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開  会 

 

○司会（豊田）  

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。本日は，チャレンジに向けて元気が出る会にし

たいと思いますので，どうぞよろしくお願いします。（拍手） 

それから，今日は広島県ろうあ連盟からお二人の方に来ていただきまして，手話通訳を

お願いしております。 

 

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） 

皆さん，こんにちは。（「こんにちは」の声あり）今日は日曜日でお休みの方が大変たく

さんいらっしゃるんじゃないかと思いますけども，本当にたくさんの方にお集まりいただ

きましてありがとうございます。何か久しぶりにすごい数だなという感じで（笑い），本当

にありがとうございます。 

また，今回このチャレンジ・トークの開催に当たりましては，吉田町長を初めとして，

坂町の役場の皆さんに大変お世話になりました。この場をお借りして御礼を申し上げたい

と思います。ありがとうございました。 

そして，この県政知事懇談会，私が知事になってからすぐに始めてずっと続けているん

ですけども，今，４巡目に入っています。 

坂は，一度この広島市とか安芸郡と一緒にやったときがあって，そのときは広島市でやっ

たんで，それ以外，今回３回目になります。毎回この坂の中でいろんなチャレンジをされ

ている方とか，お話をお伺いして，本当にすばらしいというふうにいつも刺激をいただい

ています。 

きょうも，きっと発表者の方，４組来ていただいているんですけども，「ああ，こんなこ

とをやったんだ」というような，元気が出る発表をいただけるんじゃないかというふうに

思って楽しみにしています。 

これまで，県内全体で 64 回開催をして，発表者は 527 人，ご来場いただいた方が約 7,810

人ということで，大変，ちりも積もれば山となるじゃないですけども，継続は力なりかな

というふうに思っておりますが，本当におかげさまで県政の役にも立っております。 
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実は，今日この会場に来る前に，３カ所，坂町内を訪問させていただきました。最初は，

坂東のコミュニティホール坂で，町内で結成されたダンスサークル，リズムウオーカーの

皆さんですね。ここを訪問させていただきまして，子どもたちが本当に楽しそうに，ヒッ

プポップっぽい感じなんですけどね，何かすごい現代風だなと思いましたけども，楽しそ

うに踊って，私もちょっと（笑い），だから今こうやってムーンウオークで入ってこなきゃ

いけなかったんですけど（笑い），そういうことをやらせていただきました。 

その後は，サンスターホールですね。この新しい，すばらしいホールができましたね。

防災の拠点にもなるということで，今日は安芸地区のバレーボール大会をやってらっしゃ

るということで，子どもたちと一緒にこうやって記念写真をとらせていただきましたけど

も，僕はもうどこにいるかわかんないような感じですけど，活用されて，後ろのどんちょ

うもすばらしいどんちょうでうらやましいなと思いました。 

そして，最後，水尻のベイサイド遊歩道で，坂町の本当に豊かな自然の中，まちのすぐ

裏にすばらしい遊歩道があって，そこをウオーキングをさせていただきました。悠々健康

ウオーキングのまちづくりの取り組みについてお伺いをしたところであります。 

今日の懇談は，改めて４組の皆様に事例発表をいただきます。今日も，本当に僕も楽し

みにしておりますし，元気をいっぱいもらって，皆さんも今日お帰りいただければという

ふうに思っております。１時間強，１時間 10 分，20 分ぐらいの会になると思いますけど

も，どうぞ最後までおつき合いいただくように，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○司 会 

湯﨑知事，ありがとうございました。それでは，知事，檀上のお席のほうへお移りくだ

さい。 

 

事例発表者紹介 

 

○司 会 

それでは，本日の事例発表の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは，檀上へお

上がりください。（拍手） 

皆様向かって左から，坂町横浜地区に 260 年余り前から伝わる伝統文化，曳船の継承に

取り組まれている，横浜戸主会の会長，東一壯さんです。（拍手） 

続きまして，ウオーキングと男女の出会い支援を組み合わせた歩コンの開催を通じて地

域を盛り上げておられる，坂町ようよう倶楽部の岡村繁範さんです。（拍手） 

続きまして，学校の総合的な学習の時間で，生徒が主体となった防災学習の企画に取り

組まれている，町立坂中学校３年生生徒会長の伊藤夢唯さんです。（拍手） 
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続きまして，全国中学校駅伝大会への出場を目指し日々練習に取り組んでおられる，町

立坂中学校３年生陸上競技部部長の梶山林太郎さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。事例発表の皆様は，一度お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，知事，よろしくお願いいたします。 

 

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，事例発表していただく４組の皆さんですけども，地域であるとか職場，学校で，

それぞれいろんな活動を積極的にされて，いろんな挑戦をされている皆さんです。 

初めに発表いただくのは，横浜戸主会会長の東一壯さんでございます。 

改めて東さんをご紹介をいたしますと，東さんは，坂町横浜地区に 260 年余り前から伝

わる伝統文化，曳船の継承に取り組んでおられる横浜戸主会の会長を務めていらっしゃい

ます。今年の５月３日にフラワーフェスティバルがありましたけれども，そのパレードに

５回目の出場をされまして，パフォーマンス賞，これは一番いい賞ですね。一番いい賞，

優勝みたいなもんですけども，それを受賞されるなど，地域に伝わります貴重な財産であ

る曳船を通じて地域を盛り上げていただいているということであります。 

今日の発表のテーマは，「横浜地区に伝わる伝統文化の継承」です。 

それでは，東さん，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（東） 

ただいまご紹介をいただきました横浜戸主会の会長の東と申します。 

今日は，横浜地区に伝わる伝統文化の継承についてお話をさせていただきたいと思いま

す。 

まずは，本題に入る前に，横浜戸主会の様子といいますか，実態を少しお話を申し上げ

たいと思います。 

昭和７年 12 月 27 日に，当時の内務省・文部省から，財団法人横浜戸主会の認可を受け，

今日に至っております。 

私どもの団体は資産管理団体でありまして，資産を運用することで利益を挙げておりま

す。地域の住民の福祉の向上を目指して，各種団体に助成金を出しております。例えば，

横浜４地区住民福祉協議会，横浜小学校ＰＴＡ，横浜女性会，坂町消防団横浜分団，横浜

地区各老人クラブに助成をいたしております。 
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他方，曳船の管理運営を行っておりまして，曳船について知らない人もおられると思い

