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開  会 
 

○司会（行政情報室長）  

ただいまから平成 21 年度第 1 回県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」を，ここ芸北文化

ホールで開催いたします。 

初めに，湯﨑広島県知事が御挨拶いたします。 

 

○知事（湯﨑） 

それでは，第 1 回の県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」の開始にあたりまして，一言

御挨拶申し上げます。 

本日はお忙しい中，またお休みの日にお集まりいただきまして，本当にありがとうござ

いました。それから，今日はたくさんの傍聴の方々にも来ていただいておりまして，本当

にお忙しい中，ありがとうございます。 

この県政知事懇談なのですけれども，私，県庁運営にあたりまして幾つか基本的な姿勢

というのを考えておりまして，その一つが，現場に行って皆さんのお話をお伺いして，直

接いろいろなことを感じながら県政を進めていきたいということがございます。これはも

ちろん現場とも関係してくるのですけれども，地域それぞれのお声をいただきながら進め

ていきたいというふうに思っておりまして，その一環としてこういう形で皆様とお話をさ

せていただく機会を設けさせていただいたものです。 

広島県の中にたくさん力あるいは宝があると私自身は感じておりまして，それを見つけ

ていくということと，同時に力や宝だけではない，現実にはたくさんの課題がそれぞれの

地域に，あるいは県共通にあるというふうにも考えておりまして，そこについても直接い

ろいろお話をいただければと思っております。これから 1 年ほどかけて各市町，23 ござい

ますけれども，回ってまいります。今日は第 1 回目，ここ北広島町で開催させていただき，

私も本当にうれしく思っております。 

この懇談にあたりまして，私が目指そうとしている県政について少しだけお話をさせて

いただきたいと思います。 

今，現場主義と申し上げたのですけれども，政策の方向性としては，広島には宝とか力

がたくさんあると思っております。具体的にはいろいろな産業の集積であるとか，あるい

は人材，非常に恵まれた自然環境，あるいは宮島，それから原爆ドーム，広島県ではあり

ませんけれども近くに石見銀山のような，こういったものが立地しているということもご

ざいます。他方，過疎化であるとか，高齢化であるとか，あるいは人口が減っていくとい

うような課題にも直面しているわけであります。そういった大きな問題に直面する中で，

広島県が将来にわたって豊かであり続けるためには，こういった力や宝をもっともっと掘

り出して，あるいは，新しいものをつくっていかなければならないと考えております。 
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そのために，私としては五つの分野で挑戦をしていきたいと申し上げておりまして，一

つは，「人づくりへの挑戦」。もう一つは，「新たな経済成長への挑戦」。それから「安心な

暮らしづくりへの挑戦」。そして，「豊かな地域づくりと真の地方主権の確立への挑戦」。そ

して， 後に，これは県庁のお話ですけれども，「行政運営刷新への挑戦」というのを掲げ

ております。こういった五つの挑戦を通じまして，広島県で生まれ，育ち，住み，働いて

よかったと皆さんが感じていただける広島県をつくってまいりたいと考えております。 

今日も午前中，北広島町内を，幾つか回らせていただきまして，千代田の工業団地と達

磨というおそばの道場と，加計高等学校芸北分校で高校生の皆さんの神楽を見せていただ

きました。千代田の工業団地はこれから新しい企業を誘致してくるという，これから磨か

なければいけないところではあるのですけれども，やはりたくさんの潜在的な力というの

はあると思っております。そういうのが実感できたと思います。 

今日はたくさんお客さんもいらっしゃって，テレビカメラも入っているので，御発言も

お気になされるところがあるかもしれませんけれども，是非率直に忌憚のない御意見をい

ろいろいただいて，現実はこうなのだよとか，本当はこんな強みとかこんなすばらしいこ

ともあるとか，日ごろお考えいただいていることをお話しいただけると大変ありがたいと

思っております。 

今日いただきました御意見は，当然ながら私自身の県政を考えていく上での重要な基礎

にさせていただきたいと思っておりますし，個別の事項でもちろん対応なり必要なことが

ありましたら，戻りまして担当にも伝えて対応してまいりたいと思っております。 

そういう形で進めさせていただきたいと思いますので，皆様のお話が広島県政にもつな

がっていくということで御協力をいただければ大変ありがたく思います。 

簡単ではございますけれども，私からのお礼と御挨拶とさせていただきます。今日はよ

ろしくお願いします。 

 

