかと。こういった保存食です。 これは，先日ご招待いただいて食べた保存食です。本当においしかったです。基本的には乾物，燻製，発酵です。漬け物などもそうです。それらを，これは東京のバンタンデザイン研究所という，ちょっとおしゃれなデザイン学校ですが，こことコラボをして，産学協同プロジェクトですね。僕らのふるさとの素材を彼らがスタイリッシュにデザインして，マーケティングしてもらう。これを１年かけてやるのですけれども，それで，下北沢商店街とか，そういったところに，今年の 10月，出していこうというふうに動いています。これも完全民間ベースです。ロゴなどもアーチストに書いてもらったり，横にいるのは，知事が今日午前中に行かれた大暮養魚場の片桐さんですが，２人で東京に行って，芸北の素材を皆さんに説明したりしました。途中経過です。どうせなら，自分でつくった作物も使ってみたいということで，畑をやったり，米をつくったり，椎茸もつくって，これは雑菌だらけになってしまって大失敗しましたけれども，原木 200本。今も腰が痛いです。 あと，ジャム。これはかみさんがつくった甘夏のジャムとか，これらはバンタンの東京の人たちがつくってくれたデザインのものです。こういったものをどんどん，10月には下北沢商店街というところに，これはミシェランで星を取ったような，すごい今，乗っている商店街です。ここでＰＲして，販売したいなと思っています。 最後５番，限界集落から宇宙へ。あまり大きいことを言ってもあれなのですけれども，せっかく保存食をつくったのであれば，宇宙国際ステーションとか NASAとか，食べてもらいたいということです。もちろん芸北は標高が高いので，宇宙から近いわけです。星もきれいです。 これらは保存食です。これはナスを干したものです。こういった宇宙食にして，外国は当たり前，宇宙に売ろうと。もし，芸北のものを宇宙に出したら，皆さん喜んでくれるのではないかと思います。僕はうれしいですね。僕らの星の外でも食べてもらえる。今は JAXAとかNASAとかの情報を集めて，商品開発をしております。 わずかの期間で，一般の人たちも宇宙旅行に行けるようになると思うんです。そうすると，宇宙船の機内食に採用されるようなブランドに成長させたい。今からやりたいと思っています。 この方は，今日いらっしゃっていますが，東京大学の地球惑星科学を専攻されている博士です。この方が東京大学のころに，１ヶ月間だけうちの会社にインターンで来てくださって，宇宙のことをちびっ子に教えたりしてくれました。途中経過です。先週，月と土星が急接近したというイベントをして，120 人の方が来てくれました。こんな感じで盛況です。普段はがらがらなんですけれども。 それから，宇宙バーというのを調子に乗って製作中です。これは来月オープンしたいと思っています。宇宙食の試食会です。これがまたほとんど，まずいです。逆に言えば，おいしいものを開発すれば，いけるのではないかと思っています。芸北から，もしくは大朝から，千



 － 15 － 

代田から，ド田舎から，宇宙へ。広島からどんどん商品が売れるように，早いもの勝ちですから，やっていきたいと思っております。 さっきの東大の博士が，ついに北広島町民に先月なってくださって，住民票を出しました。一緒に宇宙食を開発していこうと。彼はアメリカの大学の研究所に呼ばれていたんですけれども，それを蹴って，広島に来てくれました。今日も来てくださっています。（拍手）結構イケメンです。ついでに，嫁さんも探しています。 これはまとめです。５つの冒険。豪雪地帯に南国の風を。２番，カフェ文化を広めることで地域活性化。３番，小さな集落だからこそ外交。４番，豪雪地帯を逆手にとれ。保存食，すばらしいものがありますからね。これで米ドルとかを稼ごう。５番目，宇宙へ。是非実現したいと思っております。 全部俺がやったみたいな感じで伝わってほしくないです。本当に地域の方々に支えられてできていることなので，もともと１年半そこらで通常のコミュニティーに入れてもらえるなんてことは期待していなかったですし，なかなか難しいことだと思うのですけれども，特に僕の川小田という集落の方々が支えてくださって，いろいろなことを好き勝手にやらせてもらっているという，本当に恩を忘れないように，これからもどんどん冒険をしていきたいと思っています。 こんな感じで皆さんに支えてもらっております。最高の人たちです。支えてくださる近所の皆さんの恩を忘れないで，今後も夢に向かって頑張ります。ちょうど 10分になると思います。どうもありがとうございました。（拍手）  （知 事）  植田さん，ありがとうございました。約 40分ということで，皆さん，楽しくお話を聞いていただけたのではないかと思いますけれども，５つの冒険，これは順番に意味がありましたか。  （植 田）  やっている順番ですね。  （知 事）  そうですか。僕は，見ていて１番の南国の風というのは実際に実現して，ウクレレまで演奏するようになったり，フラダンスも踊るようになった。１番からだんだんと実現度合いが堅くなっているというか，やった順番だとすると，そのうち本当に４番，５番も，宇宙食から，さらに宇宙へというのも実現しそうな感じですね。 あと，よく国際化という話があって，広島でもそうなのですけれども，国際的につながるのは東京経由じゃないとだめなんじゃないかと感じている人が多いのではないかと思います