ますので，先月行われた 2015 年ひろしまフラワーフェスティバルの花の総合パレードに出

場した際，我が曳船が 87 団体中，第１位に輝き，パフォーマンス賞を受賞したときの様子

をＤＶＤでご覧いただきたいと思います。 

（ＤＶＤ観賞） 

○事例発表者（東） 

それでは，小船についてお話をいたします。 

小船は，昭和 62 年 10 月に建造されました。横浜小学校の運動会に演技種目として採用

されております。今日に至っておるわけでございます。担ぎ手は，５年生と６年生です。

運動会の１週間前，大船の指導者が学校に出向き，演技指導を行っております。 

また，10 月の第２日曜日に，大船とともに八幡神社へ寄進いたしております。メーンは

児童ですが，小学校の先生方，保護者の皆さんと横浜戸主会がサポートしてコミュニケー

ションを図っています。 

次に，大船に入ります。 

大船は，坂町史によりますと，寛永２年（1749 年）に曳船の記述があります。当時は，

漁船にご神体を乗せたものです。現在のような曳船になったのは，文政元年（1818 年），

大工，倉橋八兵衛によって建造されました。266 年の伝統が今日まで引き継がれています。

大船は，次の世代に残そうとする地域住民の熱い声援によるものです。 

最近の傾向といたしまして，町外に出られた方が，祭りの日に担ぎに帰ってこられてお

ります。また，担ぎ手は，若い人が増えております。今年のフラワーフェスティバルには，

77 名の担ぎ手が参加されました。 

最後に，９月 22 日，23 日に東京有楽町駅前，東京国際フォーラムにおいて，全国町村

会主催の，町イチ！村イチ！に広島県の代表で出演をいたします。そのとき，曳船の音頭

を歌う予定になっております。 

本日，皆さんに曳船音頭のうち，出船の音頭の前唄を聞いていただきたいと思います。 

それじゃ，先生方，どうぞ。（拍手） 

それでは，歌い手をご紹介申し上げます。折手龍興さん（拍手）大段文明さん（拍手），

上田博喜さん（拍手），北佐和人さん（拍手）。 

それでは，お聞きください。 

（曳船音頭 出船の音頭の前唄） 

前唄 

目出度いな若枝も繁茂 

「きしやぎ山」～出船の音頭～ 

「年の」初めの初夢に 

きしやぎ山の楠を 
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舟に造りて今おろす 

白金柱をゆりたてて 

黄金のせみをくくませて 

「御縄」手縄は琴の糸 

綾や錦を帆に巻いて 

思う嵐を帆に入れて 

宝が島に乗り込んで 

よろず宝を積み受けて 

こなたの蔵に納め置く 

後唄 

富貴御用となりにける 

目出度いな我が世やうれし 

 

○事例発表者（東） 

以上で終わらせていただきます。 

ご清聴いただきまして，大変ありがとうございました。（拍手） 

 

●知 事 

東さん，ちょっと待ってください（笑い）。どうもありがとうございました。 

この曳船の，今のは出船でしたっけ？ 出船の唄ですね。じっくり聞かれた方もひょっ

としたら初めての方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど，どうですか。皆

さん，こんなじっくり聞かれたことあります？ 

ないですよね。何かすばらしい。260 年歌い継がれてきたって，すごいと思いませんか。

ちょっと驚いたのが，260 年て，普通は大体 260 年とかそういうふうになっていることが

多いんですけど，1749 年とか 1818 年から大工の倉橋八兵衛さんとか，はっきり残ってい

るのはこれはどうしてなんでしょうね。 

 

○事例発表者（東） 

私もよくわかりませんが，坂町史に今の話が載っているんですよ。それから引用してき

たんです。 

 

●知 事 

なるほどね。横浜地区では，だから昔からこれをずっといろいろ残していく伝統があっ

たということなんでしょうかね。 
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○事例発表者（東） 

大体，私の予想ですが，その横浜自体が漁師町で，そんなに豊かな町ではなかったんで

はなかろうかと思うんです。というのが，例えば大阪の堺市へ出稼ぎに行ったり，今の韓

国の東栄というところがあるんですが，そこへ今のイワシをとりにいって加工して，イリ

コにして日本へ持って帰ってきたというようなことで，そう今のように豊かな町ではな

かったんではないかという気がいたしております。 

 

●知 事 

うん，いろんな歴史があるということですね。大船と小船とあって，今，私もビデオで

初めて拝見させていただいたんですけど，結構何かすごい動きで，勇壮な動きですね，こ

れは。何か大船に乗ったつもりでって言ったら（笑い），酔っぱらって大変になりそうな感

じがしましたけれども。 

そして今，お祭りの日に帰ってくる若い人たちがたくさんいる。これは，いかがですか。

どうしてそんなにあれなんですか。今，大体，お祭りの伝承者とか少なくなっちゃって困っ

ているというのが大体のパターンなんですけどね。 

 

○事例発表者（東） 

例えば，Ａさんが担がれますね。そうすると，ＡさんがＢさんに，こうこういついつの

祭りに大船を担ぐんですが一緒に出たらどうかというようなことで，連鎖的にいい方向へ

行っとると思いますね。 

 

●知 事 

友達が友達を呼んでくるような形なんですね。人のつながりが大事だということ。あと，

小船もつくって，小学生にやってもらうというのは，これはいいアイデアですね。 

 

○事例発表者（東） 

私は，ちょうどそのときに横浜小学校のＰＴＡの会長をやらせていただいたときに，学

校長さんが，ぜひその小船をつくって伝統文化を次の世代へ残したらどうかというような

提案がありまして，たまたま当時，花房議長さんというのがおられたんです。その方が，

片一方で横浜戸主会の理事長であったもんですから，非常にその人が一生懸命頑張ってく

れて今のようなもんができて，学校のほうも，さっき申し上げたように，運動会のときに

演技種目として取り入れておりますので，非常に次の世代に伝わるのにいいんじゃないか

と思います。 

 