懇  談 
 

○司 会 

本日の県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」のテーマは，「挑戦そして実現！引き出せ広

島県の『底力』」でございます。 

皆様とともに新しい広島県づくりに取り組んでいくため，日ごろから皆さんが各地域，

各分野で様々に活動されている中から御提案や御意見をいただき，知事と率直に話し合い

をしていただければと思います。 

発言につきましてはあらかじめ順番を決めさせていただいておりますので，順番に従っ

て御発言をお願いします。 

それぞれの方の御発言ごとに知事との意見交換をしていただきます。発表された方は知
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事のお話への感想なども交えて懇談していただければと思います。 

ただし，限られた時間の中での意見交換となります。 後の 20 分程度は皆様全員での意

見交換ということにさせていただきたいと思いますので，知事との懇談を含めてお一人あ

たり 5 分程度ということでお願いしたいと思います。 

それでは，早速始めさせていただきます。初めは，知事の右手にいらっしゃいますＡさ

んからお願いします。お座りの状態のままでお願いします。 

 

○Ａ  

こういう機会はあまりやったことがないのでうまくしゃべれないかもしれませんが，旧

芸北町のＡといいます。庄原にあります農業技術大学校を卒業しましてから，ずっとこの

地元の農事組合法人で農業の仕事をしています。 

その傍ら，地域の農業青年が集まって農業経営者クラブというのをやっていまして，農

業をやっている若者の中で気軽に意見を交換しあったり，そういう場を設けるためにつく

られたもので，いま現在そこの会長をやっています。 

先代の会長は芸北のお祭りに出店してみたり，雪国でスキー場が多いので，スキーを通

して市内の人と交流してみたり，そういうことをやっていたのですが，僕の段階になりま

して何ができるか，衰退していくこの県北の農業になんとか活気を与えることはできない

だろうかということで考えましたのが，一日農業体験をやってみようということでした。

年々若い者が農業をするということも少なくなってきましたし，ここでやっている僕らも

なかなかそういう仲間が増えないということで，第一回目なので，市内の学校とか，まず

そういうところに絞って募集してみたところ，何人か応募してくださいまして，なんとか

そういう機会を設けることができました。 

皆さん農業にはそれなりに興味はある。ですが，この県北の利便性の悪さとか，住まい

の問題とか，そういうことで躊躇しているというような現状があるというのも実際聞きま

したし，僕らも住んでみまして，大学にいるころはコンビニも近くにありましたし，必要

なものはいつでも手に入るという状況から一気に，戻ってきたら限られた時間でいろいろ

なことをしなければならない。そういうような状況がいろいろありますので，その現場を

見てもらって，そういうところを県としてもなんとかしてもらえればありがたいなと思っ

ています。 

実際，農業をしたいという人は結構おられます。農業を一から始めるというのは，僕は

会社に入ったのでよく分からなかったのですが，土地の問題とか住居の問題，莫大な資金

が要ります。土地の問題はなんとかなるにしろ，住居は問題です。芸北にはアパートとか

賃貸が少ないので，僕の先輩にＩターンされた方がいるのですけれども，空き家になった

ところを多額のローンを組んで購入されて，今も頑張っていらっしゃるというのがありま

すので，住まいの問題とか，そういうところをちょっと手助けしていただければ新規就農
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者も入りやすいのではないかと思うのです。 

 今，農業をやっていらっしゃる高齢者の方も，「わしはしわいけ，農業をやめる」とか言

いながら，「いつか入ってくる若い者のためにしっかり基盤をそろえてあげにゃいけん」と，

曲がった腰をたたかれて一生懸命頑張っていらっしゃるので，その期待に僕らもなんとか

応えなきゃならんということで，今回，こういういい機会を設けていただいたので，実際

そういう現場を見てもらって，こういうところでもしっかりと農業をして頑張っている若

者がいる。新しく農業をしたいという人もいる。そういうところを間近で見てもらえれば

ありがたいなと思います。 

 

○知 事 

 ありがとうございました。ちょっと質問なのですけれども，Ａさんが農業をやろうと思

われた一番の決め手は何だったのでしょうか。 

 

○Ａ 

 いろいろな人にそれを聞かれるのですが，一番の理由は，長男だから仕方なくというの

がありまして，高校を卒業するまでは長男だから仕方ないということで農業大学校に進み

まして，本当中途半端な気持ちで農業を始めたわけです。ただ，やっていくうちに，自分

が頑張れば，頑張っただけ野菜は応えてくれる。頑張ればその分だけ収入がもらえる。そ

ういう新しい体験というか，本当の意味での農業のすごさというのが分かってきまして，

だんだん農業に打ち込めるようになったということです。 

 