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けれども，広島どころか，芸北からでも直接世界とつながることができる。そうですよね。  （植 田） はい，そうです。  （知 事）  今の５つの冒険とか，その前に東京でされていたビジネスとかも含めて，それってできるのと普通は思うような感じのことですが，やったらできるということですかね。  （植 田） そうですね。はい。  （知 事）  もちろんすぐになんでもうまくいくわけではなくて，椎茸はね。  （植 田） 椎茸どころか，隠された失敗はいっぱいあります。  （知 事）  そうだと思います。でも，失敗しても，致命傷でなければ，また挑戦すればいい。それを地でいかれて，お米をつくってみたり，お芋をつくったり，まだ１年半で，椎茸から，芋から，お米からつくって，ハワイアンまで導入して，宇宙食までつくる。やっぱりこれも，やってみるということがすごく大事なことを示していただいているのではないかと思います。 ご縁を大切にして，人を巻き込んでいく。逆にいうと，僕は両方あると思うのですけれども，巻き込み力，巻き込まれ力。巻き込まれ力もないと，なかなか巻き込もうと思っても難しいですよね。  （植 田） 本当にそのとおりです。  （知 事）  だから，そういう意味じゃ，北広島町には巻き込まれ力もあったということですね。  （植 田） すばらしい人たちです。 
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（知 事）  これが組み合わさった。誰でも巻き込み力を発揮することもあるし，巻き込まれ力を発揮することもある。誰でも両方の力があるのではないかと思います。本当にそれを実践していくと，この１年半でものすごいインパクトを植田さんはこの地域につくってこられたのではないかと思います。これからまだまだ楽しみですけれども，ちなみに，その服装のご説明がなかったのですけれども。  （植 田） これも実はうちの商品です。これは，スピルバーグのルーカスと，スピルバーグのインディージョーンズという映画のレプリカです。  （知 事）  そうですね。よく見ると，いつもこの格好で写真に写られているので，歩く広告塔ですね。  （植 田）  そうです。  （知 事）  本当にすばらしい実行力を教えていただきました植田さんにもう一度大きな拍手をお願いします。  （植 田） 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。なんだか楽しいですよね。わくわくしてくる感じです。   事例発表③  （知 事）  それでは，次の発表に移りたいと思います。次は，広島新庄中学校３年生の瀧川学大くん，森末海斗くん，郷田佳祐くん，そして平野希くんの４名にお願いします。 改めて４名のご紹介ですが，この４人が通われている広島新庄中学では，田原地区内にあるテングシデ群落の研究に取り組んでいらっしゃるということです。今日は，この研究の取
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組や地域の宝である大朝のテングシデの保護・継承に向けた強い思いを発表していただきます。 発表のテーマは，「地域の宝『大朝のテングシデ』から学び，伝えたい！～「テングシデの研究」～」です。それでは，瀧川くん，森末くん，郷田くん，そして平野くん，よろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（瀧川）） これから「地域の宝『大朝のテングシデ』から学び，伝えたい！～「テングシデの研究」～」の発表を始めます。 私は，広島新庄中学校３年生の瀧川です。  （事例発表者（郷田）） 郷田です。  （事例発表者（森末）） 森末です。  （瀧 川） それと，後ろのほうに平野くんが来ています。 新庄中学・高等学校は，今から 104年前に吉川元春公の正三位の贈位を記念して，地元の有志の方のご尽力で村の宝として生まれた学校です。現在も麦の栽培やジャンボ椎茸の植菌体験など，地元の方との交流も多く，教室では学べないたくさんのことを教えていただいています。 このテングシデの研究もその一つです。この研究は，文部科学省の研究指定を受け，ＳＰＰ（サイエンス・パートナーシップ・プログラム）のご支援を受けています。 テングシデはイヌシデの突然変異体で，幹や枝がぐねぐね曲がっていることが特徴です。イヌシデと比較すると，違いがよくわかります。一般に，突然変異体は一代限りと言われていますが，この大朝のテングシデは何代も続いており，しかも，群落をなしています。世界でここ北広島町の大朝地区にしか存在しないということなど，学術的にも大変貴重と言われ，昭和 12年に県の天然記念物に，平成 12年には国の天然記念物に登録されています。 ここからは新庄中学校の取組を紹介したいと思います。私たちは，中学１年生のときに広島大学の中越信和先生の講義を受けました。中越先生は，このテングシデが国の天然記念物に登録される際に学術的な分野で大変ご尽力いただいた先生です。講義の後は，テングシデ群落に行き，文化庁の許可を得て，群落の中に入らせていただきました。テングシデの赤ちゃんから１年目，５年目のテングシデなどを間近で観察したときは感動しました。 