●知 事 



 － 7 － 

そうですね。これ，すごくグッドアイデアで，小学校のときに運動会，ですから，ある

意味で言うと，否応なしにみんなやるわけでして，必ずそれが伝わっていくと。これは，

本当にお祭りの伝承に困っているようなところだと，「運動会に取り入れましょう」とかい

うと、自然に小っちゃいころからやるということで，すばらしいなと。 

ちょっと，あと１つだけ，戸主会についてお伺いしたいんですけど，皆さん，戸主会っ

てご存じでした？ 戸主会って聞いたことがあるという方，いらっしゃいますか。 

ああ，やっぱり多いですね。坂町はあれですか，横浜以外にも戸主会っていうのがある

んですか。 

 

○事例発表者（東） 

そんなに聞かんですね。 

 

●知 事 

横浜だけ？ 

 

○事例発表者（東） 

ええ。 

 

●知 事 

ああ，ない？ ああ，横浜だけ。皆さん，横浜の人じゃないですよね（笑い）。横浜だけ

集まっているわけじゃないですよね。ああ，有名なんですね。私は，すいません，初めて

知ったんですけどね。これも地域を守る担い手として，連綿と受け継がれていると。 

 

○事例発表者（東） 

先ほど冒頭で申し上げたように，資産管理をして，その資産を運営して収益を挙げとる

じゃないですか。私どもは全部ボランティアで，その収益を地域の住民の皆さん方に還元

をするというのが，非常に地域住民にとってもありがたいんじゃないかと思うし，片一方

で，例えば今回フラワーへ出るのに 300 万円ぐらいかかったんですよ。そのうち，100 万

円は吉田町長さんのご尽力で助成金をいただいたんですが，あと 200 万円は地域の住民の

方々から集めたわけです。一番感心したのは，1,153 世帯あるんですが，横浜地区の地区

会員が，そのうち，953 世帯の方が，今の寄附に賛同していただいてご寄附をいただいた

と。実に 84％ぐらいの方が賛同していただいておりますね。 

そういうことで，地域の人も，とにかくこういう曳船を後世に続けたいという熱い思い

が今日あるんではないかと思います。 
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●知 事 

なるほど。本当に皆さんのそういう熱い思いをまた集めて，そしてこの 260 年続けて，

またさらに続けていく，まさに仕掛けができているなというふうに感じました。 

今日は，4 人の皆様にも，音頭を聞かせていただいて本当にありがとうございました。

改めて，東さんと，戸主会の皆さんに拍手をお願いします。本当にありがとうございまし

た。（拍手） 

 

○事例発表者（東） 

それじゃ，どうも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，坂町ようよう倶楽部の岡村繁範さんにお願いをしたいと思います。 

改めてご紹介をさせていただきますと，岡村さんは，海，山といった坂町の豊かな自然

環境を生かして，ウオーキングと男女の出会い支援を組み合わせた歩コンを企画，開催さ

れていらっしゃいます。町での出会いをきっかけに，将来的には結婚して，町に住み，働

いて子ども育ててもらうということで，少子化に歯どめをかけたいと目指していらっしゃ

います。 

今日の発表のテーマは，「町の自然を通じて出会う！歩く婚活『坂町歩コン』」です。 

では，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（岡村）  

よろしくお願いします。こんにちは，ようよう倶楽部代表の岡村です。 

まずもって，本日こうした発表の場をいただきましたこと，関係者の皆様に厚く御礼申

し上げます。ありがとうございます。 

まずは，簡単な私の自己紹介なんですけど，私は坂町で育ち，18 歳のころより家業であ

る印刷広告会社を町内を中心に仕事をさせていただいております。また，商工会でのイベ

ント事業の担当や，町のスポーツ，サッカークラブの指導等で，坂町の各場面でのかかわ

りを持たせていただいております。そうした中で，本日発表させていただきます，ようよ

う倶楽部とはですが，ようよう倶楽部とは，パワポであんまり資料，テキストを打ってな

いんですけど，ようよう倶楽部とは，広島文化学園大学を初めとし，町内の行政及びほか

地元企業の方々，商工会職員の方，漁協の職員さん，また料理研究家の先生など，たくさ

んの人への声かけの中で，町の活性化を図るために集まった任意の団体として，2013 年６

月に発足いたしました。 
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ちなみに，ご存じの方はおられるかと思うんですけど，「ようよう」という意味は，坂町