○知 事 

 同級生とか友だちで農家の息子さんとかもいらっしゃると思うのですけれども，そうい

う友だちは皆さんどうされているのでしょうか。 

 

○Ａ 

 僕のときは 25 人いたのですが，その中で就農したのは 4 人です。あとは，農業関係，例

えば農協とか市場に行ったりとか，何らかの理由で農業ができない状況があったというの

がありまして，その中にさっき言いました住まいの問題とか利便性の悪さ，あとは単純に

資金の問題というのがありまして，実際就農したのは実家が農業だったという，元から土

地があったとか，そういう関係の人だけがなんとか就農できたという状況になりました。 

 

○知 事 

 ありがとうございます。 
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○司 会 

それではＢさん，お願いします。 

 

○Ｂ  

旧芸北町八幡のＢといいます。よろしくお願いします。八幡といえばカキツバタといっ

て，ちょっとあきられるかもしれませんが，カキツバタの里づくりに取り組んでいます。

これは旧芸北町時代にちょうど「ふるさと運動」というのが展開されまして，いわゆる宝

さがし，いいものを探そう，発掘しようということなのですが，これを芸北町では 7 ブロッ

クに分けまして，八幡はそのうちの一つのブロックです。私は八幡に所属しておりますの

で八幡のことを申し上げますけれども，ちょうど昭和初期に牧野博士が来られたころカキ

ツバタの群生地が 2 ヘクタール以上あったわけです。それをもう一回再現しようというこ

とで，平成 13 年に，これはオーナーを募集し，またボランティアも募集しまして，再現し

て，今年で 4 期目に入ります。1 期 3 年としまして，10 年目を来年迎えるところでござい

ます。この前の委員会で 4 期もやろうということで，この前，企業が北広島町に 7 社来て

いただきまして，2 社ぐらいがＣＳＲといったことに興味を持っているということで，ま

た御参加いただけるかというふうに思っておりますのがいま現在取り組んでいる活動で

す。 

それと，臥竜山麓八幡原公園。御存知かも分かりませんが，これは県有地です。そこは

もともと地元の人たちが草を刈り取って牛馬を飼って，また堆肥にしていた草刈り場だっ

たのですが，昭和の初めに陸軍に接収されて，そのままになっていたものを今度は昭和 40

年ごろに広島畜産開発事業団として牛を飼うという放牧地，牧草地に改良されていって，

昭和 60 年あまり，それをやめられたのでそのままになっていたのを，昔の自然を取り戻す

という意味で，またそこの草を刈ったり，木を切ったりということで回復させようと。ちょ

うどこの 9 月に北広島町では第 8 回の全国草原サミットシンポジウムが行われましたし，

草原を見直す，草原の利用，そして癒しの空間，そういったものにも取り組んでおります。 

一番 近では，今年八幡高原 191 スキー場。地元ばかりで申し訳ないのですが，スキー

場が閉鎖問題に追い込まれたときに，地元でなんとかできないだろうかという話を町当局

も交えて存続会を立ち上げ，いろいろなことを協議してまいりました。改めてスキー場が

この地に，八幡を含め，この芸北エリア，あるいは広島県の中国山脈のそれぞれのスキー

場にとって，冬季の産業がいかに必要なものであるか，これをどうしても大事にしていか

なければいけないということを地元で話し合ったわけです。幸い 191 の場合は，御存知の

ように，今年はやりますということで今日オープンにこぎつけております。 

これから先，スキー場そのものの入込客をどういうふうに招致していくかという点にお

いては大きな問題がまた出てくると思います。 

一つは，子ども農山漁村交流プロジェクトを北広島町ではモデル事業として行っておら
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れましたが，このたびの政権交代のもとでそういった予算も縮小されるということで，ど