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中越先生の授業の後，私たちは疑問点を調べたり，地元の方でテングシデを守ってこられた方にインタビューをさせていただいたりしました。そして，テングシデがこれまで地元の方に守られてきたことを知り，自分たちも何かできないかと相談しました。  （郷 田） その行動の一つが，群落入り口に立てたテングシデ保護を訴える看板です。看板のイラストは同級生の佐藤くんが書いてくれました。また，テングシデのリーフレットをつくり，文化祭で配ったりしました。 今の中学２年生は，昨年アイロンビーズでマスコットをつくったり，テングシデの伝承を絵本にして保護を訴えました。 中学２年生から，私たちはテングシデ研究会として課題研究を始めました。このテングシデの樹形モデル化の研究では，広島県科学賞入選をいただきまた。これはテングシデのユニークな樹形は何から来ているのか。そして，これをモデル化できないかという研究テーマでした。試行錯誤で，洗濯ばさみを利用することで前進することができました。 このほか，テングシデの古い研究，写真の研究も継続中です。昨年夏から募集を始めて，北広島町内の方から写真の提供を受けることができました。大変感謝しています。しかし，もう少しあると研究が進むので，この場をかりてご協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。（礼）  （森 末）  本校のテングシデの研究も，今年で３年目になりました。今年の中学１年生も，今月５日から中越先生の授業を受けて，テングシデの研究がスタートしました。中学３年生になった私たちは，中学２年生の仲間と課題研究を進めていきたいと思っています。テングシデは生態系の中では弱い立場の植物です。しかし，テングシデを傷つけると，天狗に投げ飛ばされるなどの伝承のもと，地元の人々が守ってこられたからこそ今の群落があるのです。これからも，この地元の宝であるテングシデについて学び，守っていきたいと思います。そして，人に優しく，地球を守ることができる人間になりたいと思います。  （瀧 川） これで私たちの発表を終わります。  （知 事）  瀧川くん，森末くん，郷田くん，そして後ろに控えていただいていますけれども平野くん，本当にありがとうございました。中学に入るまでテングシデのことは，知っていましたか。  
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（瀧 川）   知っていました。  （知 事）  やっぱり地元の宝として。  （瀧 川） はい。  （知 事）  その保護に携わるということ，研究に携わるというふうに思ったときに，それは自分でも皆さんやってみたいなという感じなのですか。それとも，何となくやっているからという感じですか。  （瀧 川） やってみたいと思いました。  （知 事）  やって，実際に楽しかったですか。  （瀧 川） 苦しかったこともありましたけれども，楽しかったです。  （知 事）        このテングシデというのを僕もあまりよく知らなかったのですけれども，生物科学的にも非常に珍しいということで，オオサンショウウオと同じだと思いますけれども,誰かが守っていかなければいけない，あるいは研究していかなければいけないということで，地元の子どもたちの手でその一端を担われるというのはすばらしいことだと思います。皆さん継承ということもおっしゃっていましたけれども，是非次の後輩たちにつなげていってもらって，ひょっとすると最初は先輩から聞いたからというふうになるかもしれないけれども，きっとみんなみたいに，そのおもしろさ見つけてくれるのではないかと思います。 この地元の宝を守ってくれている新庄中学の皆さんに，感謝の意を込めて，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した。（拍手）   
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事例発表④  （知 事）  それでは，最後の発表に移りたいと思います。最後の発表は，芸北中学校３年生の小田果歩さん，奥田源大くん，山元美璃さん，佐々木萌衣さん，そして２年生の尼子智也くんの５名にお願いしたいと思います。 この５名のご紹介ですが，皆さん，生徒会の役員を務めておられるということです。生徒会では，温故知新をスローガンとして，先輩から受け継ぐ炭焼き体験やリンゴ栽培，太田川クリーン作戦等の活動を発展させて，新しい活動を創造することに挑戦されています。 今日の発表のテーマは，「温故知新～ボクらの挑戦～」です。それでは，よろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（小田））  私たち芸北中学校生徒会は，「温故知新」を今年のスローガンにしています。これは，これまでの先輩方が築いた芸北中学校の伝統を基に，今年の新たな取組を進めるというものです。 