の古い方言で，「ありがとう」という意味があるそうです。 

当初は，主に町についての意見交換や取り組んでみたい事業などの議論を重ねまして，

その結果，ウオーキングの町であること，遊歩道の整備，ベイサイドビーチなど，坂町の

さまざまな特色を生かした事業として，町の自然を通じて出会う歩く婚活という，ほかで

はあまりない婚活として，坂町歩コンの開催を決定いたしました。 

それでは，これより経過ごとに全３回の歩コンの活動報告をご紹介します。 

まず，第１回，「歩いて！しゃべってＢＢＱ」編です。 

これは，昨年５月に開催し，当日は，男性 19 名，女性 15 名の参加をいただきました。

町の景色などのマップを配付し，山歩きがスタートしました。 

ここでいきなりそのイベントとしては失敗もあったんですが，実は，パルティで集合し

てスタートしてから，この山登りの坂がもういきなりきつ過ぎて，誰もしゃべらない，交

流ができないという，いきなり失敗で始まったイベントで，登った私ら自身すらも説明も

できないぐらいしんどくて。 

とはいえ，この写真は，本日，湯﨑県知事も行かれたと思います，この水尻展望台での

記念撮影なんですけど，ここからは，ベイサイドにおりていくには比較的楽なコースなん

で，ここからようやく交流が進んでいきました。 

続いて，ベイサイドビーチでのバーベキューなんですが，これは広島県に登録している

みなとオアシスベイサイドビーチ坂運営委員会という，そちらとの共催にて，広島県港湾

管理局への交渉のもと，このベイサイドビーチでは初のバーベキューイベントとして利用

させていただきました。普段，こちらはバーベキュー禁止の場所なんで，一応，私らが初

めてやらせていただいた団体です。この旗を立てたりテントを立てることで，利用許可を

いただいたという経過があります。 

続いて，男女ペアによるごみ拾いゲーム。これは，ペアになって，いい恋をしてねとい

う，そのいい恋にかけて，ペアごとに 1,151 グラムのごみを目指して競っていただきまし

た。 

また，この一番下のビーチフラッグ，男を見せろということで，男子らしいところをしっ

かり女性にアピールしてほしいということで，ビーチフラッグ大会を楽しんでいただきま

した。 

これはまたちょっとイベントとは違うんですけど，昨年７月に，遅ればせながらですが，

ようよう倶楽部サイトを開設し，イベントの告知や申し込み受け付けなどを行えるように

しました。 

また，９月には，県のひろしまこども夢財団を事務局とするひろしま出会いサポートセ

ンターへの登録を行いました。 
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続いて，第２回，今度は，「歩いて！しゃべってバイキング」という，湾岸ナイトウオー

ク編として，昨年９月に開催し，これは夕方だったんですが，当日は男性 13 名，女性９名

の参加をいただきました。 

湾岸の夕景を見ながらのウオーキング後，地元の海岸レストランでのバイキングでの交

流。食事を，席ごとに座ってもらって，時間ごとに席を回していったり，強制的な交流を

持っていただくという形なんですけど。その後，夢の国抽選会やお庭をお借りしての花火

などで，夏の夜をゆっくりと楽しんでいきました。 

早足になるんですが，第３回の歩コン。「歩いて！しゃべって牡蠣食べて！ 坂町お花見

婚活」編。これは本年３月に，つい最近なんですけど開催し，当日は，男性 17 名，女性

15 名の参加をいただきました。 

20 分ほどの平成ケ浜コースから漁業基地へ向い，漁業の協力のもと，焼きガキ，町の特

産品である焼きガキと，料理の先生にお願いしてチヌのカルパッチョなどの試食をしてい

ただき，そしてまた湾岸コースから横浜公園を目指しました。 

知る人ぞ知るというか，瀬戸内海が眺望できるこの桜満開の横浜公園では，体育指導員

の方の協力もいただき，それも私の同級生なんですけど，ペタンク大会をしていただいた

り，お見合い回転ずしというか，回転お見合いで交流を楽しんでいただきました。 

婚活としては今ここまでなんですけど，ここまでの婚活を開催するに当たり，私は主に

２つのことを大事に考えながら企画を練ってきました。私というか，私たちです。 

１つはもうこれやっぱり，常に坂町を歩いてもらうことが，それで坂町を知ってもらう

ことが絶対条件の中で，中には歩くんなら行かんとか（笑い）おっしゃられる方もおるん

ですけど，あくまで歩いてもらえる方に参加してもらう，人数が少なかろうと参加しても

らうということです。 

もう１つは，やはりしっかり参加者目線で考え，資料で出てないのでわかるかと思うん

ですが，安易に短時間での交流でカップリングの成立というかその成果を求めてないんで

すよね。私も何度か出た中で，短時間で告白せえって正直無理で，何かそういうのが嫌だっ

たのもあって，まず交流を楽しんでもらうということを一番に考えていました。交流の中

で，強制と自由性のバランスも考えながら，婚活後に連絡を取り合えるような配慮も行っ

ています。 

各回後の参加いただいた方のアンケートでは，最初からで言うと，「山登りはきつかった

けど，結果楽しかった」，先ほどのごみ拾いですけど，「町の環境整備に協力できて嬉しかっ

た」とか，「イベント内容が盛りだくさんでよかった」，「参加者のことをよく考えてくれた」，

また意外だったのが，「地元スタッフとの交流が嬉しかった」という意見をいただきました。 

実はここ，ええことばっかり挙げとんですけど，実はマイナスなアンケートというか回

答がなかったんですよね。気を遣ってもらったのもあるんかもしれんですけど，何かそれ
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はその結果が，スタッフとしても毎回やりがいのある回答をいただけたことに感謝してい