ういう方向に向かうのか。そういった小学校とか中学校とか高校とかがスキー場に足を運

んでくれて，今後リピーターになってくれるような活動を起こしていかなければならない

というのも一つはあるでしょうし，もう一点は，見て分かるように，この豪雪地帯の雪は

一つの資源だと思うのです。この資源をいかに生かすか。決してスキーだけではなく，ス

ノーウォッチングとか，そりでもいいし，かまくらでもいいし，雪を見に来るだけのツアー

もできるのではないかと思っています。ですから，知事が考えておられた「瀬戸内 海の道

1 兆円構想」，これも多分宮島を中心とした世界遺産を拠点にして，分散したそういう拠点

を設けられるのかというふうに私は感じているのですが，それが海の道なら，こちらのほ

うは冬になれば白い道，あるいは白銀の道，何かそういうネームバリューをつけて，こっ

ちに人を呼んで，2～3 泊かけてまた向こうに送り返すという方法，そういう観光ルートの

確立がひとつ要ると思います。 

Ｈさんがおられるので話をされるかと思いますけれども，この前，韓国あるいは中国と

のエージェントの会議が東京でなされたそうですが，韓国の方もすごくこっちのほうに興

味を持っておられるというのは事実ですし，去年，宮崎県の五ヶ瀬村には台湾の方が 700

名来られたという話も聞いております。結局，今は海外から来る。韓国の人は，わざわざ

遠く群馬のほうにスキーを滑りにいかなくても，ここにもあるのです。空港もあるし，一

番近いスキー場で楽しんでいただいて，世界遺産を見て帰っていただくルートの作成とい

うのが考えられないかと思います。 

また，里山セラピー。森林セラピーは御存知だと思うのですけれども，森林セラピーは

欧州のほうでは確立された医療です。日本にも森林セラピーが数カ所あるとは聞いている

のですけれども，私が言いたいのは里山セラピー。今，ひろしまの森づくり事業で，この

北広島町も随分里山が整備されてまいりました。そういった中で，その里山とさっきの草

原とをうまく組み合わせて，そういった医療行為といいますか，癒しの場を設けてやる。

それには民宿も活用されるでしょうし，あるいはアジト等々に農家・民家等も考えていけ

ば長期間の滞在も可能になるでしょうし，そういったことで市内の方々が来られて，今は

ストレスでいろいろな種類の病気があります。そういう方がいらっしゃって回復されて

帰っていかれる。そういったセラピーの整備というものをひとつ提案してみたいと思って

おります。広島県でもいろいろな候補地があるでしょうけれども，この芸北のすばらしい

自然を見ていただいて，それを資源として利用していければと思っております。長くなり

ましてすみません。 

 

○知 事 

ありがとうございます。私も，今おっしゃった中で，特に雪，これは資源であるという

お考えはすばらしいと思うのです。今の里山セラピーにしても，逆に都会ではない，とい
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うことは人が少ないことが逆にそういう場面では強みになると思うのです。それをどう

やって活用していくか，形にしていくかということが大事なのだと思うのです。それがい

ろいろ大変で，いろいろな課題があると思うのですけれども，そういうところも含めてあ

とでお話しいただけるとありがたいと思います。ありがとうございます。 

 

○Ｃ  

旧大朝町から参りましたＣでございます。私は今，北広島町の商工会のお世話をさせて

いただいております。商工会が今，置かれている現状は，皆さん御存知のように，後継者

不足，また公共事業の減少というようなことで，組織もこれからどういうふうになってい

くのかというような思いがいっぱいでございます。 

また，こういった経済団体というのは，今まで農協であるとか郵便局であるとか，割と

地元に根付いた方々も頑張っておられたのですが，だんだん経済効率の問題で，農協のほ

うもどんどん縮小されて，旧町単位に大きい支所が一つあるかないかというような状況に

なってきています。それにあわせて商工会も，合併を控えて旧支所の人数がだんだん減っ

てくるということで，不安に思っておられる会員さんが増えているという現状でございま

す。 

確かに合併をして経済効率を上げて運営をうまくやるというのが一番の名目でございま

すが，今，北広島町はこの広大な地域で，例えば広島市内が合併をした同じような会員数

を持っている団体と同じような指導員の数でいいのかということを今，考えております。

そういった意味で，地域面積のほうも考慮した指導員の配置もお願いしたいと考えており

ます。 

また，今度は経済団体としてお願いがあるのですけれども，地方の中山間地域の事業者

は，公共事業によって大分助けられてきたという流れがございますが，ただいまどんどん

そういう公共事業が減少されてくる。そういったことで，建設業を中心に，これから先やっ

ていけないということで従業員の解雇もかなり，一昨年あたりから増えております。 

そういった意味で，農業にも通じてくるのですが，後継者がいないということ。それか

ら，農業に従事する人は兼業農家としてやってこられたのが， 近は，なかなかめどがた

たない。今回，大雪になっているわけですけれども，幹線道路はなんとか地元の建設業者

の方が頑張っておられますが，旧市街のおじいさん，おばあさんが店をやっておられると

ころは，雪どけもままならないというような状況になっております。 

そういった意味で，新たな中山間地向けの公共事業の創設はできないかと考えておりま

す。例えば，コンクリートのダムが批判の的になっておりますが，中山間地域には山裾に

広大な耕作放棄の田んぼがかなりあります。前に聞いたことがあるのですが，田んぼは緑

のダムであるというような言い回しもあるように，その耕作放棄された田んぼを公共事業

によってダムの代わりに毎年整備するというようなことはできないのか。コンクリートの
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ダムも毎年浚渫作業をしないと維持ができないということで，その費用が出ているという