芸北地域は広島県の北西部に位置し，標高 1000 メートル以上の山々が連なる高原地帯です。主な産業は，農業や酪農，林業，そしてスキー場などのレジャー産業です。現在，芸北地域の人口は減少を続け，それに伴い児童・生徒数も年々減少しています。 平成５年に芸北中学校の生徒数は 126人だったのが，今年は約半分の 67人となりました。今後も子どもの出生数から見ると，地域の人口は減少する傾向が見られます。その現状を踏まえ，芸北地域では 11年前から保育所，小学校，中学校，高校での連携した教育が進められています。これは，保・小・中・高の 13年間にわたって一貫した教育をすることで，将来的に地域を支える地域の宝として児童・生徒を教育するものです。 その中で，小・中・高の具体的な例として三つの柱があります。  （事例発表者（尼子）） 一つ目は，小学校と中学校との連携です。写真をごらんください。これは，小学生と手をつないで登山をしているところです。 これは掛頭山山頂での集合写真です。 炭焼き体験です。 薪を割っているところです。 焼いた炭を取り出しているところです。 写真にはありませんが，これからの取組として，ボランティア活動を計画中です。 二つ目は，中学校と高校との連携です。次の写真をごらんください。 これは中学生と高校生がフォークダンスを楽しんでいるところです。 



 － 22 － 

これは，リンゴの袋かけをしているところです。 三つ目は，小・中・高校との連携です。次の写真をごらんください。 太田川クリーン作戦です。川沿いのごみを拾ったりしています。  （小 田）  以上，これらの行事に年間を通して取り組んでいます。 これは，体験活動を通し，児童・生徒が芸北地域をさらに詳しく知り，地域にとって今，必要なことは何かを考えるきっかけを見つける取組です。 また，高校生が中学生に，中学生が小学生に，リーダーとして手本を見せ，ともに活動することで，違う年齢，児童・生徒と人とのつながりをつくるとともに，成長した姿を手本として見せることができます。私は小・中・高校合同でいろいろな体験をしてきて，小学生や後輩など，人を引っ張っていくことやまとめることの難しさを実感しました。そんなとき，高校生の先輩方はとても礼儀正しく，私たちの手本となってくださいます。私はその高校生の姿を見て，高校生のようになりたいと強く思うことができます。 このように，私たちは地域を愛し，人と人とのつながりが深い地域を目指して取組を進めています。 また，最初に述べました新しいことへの挑戦ですが，今年から４年間，芸北中学校は芸北小学校とともに文部科学省の指定を受け，「挑戦科」という芸北の自然や社会をフィールドとし，ダイナミックな体験活動を核とした授業に挑んでいます。これは，これからの日本の新たな教育をつくりだすために行うものです。また，私たち生徒会執行部は，この「挑戦科」にあわせて新たな取組を進めています。それは，「発見！地元の特産物」という取組です。内容は，身近にありふれた，一見価値のなさそうなものを特産物にできないかということに挑戦しようと考えています。 一例ですが，こちらをごらんください。  これは，昨年度炭焼き体験の授業の中で作成した炭です。 こらちは栗とイガ，そして，こちらが竹を炭にしたものをアレンジしたものです。材料の栗や竹は身近な山の至るところで手に入るものです。私たちにとってはありふれたものですが，一工夫することで，価値を見いだすことができるのではないかと考えています。  （事例発表者（山元））  私たちがつくった炭です。バーベキューなどに使ってください。  （知 事）  ありがとうございます。（拍手）  
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（小 田）   湯﨑知事，いかがでしょうか。  （知 事）  これは立派な炭ですよ。僕は結構炭エキスパートなので，保証します。  （小 田）   また，この価値を高めるためにはどうしたらよいかをさぐるために，例えばインターネットを活用してこれらのものを販売することも考えています。こうした経験が，私たちが大人になっても生かされるお宝となると信じています。以上，芸北中学校の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  ありがとうございました。今，さくさくっといろいろな発表をしていただきましたが，みんな芸北の地元の出身ですか。  （小 田） はい。  （知 事）  では，小学校からみんな一緒。  （小 田）  そうですね。  （知 事）  ずっと一緒にあがってきたのですね。 いいことも悪いこともあると思うけれども，一緒に上がってきて，いいことってどんなことですか。  （小 田） 中学生になっても知っている子たちばかりなので，すぐ友達になることができて，また，クラス内での絆もすごく深まっていいと思います。  