ます。 

先ほどおっしゃる，大切なこの町で，坂町で出会ってほしいという，ゴールより出会っ

たこのきっかけとして思い出づくりをしてほしいという中で，今後も継続していきたいと

思います。 

そして，今後の活動なんですけど，「住もうよ！坂町」という，実は，このようよう倶楽

部には行政及び司法書士，建築関係，不動産関係など，実はそれぞれの道にすぐれたメン

バーがいます。 

歩コンの企画と並行して，実はもう常々重点的に会議を重ねてきたこの町の空き家対策

への取り組みも本格的に始動していきたいと考えています。町と連携した空き家対策，調

査の中で，家主と相談者の窓口，これはどれだけ坂に住みたい人が実際いるのかとか，そ

ういった声かけをリサーチしながら，何らかのお手伝い，窓口ができたらいいなと考えて

います。その空き家に対するリフォームの窓口，そのメンバーの中に建築関係，大工さん

とかがおられるんで，その他企業家支援，支援というほどじゃないんですけど，私らやっ

ぱり商工会員として，町のこの空き家をうまく起業する場所として，店舗利用してもらい

ながら，それをメンバーに引き込みながら，さらに町の活性化をしていきたいと思ってお

ります。ゆくゆくは，その窓口となる空き家サイトの設立をしながら，窓口を本格的に進

めていきたいと考えております。 

これまで会議する中で，活動を通してお話ししたいことが１つありまして，それは毎月

の会議を重ねる中でのある変化なんですけど，当初は，ようよう倶楽部でなく，町づくり

委員会として皆さんに声をかけさせていただいたんですよ。その中で，何一つ題材も決め

ず集まってもらったこともあり，最初はもうみんなが，「わしら一体何をするんじゃろうか」

とか，雰囲気も探り探りで，もう堅苦しくもあり，役場の方にも声をかけていただいて出

席していただいたんですけど，会議の中で出てくる言葉が，「この件については一旦町に持

ち帰ります」とか，あくまで「役場としては協力できることはする」，などと，いわゆる批

判じゃないですけど，行政らしい言葉しか帰ってこない会議が最初は何度か続きました。 

全体に，私，声かけした中で，もうこれはやばいぞと，この雰囲気でもうみんなの思い

が一つになるのかなという不安の中でも，毎月無理やりみんなに声かけさせていただいて

会議を続けていきました。 

ただ，しかしながら，こうした会議とか打ち上げ等で交流とかイベントを開催する中で，

だんだんと，むしろ行政の人が，私たち以上に熱き思いで積極的に知恵と体力を使ってく

れている変化に気づきました。何か協力から，もうむしろ率先への行政サイドの変化には，

他のメンバーも含め，より団結力を増すきっかけになっていることを感じ，本当に感動と

感謝の思いでいっぱいです。歩コンの発表ではありますけど，何かそういったみんなの変

化とか団結力ができたことを，何か今日はちょっと言いたかったです。 
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歩コンを通じて，私たち自身も意外と知らんかった町を知り，町のために何かをしたい

という熱き思いのメンバーがたくさんいます。多忙の中でも毎回参加してくれる真剣な思

いを伝えてくれるメンバーに感謝という意味でも，最初に申し上げた「ようよう」という

このありがとうという意味は，何かむしろ自分たちに帰ってきているような，感謝の言葉

が帰ってきているような倶楽部になってきているんじゃないかと思います。 

私は，自分たちを育ててくれたのは当然親であるんですけど，ある意味，もう町でもあ

ると考えています。この町でずっと育ってきた思いもある中で，育ててくれた町に対して，

ゆえに今日はその町のおやじである，今日，吉田町長はどちらに。はい。本当に私らのお

やじです。町のおやじである吉田町長，そして，県の大おやじとも言えるこの湯﨑県知事

の前で。そして，何より住民の仲間へ，こうして今日の発表ができましたことを改めて感

謝いたします。 

最後に，私たちようよう倶楽部は，坂町郷土愛の名のもとに，やりたいこと，やるべき

ことにとどまらずに突き進んでいきたいと思いますので，今後ともとことんのご指導，ご

支援，ご協力をお願いできればと思います。 

本日は，ご清聴まことにありがとうございました。（拍手） 

 

●知 事 

岡村さん，どうもありがとうございます。 

 

○事例発表者（岡村） 

ありがとうございます。 

 

●知 事 

最初は，このようよう倶楽部の会議も盛り上がらなくて困ったけれども，だんだんと盛

り上がってきた。 

 

○事例発表者（岡村） 

そうですね。やっぱり，何か変な話，行政の雰囲気が変わる中で，私らも民間として「あ

あ，一緒にやっていけるんだ」という思いが強く感じるようになりました。 

 

●知 事 

何か，でも合コンみたいですね。最初は盛り上がらないんだけど（笑い），最初は息が弾

んで黙ってとかいうのが，下りになったら盛り上がっていた。 

 

○事例発表者（岡村） 
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いや，盛り上がらんまま解散していました。最初は。本当に。 

 

●知 事 

（笑い）そうですか。だけど，この歩コン，これは何か一石二鳥というか，カップルが

生まれて，そしてまた坂町のことを知ってくれると，これはまたすばらしいアイデアじゃ

ないですか。 

 

○事例発表者（岡村） 

そうですね。やっぱり，歩コンを企画にするに当たって，やっぱり最初から定住促進と

か，坂に住んでもらいたいという基本骨子の中で決めていったイベントなんで，あんまり

大がかりなことではなく，まずはその出会い創出から始めてみようということになりまし

た。 

 

●知 事 

最近，少子化というのはやはり非常に大きな課題でして，行政もこの結婚支援というの

に大きく乗り出しているんですけども，子どもが少ないこの大きな理由の一つに，結婚し

ないということがあるんですね。結婚の年齢が遅くなったりとか，結婚をそもそもしない

とか，生涯婚姻率というのがすごく下がっているという，そういうのがあるんですけども，

大体昔はおせっかいなおじちゃんとかおばちゃんがいて，「どうよこれ」とかって，「あん

たもええ加減結婚しんさい」とか，そういうのが減ってきたんですけど，岡村さんはその

おせっかい役をやっていただいている。（笑い）もともとおせっかいな人だったんですか。 

 

○事例発表者（岡村） 

おせっかいですかね。ただ，知っとる人は知っとる，「お前がまず結婚せえ」って（笑い）

思っとる人がおると思うんですけど。 

 

●知 事 

今，この少子化というのは非常に大きな課題なんですけど，この空き家対策とかあるい

はビジネスの数もどんどん減っているので，開業率が減って廃業率がふえているとか，で

すから，起業化支援とかというのは非常に大きなテーマなんですけど，これもやっぱりお

せっかいが出ているんですかね。 

 

○事例発表者（岡村） 

やっぱり，自慢の坂町で，人が今，集まる町になっているんで，起業するにしても若者

がチャンスだと思っているんですよ。商工会青年部が少ないけん，人員確保したいのもあ
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りますけど，本当に楽しい町で，チャンスの町だと，本当にそういったいい意味でもチャ

レンジしてもらえる町なんかなと，はい。 

 

●知 事 

なるほど。先ほど，郷土愛というのをおっしゃっていましたけども，郷土愛があって，

自分の町のことを放っとけないということなんでしょうね。そうやって，でも最初は盛り

上がらない会議を一生懸命やって，イベントなどを通じてだんだんとやっぱりエネルギー

が高まってくる，それをリードされているのが岡村さんなのかなというふうに思いますけ

ども，この団結力というか結束力というのをおっしゃいましたけども，やっぱり誰かがそ

れを火をつけていって，初めてそれが火が広がっていくという火付け役ですよね。その大

きな役割を果たしていただいているんじゃないかなと思います。 

岡村さんに，もう一度大きな拍手をお願いします。（拍手）どうもありがとうございまし

た。（拍手） 

歩コンの年齢制限は 40 代までとなっていましたので，僕もあと半年は参加できるんです

けど，既婚者はだめなんですね。（笑い） 

 