ことを考えますと，放棄された田んぼを利用することも一つの手ではないかと思っていま

す。今，パネルに「元気な森を私たちはつくる」というようなスローガンを掲げておりま

すが，今回ＣＯ225％削減というようなことが出ている中で，この森を，排出権取引ですか，

そういったしかけが全体でできないものか。要するに，古くなった木を植え替えることに

よってＣＯ2の吸収率はよくなるわけですから，そういった部分を誰かが買ってくれてその

手当てをする。そういうような方法もあるのではないかということを考えておりますので，

中山間地向けの，大型の公共事業ではなく，持続的な公共事業も考えられるのではないか

と考えているところでございます。 

また，そういった指導等々を含めて，商工会というのはこれからも頑張っていかなけれ

ばいけない団体なのだろうと考えておりますので，是非とも御検討のほどお願いしたいと

思っております。以上でございます。 

 

○知 事 

ありがとうございます。今，商工会の経営指導員の人数をもう少し増やしたほうがいい

のではないかというお話があったと思うのですけれども，実際に現場の中で商工会の経営

指導員の方というのはどんなお手伝いをされていらっしゃいますか。 

 

○Ｃ 

今，経営指導員がやっておりますのは，経営改善普及事業といいまして，一般的な経営・

経理のお手伝い，それから経営革新といいまして，新しい事業展開のお手伝い，それから

事業継承，お子さんに事業を継承するためのお手伝い，それから創業支援というのが経営

改善普及事業です。その上に，税務対策の指導，税務関係は法人会，青申会，納税貯蓄組

合とあるのですが，そういった分野のお手伝いもさせていただいております。もう一つは，

地域振興事業といたしまして，各地域のお祭りであるとか，新しい地域特産の開発のお手

伝い，それから指導者の派遣というのをやっております。また，地域特産ということで，

今年は米粉の加工品ができないか，中国の点心に似たようなもので何かできないかという

ことで特産品の開発もやらせていただいており，結局，指導員さんの仕事が広範になって

いる。今回，ここのメンバーさんの中にも 5 人は商工会員さんがおられるということで，

幅広くネットワークを中山間地では張らせていただいているという自負をしております。 

 