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（知 事）  なるほど。高校になると，一応試験を受けないといけないから，ばらばらになったりするかもしれないけれども，みんなどうですか。芸北に残るか，それとも，外に行く人もいるのかな。  （小 田） 私たち３年生のクラスの中では，今のところ，地元の芸北分校という高校があるのですけれども，そこに行く人が多いのは多いですけれども，２～３人は外に出るかなと思っています。  （知 事）  でも，ほとんどの人が行くというのはすごいことですね。 そうすると，長い人は保育園から高校までずっと一緒で，これは本当に絆が深まるのではないかと思います。 もちろん地元の北広島の皆さんはご存じだと思いますけれども，芸北の学校のシステムというのは小・中・高連携ということで一つのモデルになっていまして，今，文科省の指定の話もありましたけれども，地域の学校は人数が減って困っているというのがあるし，小さいから不利だという言われ方をするのですけれども，もちろんクラブ活動で球技のいろいろなのをするのが難しいとか，そんなこともあるのですけれども，やっぱり工夫によってすごくいい学校ができる，いい教育ができるということのモデルになっています。生徒の人たちはモデルと言われてもと思うのですけれども，でも，仲良く一緒に育ってくれるという実践をしてくれているということだと思います。いろいろな挑戦をして，この炭も，ちなみに，僕はバーベキューが趣味でありまして，炭については世界の炭も使ってみたりしていろいろ試しているのですけれども，本当にこれは立派な炭だなと思います。新しい特産ができる。本当に身近なものが，これまで価値のなかったものが価値を生んでいくというのはすばらしいことだと思うので，頑張っていただきたいと思います。 それでは，もう一度，しっかりと発表していただいた小田さん，奥田くん，山元さん，佐々木さん，そして尼子くんの５名の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） 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。  
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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） 今日も４組の皆さん，発表を本当にありがとうございました。皆さんのお話を聞いていて，いろいろな地域でいろいろなことがあるのですけれども，こうだったらいいのにな，ああしてほしいなということがよくありますよね。それを，こうしてほしいじゃなくて，こうなったらいいな。だったら自分でやろう。一歩前へ出て何かをやることによって，活動が大きく広がっていく。福長さんにしても，植田さんにしても，この北広島から世界につながって，世界に発信をしている。田舎にいたら難しいのではないかと思う必要もないと思います。いろいろなハンディーが実際としてはあるかもしれませんけれども，でも，一歩前に出て何かをやってみることによって，それを助けてくれる人たちの輪が広がって，そして，それが大きくさらに広がっていく。池の中に石をぽとんと落とすと，そこから波がさささっと大きく広がっていくということが地域の活動の中にもあるのではないかと思います。 その中にはもちろんいろいろなご苦労もあると思いますし，失敗もあるかもしれませんけれども，それを恐れず，思うだけではなくて，やってみることが大事なことではないかと，今日皆さんの発表をお伺いしてまた改めて感じたことであります。 また，中学生の皆さんも，本当に頼もしいですね。しっかりと発表もして，内容もそれぞれしっかりしていて，これからの北広島町の地域を支えてくれる人材として期待できるのではないかと思いました。 是非，今日発表を聞いていただいた皆さんも，一つには何かをやっている人たちがいたときに，そこに参画をしていくというだけでも大きな違いが生まれていくと思いますし，また，それぞれの皆さんの地域であるとか，職場であるとか，学校の中で，自分ができることをやってみる。それがまた新しい輪をつくっていくのではないかと思いますので，是非その何か，今日と違ったことをまた明日挑戦してみていただければと思います。 私は，その積み重ねが大きな力を生んでいく。それが新しい北広島町，あるいは新しい広島県をつくっていく原動力じゃないかと思っております。是非よろしくお願いしたいと思います。 それでは，今日発表いただきました４組の皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。本当に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」を閉会といたします。ご来場
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いただきました皆様，本当に本日はありがとうございました。 なお，ご来場時にお渡しいた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。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。どうかお気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。（拍手） 
    