事例発表③   

●知 事 

それでは，続いて，坂町立坂中学校３年生，生徒会長の伊藤夢唯さんにお願いをしたい

と思います。 

改めて伊藤さんをご紹介いたしますと，坂中学校３年生は，地域を通して生き方を考え

る総合的な学習の時間で，安心，人に優しい坂町の防災を学んでおられます。現在，生徒

自身が初めて防災訓練を企画する中で，災害時に自分たちは何ができるのかについて考え，

真剣に取り組んでいらっしゃいます。 

きょうの発表のテーマは，「地域の『命』を守る防災学習を通して」です。 

それでは，伊藤さん，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（伊藤） 

伊藤夢唯です。よろしくお願いします。（拍手） 

私たち，坂中学校の３年生は，今年から防災についての取り組みを始めました。私たち

は，これまで地域の方々に守られる立場でした。しかし，今年から地域の人々の命を守ろ

うと考えるようになりました。 

まず初めに，地震が起きたときに考えられる危険について，ＤＶＤ教材を通して学習し

ました。地震が起きたとき，家でも学校でも公共の場でも危険はたくさん存在します。机

も椅子も照明もガラスも全て危険です。私たちにできること，第一に頭を守ること，そし
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てどこが安全かを事前に調べておくことです。キーワードは，倒れてくるもの，落ちてく

るもの，移動してくるものから身を守ることです。 

地震後の津波の危険性に対しては，素早く逃げる，高いところへ逃げる，元いた場所に

戻らないという３つが大切です。避難所が危険だと判断したら，もっと高い場所へ逃げる

など，臨機応変に対応していくことが必要となります。そのための訓練もしてきました。 

このように，地震や津波などの災害について学んだ後，班活動を行いました。「命」「夢」

「家族」「お金」「勉強」「友達」などの中から，自分の一番大切なものは何かを班の人と交

流し，意見を出し合いました。中には，「命」よりも「夢」が大切という人もいて，人によっ

てそれぞれ大切なものは違うことがわかりました。 

この他にも，避難所で食べ物をどう分け合うかというシミュレーションや，避難場所に

持っていくものとして何を選ぶかということを考えたりしました。大切なことは，避難し

てくる人それぞれの状況や年齢を考慮することだと思いました。 

その後，坂町の地震災害の予測や防災対策について，インターネットを使って調べ学習

を行いました。調べてみて，初めてわかったことがたくさんありました。例えば，坂町で

はいろいろな場所が避難場所となっており，私たちの通う坂中学校もその一つでした。 

このように，一人一人が調べたことを班でまとめ，坂町の防災の課題について発表しま

した。そこから出てきた課題は，日ごろから避難訓練を行う，高い防波堤を建てる，避難

場所を詳しく知る，自己判断をしっかりするなどさまざまありました。 

先週の月曜日には，防災リーダーたちで坂町の防災の拠点となっているサンスターホー

ルに見学に行きました。サンスターホールには，災害に備え環境が整っていました。 

例えば，３階には備蓄倉庫があり，坂町の人が避難してきたときに必要な 2,000 人分の

飲料水や食料，毛布などが保管してありました。食料は，乾パンやクラッカーなど日持ち

するものが置いてありました。 

また，ホールの外には，マンホール用の簡易トイレや蓄電のできるソーラーなどが設置

してありました。 

こちらはかまどベンチです。いつもは普通のベンチですが，災害が起こったときにはか

まどとして使用でき，炊飯などが行える仕組みになっています。 

私たちは，これまでの学習をもとに，防災に何が必要かを考え，今月の 19 日に坂小学校

の１年生とともに行う防災訓練の計画を立てました。 

私たちが計画した防災訓練の内容を簡単に説明します。 

まずは，全体を６つのグループに分け，それぞれに活動を考えました。食料班は，実際

に炊き出しを行い，小学生たちに振る舞います。救護班は，救急法や応急処置法を小学生

に教えます。施設案内班は，先ほど説明したようなサンスターホールの防災設備について，

小学生たちに案内します。ケア班は，避難所で小さい子どもの世話をするという仮定で，

避難所でできる遊びを考え，小学生たちに体験してもらいます。生活指導班は，避難所内
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で知らない人とコミュニケーションをとる方法や，いざというときに避難できるよう，整

列点呼の態勢を整える練習を行います。体験班は，段ボールの仕切りを組み立てたり，簡

易担架をつくったりする体験を行います。 

実際にやってみてうまくいかないこともあるかもしれませんが，これらの活動は，私た

ち中学生が地域の命を守るという自覚を持つことにつながっていくと思います。私たちが

地域の命を守る立場になることにより，少しでも救える命があるなら，頑張る価値がある

と思います。そのために，私たちはこれから新たな挑戦をしていきたいです。 

以上で終わります。（拍手） 

 

●知 事 

伊藤さん，ありがとうございました。 

この防災を考えるというのは，今，去年広島で大きな土砂災害があって，改めてとても

大事なことというふうに認識をいただいていると思いますけども，この防災訓練を自分た

ちで企画をしてくれたんですよね。これは，どれぐらいの準備期間で企画したんですか。 

 

○事例発表者（伊藤） 

４月の終わりぐらいから，まずはＤＶＤから始めて，今まで学習してきました。 

 

●知 事 

じゃ，２か月ぐらいかけて準備をしてきたという感じかな。 

 

○事例発表者（伊藤） 

はい。 

 

●知 事 

いろんな班分けがあったじゃないですか。あれは，誰が考えたんですか。 

 

○事例発表者（伊藤） 

防災リーダーたちが，それぞれに必要な活動は何かということを考えて，それぞれの活

動を考えて決めました。 

 

●知 事 

なるほど。じゃ，そこも全部自分たちが考えてやってくれたわけですね。実際にこの防

災訓練というか，やってみて，先ほどちょっと感想も言ってくれていましたけども，地域

を守る自覚が出てきたと，それは本当に実感しますか。 
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○事例発表者（伊藤） 