○知 事 

ありがとうございます。 
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○Ｄ  

旧大朝町から参りましたＤと申します。よろしくお願いします。私の家は林業を営んで

おりまして，その家業を継いで 15 年ぐらいになります。当初は主に家族だけで林業を行っ

てまいりましたが，きちんとした経営状況の把握が難しいことや新しい人材確保ができな

いということで，平成 8 年より会社を設立しまして，長期的な視野に立てる林業経営を目

指して，また人材確保のできる社会保障環境の充実にも取り組んでまいりました。 

近年，緑の雇用制度というものを活用させていただきまして，現在，3 名の新しい林業

の担い手育成に取り組んでおります。 

また，2 年前より県や町の方にもいろいろ御指導いただきながら，認定事業体への登録

や高性能林業機械の導入に向け準備をしてまいりました。 

商工会主催の経営革新塾にも参加をさせていただき，広島県の経営革新計画の承認も取

得することができ，設備計画に基づいた融資の優遇等も受けさせていただき，つい先日，

なかなか自己資金だけでは難しい高性能林業機械の導入にも着手することができました。 

これから新しい作業方法の確立にも取り組み，低コスト林業を目指して，できるだけ山

主に利益を還元できる林業経営に取り組んでいきたいと考えております。 

現在，主伐を主体に素材生産に取り組んでおりますが，今後，作業道の整備とともに，

利用間伐も積極的に実施し，将来有用な価値を見出せる山林を整備するために，将来設計

を踏まえた提案型施業ということにも取り組んでまいりたいと今，考えております。 

ほかの林業以外の取組といたしましては，いま現在，大朝には大きく産直施設が三つあ

るのですが，その一つの館長という立場で私自身かかわっております。今，お話しされま

したＣさんが社長で，まちづくりの会社があるのですが，そこの流れで，大朝の情報発信

基地としての役割と，学校給食等の地産地消への取組，野菜づくり勉強会を通しての農家

のやる気や元気を生み出す憩いの場所として，本当に少しずつですが，取組を行っており

ます。 

あと，商工会青年部に現在所属しておりまして，地域の各種イベント等の主催等，地域

の牽引役として，地元に帰っても，「いわどホタル祭り」というものを地域でもやっている

のですが，そういうことにも生かしながら取り組んでおります。 

そういったことをしながら，これからどういうふうにしていくかということで，提案と

いうか，今，置かれた課題というか，いろいろあるのですが，山でいえば，本当に有用な

木材を，繰り返し生産することができる山をもっと皆さんに興味を持ってもらいたいとい

うことと，もっと価値を高めたい。そして，この時代の流れとともに，木材価格が低迷し

て，山主に還元できなくなっております。山へどうにか還元できるようなことを考えてい

きたい。 近では職業が多様化して，田舎を離れて放置林や境界が分からない山林が非常

に増えております。こうした問題もなんとかしていきたいと考えております。 

そんな環境の中で，我々，高性能林業機械等を入れながら林業を機械化し，林業を強化
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していく反面，国産の木材利用と価格への不安というのがたくさんありまして，今後，木

材利用場面のさらなる創出に加えて，大きなサイクルで管理，運営，循環させ，できるだ

けの価格の安定と体制づくりが必要だと思っております。国産材，外材，需要と供給のバ

ランス等，課題はたくさんあると思いますが，山の資源はリサイクル可能な資源として，

我々の生活の中に今以上に利用されていくような，今後，国産材が広島県でも国内でも機

能していくような価値を高めていくことが必要だと思っております。 

現在，主伐による伐採が主で，植林した場所を伐採しているというよりは，松枯れによ

る箇所を伐採してきております。これまではそれに対して拡大造林の補助がありましたの

で新植等を行うことができたのですが，現在ではその補助がなくなって，今は再造林に対

して補助が出ているような状況です。それは，戦後植林した山に手入れが施されていない

ということで，県と，国もそうですけれども，間伐に対して補助が大きくシフトしてきて

いる。これによって森林整備，所在の確認等もとれるということで，これは大変いいこと

だと思うのですが，そうした松枯れによる伐採等の後も，放置林ではなくて，再生できる

ような施策をとっていただきたいと考えています。 

現在，森林組合等でも団地化への取組や利用間伐，作業道の整備等，小さい面積の所有

者の団地化等を進めておられます。そういう林道整備と作業道の整備といったことを早急

に行って，今後さらに山の価値をもう一度引き戻す施策をとっていただきたいと考えてお

ります。 

我々小さな民間事業体として不安な材料としては，今後間伐を進めていく上で，国有林

や県営林，公団・公社，森林組合など大きな作業面積を持った現場を確保しているところ

とは違いまして，我々，民間個人の小さな施業面積を集約化して，自ら作業できる山を見

つけ出して仕事量を確保していかないといけないという現状があります。これにはかなり

の労力が必要になってきて，今後確保していくためには，森林情報であったり，その地域

に密着した施業計画の情報や山林情報といった情報を我々にも，即座に行動に移せるよう

な環境を整えていただきたいと思っております。 

後に，我々が山をコーディネートできる林業家として地域貢献できるよう，雇用の創

出や人材育成，新しい技術や取組にもこれからチャレンジしていきたいと思いますので，

その後押しをよろしくお願いしたいと思います。 

 

○知 事 

ありがとうございます。3 人ほど新しく従業員の方を雇われたということなのですけれ

ども，その 3 人の方々はどちらからいらっしゃった方ですか。地元の方ですか。 

 

○Ｄ 

地元もおりますけれども，町外の方もおられます。 
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○知 事 

通勤して来られているようなイメージですか。 

 

○Ｄ 

そうです。今は通勤して来ております。 

 

○知 事 

林業については，今年，県産材を使った住宅に対して補助というのをやらせていただい

て，おかげさまで比較的好評で申込みもあったのですけれども，このねらいとしては，一

つ県産材の流通ルートを少し刺激して，そこが確立されれば，今後その循環が始まるので

はないかという考えもあったのですけれども，それについては実際林業をやっておられる

方としてどういう見方をされていらっしゃいますか。 

 