はい。 

 

●知 事 

ほかの３年生のみんなもそういうふうになってるなって，変わったなっていう感じがし

ます？ 

ああ，そうですか。伊藤さんも，今日はすごいしっかりとした発表でしたよね。発表の

仕方も，ちゃんとこうやって，原稿はあるんだと思うんですけど，上を見ながら，なるべ

く皆さんのほうを見ながら発表するということで頑張ってくれましたけど，何かすごい坂

中は楽しくないですか。ねえ，本当にありがとうございます。（拍手） 

坂という地域は，大きな地域ではありませんけども，いろんなアメリカのホームステイ

とかいろんな経験をしたり，こうやって自主的な経験をしてもらったり，本当に子どもた

ちが何かしっかりと将来を担ってくれそうな雰囲気がたっぷりで，本当にうれしいですよ

ね。 

それでは，今日発表いただきました伊藤さんに，改めて大きな拍手をお願いします。（拍

手）ありがとうございました。 

 

事例発表④   

●知 事 

それでは，時間もちょっと過ぎているんですけども，最後の発表をお願いしたいと思い

ます。 

坂町立坂中学校３年生陸上競技部部長の梶山林太郎君にお願いをします。 

梶山君を改めてご紹介をいたします。昨年度，広島県代表として全国中学校駅伝大会出

場を果たされて，今年も連続出場を目指して日々の練習に取り組んでおられます。地域の

応援に支えられて，感謝の走りをモットーとされています。 

発表のテーマは，「力走，チャレンジ，感謝の走りで恩返し」です。 

それでは，よろしくお願いします。（拍手） 

 

○事例発表者（梶山） 

坂中学校，梶山林太郎です。よろしくお願いします。（拍手） 

僕たち，坂中学校陸上競技部は，全国制覇を目標に日々の練習に取り組んでいます。 

去年は，広島県代表として全国中学校駅伝大会に参加しました。結果は 16 位で目標の８

位入賞には届かず，悔しい思いをしました。 
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この悔しさをばねに，チーム一丸となって頑張っています。現在，チームは長距離が 13

名，短距離が６名，合計 19 名で活動しています。人数は多くありませんが，一人一人が高

い意識を持って陸上競技に向き合って練習をしています。 

去年の駅伝シーズンには，学校でインフルエンザが流行する中，チーム全員が，手洗い，

うがい，マスクの着用などの予防を徹底し，駅伝当日まで１人も体調を崩すことなくベス

トコンディションで大会に臨むことができました。 

今年も既に 16 名が県大会出場を獲得しており，７月の試合に向けて走り込んでいます。

僕たちの練習環境は大変恵まれています。山があり，海があり，中電グラウンドという全

天候型の陸上競技場もあります。 

山では，脚の筋肉をつくったり，苦しいときに我慢ができる忍耐力や精神力が鍛えられ，

海では砂浜を走って足腰を鍛えることができます。中電グラウンドでは，試合を想定した

練習を行うこともできます。学校の目の前にある高速道路の高架下は，雨天練習場にもな

ります。毎日，坂町の自然や設備に感謝しながら練習をさせてもらっています。 

去年は，県駅伝，全国駅伝という大きな大会に出場することができました。このとき，

地域の皆さんに多くの応援をいただき，全国駅伝には僕たちが坂町の皆さんに支えても

らっていることを改めて実感することができました。 

全国大会には，坂町から大型バス３台で応援団が駆けつけてくれました。毎日学校の周

りを走っていると，地域の皆さんに声をかけてもらったり，大きな大会の前には壮行会を

開いてもらったりして，そのたびにもっと頑張ろうと思います。 

僕が，都道府県対抗男子駅伝に出場させてもらったときも，沿道でたくさんの声援をい

ただきました。また，大会が終わった後に，当日の僕の写真を撮影してくださった方が学

校に写真を届けてくださり，地域の皆さんから温かい言葉をかけていただいて，もっと力

をつけなくてはいけないと強く思うことができました。 

今年は，去年のリベンジをするために，厳しい練習にも全力で取り組んでいます。チー

ム全体としては，全国駅伝優勝，個人では全国 3,000 メートル優勝，都道府県駅伝で中学

生区間新という目標をクリアするためにも，そして日々支えてくださっている地域の皆様

のためにも，これからもっと頑張っていこうと思います。 

これで終わります。ありがとうございました。（拍手） 

 

●知 事 

梶山君，ありがとうございました。全国中学校駅伝大会に出て，そしてまた，今年は都

道府県対抗駅伝に出て，梶山君は，どうですか。都道府県対抗駅伝は，テレビカメラもいっ

ぱいいるし，沿道の人もたくさんいるじゃないですか。やっぱり普段とは違いました？ 

 

○事例発表者（梶山） 
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はい。全く違います。 

 

●知 事 

緊張しました？ 

 

○事例発表者（梶山） 

はい。とても，高校生の先輩方が励ましてくれたりしたので，そこまで緊張しなかった

です。 

 

●知 事 

ああ，なるほどね。２年生のときに出場したわけですよね。今年は，もう 1 回選抜され

ないといけないわけね，まずね。 

 

○事例発表者（梶山） 

はい。 

 

●知 事 

それから，中学校駅伝，去年は 16 位で，今年は何位を目指しているんですか。 

 

○事例発表者（梶山） 

１位です。 

 

●知 事 

１位。おー，すばらしい。（拍手） 

そうですよね。でも，この県の代表になるというのはどういう気持ちになるんですか。

僕は県の代表って，今は県の代表なんですけど（笑い），スポーツで県の代表とかになった

ことがないんで，どんな気持ちかなと思うんですけど。 

 

○事例発表者（梶山） 

緊張はするんですけど，広島県代表らしい結果を残そうと思って，より頑張ることがで

きます。 

 

●知 事 

ああ，そうか。責任感が持てるという，それがまたこのエネルギーになっていくという

感じですか。 
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○事例発表者（梶山） 

はい。 

 

●知 事 

やっぱりね，立派な実績を残す人は違いますよね。（笑い）僕なんかビビりそうですけど

ね。そして，梶山君，本当に周りの皆さんに支えてもらっているというのをすごく意識を

して，それは本当に心から感じるところですか。 

 

○事例発表者（梶山） 

はい。 

 

●知 事 

いいですよね。もう自分の力だけではなくて，やっぱり周りの力でできているんだとい

うのを，本当にまだ中学校３年生ですけどしっかりと認識をしてもらって，そしてまたそ

れを頑張る責任感というエネルギーにかえて頑張ってくれているということで，きっと今

年も中学校駅伝代表になって，そして１位をとって，また都道府県対抗駅伝では区間賞を

とるということで頑張ってほしいと思います。 

それでは，改めて，梶山林太郎君に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。（拍手） 

 

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。改めて，坂町の４組の皆さん，発表いただいて，この 260 年

にわたる伝統とか，また逆にこのまちのいろんな課題に積極的に取り組んでいただいてい

る。これは人ごとだと思って放っとくことは簡単だと思うんですよね。「いやー，もう，だ

んだん最近町も廃れて寂しいんだよ」というのは簡単なんですけども，でも，それを何と
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かしようというふうに一歩踏み出して活動してくれるということが大きな違いを生んでい

くような気がします。 

実は，歩コン，これまでの参加者は町民の皆様はおられなくて，町外の人ばっかりなん

ですよね。これは，逆に言うと，それを通じて坂町のことを知ってもらって，そして坂町

に来るかもしれない。空き家対策もやり，そういうことになるかもしれません。そして，

そこには伝統のある曳船なんかも楽しめて，それを守っていくということも大変ですし，

それも誰かがやってくれるというわけじゃなくて，誰かがやらなきゃいけないんだけど，

その誰かになるということは，とても大切なことじゃないかなと思います。そして，中学

生のお二人，とってもいい発表をしていただきました。これからの将来が楽しみなお二人

の発表だったんじゃないかと思います。 

町の力がこうやって集まって，古い伝統や今の課題，そして次世代を育てていく，それ

ぞれがみんなそれぞれの持ち分というか，役割というか，その中で何かできることをちょっ

とでもいいことをやろうと，放っとかないで誰か任せにしないで自分がやろう，そういう

ことが町の大きな力につながっていくんじゃないかなというふうに思います。 

それがまた全市や町で合わさっていくと，広島県という地域が本当にすばらしい地域に

なっていくんじゃないかなと思います。この県のひろしま未来チャレンジビジョンという

10 年間のビジョンがあるんですけども，こういうふうな県になりたい，そこで言っている

のは，この広島県の主役は県民の皆さんですということでありまして，今日，本当にその

主役を，リーダーとなって頑張っていただいている４名の方，また今日は音頭も発表いた

だきました。改めて，発表者の皆様に大きな拍手をお願いをしたいと思います。本当にあ

りがとうございました。（拍手） 

ありがとうございます。今日の会は以上なんですけども，１つちょっとお話をさせてい

ただきたいことがございます。先ほどの災害の訓練ということの発表をいただきましたけ

ども，昨年８月の土砂災害，大きな被害がありました。再びこういう災害を発生させない

ために，広島県では，防災・減災対策にこれまで以上に取り組んでいこうということで，

自主防災組織の皆さんや事業者の皆さん，あるいは行政が一体となって取り組みます広島

県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動を４月からスタートを始めました。 

お手元に実は資料を配らせていただいています。この運動は，５つの行動目標を定めて

実施をしています。特に，いよいよこの梅雨になって入ってまいりました。身の回りに土

砂災害や洪水の危険箇所，あるいは災害が起きた場合の避難場所や避難経路などをまずは

知るということがとても大事なことであります。災害危険箇所や避難場所につきましては，

「県民総ぐるみ運動 知る」でインターネットを検索をしていただくか，町役場等でご確

認をいただければと思います。皆さんも，ご家庭や職場，地域で，ぜひいま一度ご確認を

いただきたいと思いますので，よろしくお願いをいたします。 

それでは，本日はどうもありがとうございました。（拍手） 
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○事務局 

知事，申しわけありません。私たち事務局のほうから少しだけ皆様にお知らせをさせて

ください。 

私は，広島県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，田村と申

します。 

皆様は，広島県の公式ＳＮＳの存在はご存じでしょうか。今，画面に，広島県がもっと

好きになると出ておりますが，広島県では，フェイスブックやツイッターなどＳＮＳを活

用して，広島県からのお知らせですとか，県政情報，また先ほど湯﨑知事からのお話があ

りました防災についての情報，またグルメ情報やお出かけ情報，観光情報などなど，皆さ

んの暮らしのお役に立てる情報を日々発信しております。 

ちなみに，本日お集まりいただいております皆様の中で，広島県のフェイスブックやツ

イッターをごらんになったことがあられるという方はいらっしゃいますでしょうか。 

どうもありがとうございます。ちなみに，皆様が個人でアカウントをお持ちになってツ

イッターやフェイスブックを実際に使っていらっしゃるという方はいらっしゃいますでし

ようか。 

どうもありがとうございます。広島県のＳＮＳは知らなかったよという方は，ぜひ広島

県のフェイスブックのページを「いいね！」またはツイッターを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プログラムですとか封筒の中に入れさせていた

だいておりますＳＮＳのチラシにも，フェイスブックやツイッターのご紹介をさせていた

だいておりますので，ツイッターやフェイスブックを今までやっていなかったという方も，

ぜひ本日のこの機会にご登録いただければと思っております。 

なお，登録方法がわからないという方は，この会の終了後，私たち事務局がまだ会場に

残っておりますので，どうぞお気軽にお声をおかけいただければと思います。 

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，ぜひとも皆様，私たちに力をお借りできればと思

います。 

どうぞよろしくお願いします。以上です。知事，ありがとうございました。（拍手） 

 

○司 会 

すいません。事務局からのお願いも聞いていただき，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」閉会いたします。 

ご来場いただき，皆様，ありがとうございました。（拍手） 
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なお，ご来場時にお渡しいたしましたアンケート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。 

本日は本当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。ありが

とうございました。 