○Ｄ 

それは大変いいことだと思います。本当に少しずつですけれども，そういう形で何か刺

激をしながら，木を使っていただくことを考えて，一つ一つしていかないと，すぐにはい

かない問題だろうとは思っております。 

 

○知 事 

ありがとうございます。 

 

○Ｅ  

旧大朝町のＥと申します。よろしくお願いいたします。旧大朝は，国の天然記念物になっ

ております国内また世界にも有名な田原のテングシデが，あるところでございます。 

私は農業問題につきまして，知事さんにお尋ねさせていただきたいと思います。大朝地

域の鳴滝という集落で，農事組合法人の設立をいたしまして，その構成員であり，また役

員を務めております。農事組合法人につきましては，御承知のように平成 11 年度に県が農

業振興のための農山漁村活性化行動計画というのを策定されまして，その策定に基づいて

設立いたしました。その後，各地で法人が設立になりまして，大朝の地域におきましても，

今，七つの法人，地域全体の約 30％，面積で 200 ヘクタール以上集落法人が農業を担って

きております。まさに地域農業の担い手ということに法人がなっているわけであります。 

そうした中におきまして，この法人の経営状況につきましては，総じてなかなか苦戦を

しておりまして，米でとんとん，転作で赤字というのが経営の内容ではなかろうかと思い

ます。したがいまして，このたびの新政権における新たな米政策につきまして非常に注目
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をしているところでございますが，いずれにいたしましても，これは法人自らが立ち上げ

て改善をしていかなければいけない問題だろうと思っております。それにはどういう方策

を考えたらいいのかということで，転作田をいかに活用するかということが非常に重要で

あると思っております。 

今，国の政策の情報等で注目しておりますのは，生産調整におきましては，今までより

は手立てが薄いのではなかろうかという感がいたしておりまして，これを今後県が進めら

れてきている集落法人に対して，県としての何らかの手立てをしていただく必要があるの

ではないだろうかと思うわけであります。総じて大朝は米が主流であります。私どもの農

場におきましては，国あるいは県の進めている大豆，飼料稲，そういったものに取り組ん

できておりますが，地域の創意工夫によりまして，転作に果樹を早くから導入しておりま

す。果樹は健康機能の機能性として高いもの，あるいは，付加価値の高い付加価値作物に

なるもの，そういうものでブルーベリーであるとかワイン用の山ブドウを栽培してきてい

るわけであります。そういったものがこれからの農業の活性化に，今，法人の元気を取り

戻し，それからこの果樹が地域の元気の原動力になるのか，今，実証してきているわけで

あります。いずれにいたしましても，この法人におきましては，これから米の制度を受け

ようとしましたら，生産調整をしなければいけないということになりまして，これを管理

するのに非常に経費を要するわけでありますから，この手立てというものがどうしても必

要であると思います。そういう点を県のほうにお願いさせていただきたい。 

それから，法人といたしましては，いろいろなチャレンジができるシステムになってい

るわけでありまして，第６次産業化にもっていく，例えばブドウをつくればワインにして

いく。そのワインにしていく過程でいろいろな規制というものがあるわけでございますが，

この規制を緩和していただきたいと思います。そういう中で法人自らが考えて生き延びて

いけるような手立てをどうかお願いしたいと思います。 

 

○知 事 

ありがとうございます。転作作物が赤字になってしまうというのは，これは県全体では，

果樹とか野菜とかを進めていて，そういった野菜の専業は利益が出ているという話を聞い

たりするのですけれども，転作でやるとなかなか， 初が難しいということなのでしょう

か。 

 

○Ｅ 

私どもの大朝地域は，地形的に非常に重粘な土壌であって，国が示す作物が適地ではな

いということがあるわけです。そこで，法人あたりにおいては地域の創意工夫，作物の選

定ができるようになれば，やる気を持ってこの転作等にもチャレンジしていくということ

でございます。 
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○知 事 

国等が進めているものだと，利益が出ていかないということですね。分かりました。あ

りがとうございます。 

 

○Ｆ  

旧千代田町の川戸のＦと申します。川戸といいますと，スーパー神楽の中川戸神楽団の

地元でございます。 

私は，高齢者の方々にいつも元気でいてほしいとの願いを持ちまして，サロンに取り組

みました。高齢者の健康維持のもとにおきまして，元気なうちから介護予防への意識向上

をしていただきたいと願っております。 

また，家庭で閉じこもりの方，一人暮らしの方，高齢の方々などに声をかけまして，ボ

ランティアと参加者と本人とが一緒に活動しております。まずもって，元気になる場，出

会いの場，仲間の場，また仲間づくり，楽しみの場とそれぞれの目標を立てまして取組を

しております。 

また，春，秋と地域の皆さんとともに美化活動へも力を入れております。 

しかしながら，高齢の方が多くございますので，しっかり笑うこと，またお話をするこ

と，聞くこととして，会合を持っております。お食事会が一番楽しみなようでございまし

て，お食事会をするときは，必ず自分方の野菜を持ち寄りまして，皆さんでつくり会食し

ております。 

また，レクリエーションでもございますが，体操の指導員の方にもおいでいただきます。

室内ゲームとかクイズ，パズル，折紙とか，それは脳の運動，指先の運動，軽い体操とし

て行っております。テレビや新聞等で拝見しまして，こちらも工夫しながらつくっており

ます。参加者のうれしそうなまなざしに支えられて，元気を私たちもいただいております

が，「お互い様」の言葉を忘れないようにしております。 

また，介護が必要な状態になることを防ごう。自立した生活を目指しておりますが，な

かなか声をかけないと出ておいでになりません。 

また，「たんぽぽの会」と介護者の心の健康づくりに取り組んでおり，介護は一人の力で

は限界がありますので，本人の気持ちに添って支援することの大切さをつくづく感じてお

ります。無理せず，あせらず，マイペースで頑張ろう。介護者がばてないように，心の健

康を忘れないように，ゆっくり，優しく，穏やかにをモットーにしております。介護者の

胸の内，また沈みがちな，心が揺らぐときがあります。そのときはこの会に集まりまして，

語り合い，また元気を取り戻しております。 

おかげさまでものの見方の視点を変えることの大切を体験させていただいております。

介護にはゴールがございません。また，家族の会として携わる方々に，老老介護も多くな
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りますので，若いお方と一緒にお話し会，語り合いをいたそうと思っております。 

以上，行政の方の本当に御尽力と御支援をいただきながら心強く取組ができることを深

く感謝しております。私たち地域でできることは，みんなで力をあわせて頑張ろうの思い

です。現在，在宅介護，高齢者健康づくりに，力をあわせて元気づくりをしよう。介護と

は大切な人の恩返しだと思っております。以上でございます。 

 

○知 事 

ありがとうございます。介護奉仕にいろいろ取り組まれているというのは，本当に大事

なことだと私自身，個人的に思うのですけれども，冬になって雪も積もる地域ですし，実

際に日常生活でお困りになる点というのはどういうところが一番お困りになられますか。 

 

○Ｆ 

やはり雪が降りますと，閉じこもりが多くなります。お隣様との会話もなくなるような

状態になります。ですから，このサロンの会をやるときには，なるべく歩いて来ていただ

くようにしておりますが，雨の日，雪の日は送迎をしております。大体 80 歳以上の方は

送迎のほうもやっております。 

 

○知 事 

独居の方とかあるいは高齢者だけの方が増えていらっしゃると思うのですけれども，

日々の買い物とか，さっきお話の中ではコンビニもないということだったのですけれども，

それはどういうふうに解決されていらっしゃるのですか。 

 

○Ｆ 

買い物ですが，一番の心配が車です。今，デマンドバスがありますが，自分が出る時間

がバスに合わせられないということと，また，お互い様で，近所同士で助け合おうという

ことで，なるべく買い物に行くときにはお声をかけたりとか，そのように進めております。 

お一人でいらっしゃる方は，若い方がほとんど広島市内に出ていらっしゃると思うので

す。出たらいけないよ，家から出ないでよと，息子夫婦に怒られるというお一人暮らしの

方も増えておいでです。なるべく集会があったり，集いがあるときには，覗いて聞かせて

もらったりするんよという言葉もかけてほしいと思います。 

 

○知 事 

ありがとうございます。 
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○Ｇ 

旧千代田町のＧでございます。行政職員として長い間お世話になり，合併と同時に退職

をいたしましたが，元気維持のため，4 年間ほど大学へ通学をいたしました。おかげさま

で今年の春，卒業いたしました。 

 

○知 事 

おめでとうございます。 

 

○Ｇ  

ありがとうございます。4 月からは，住民，町民の立場で地域づくりに携わらせていた

だき，地域づくり協議会役員の一員でございます。 

地域のリーダーは会社，法人，行政機関も同じでございますが，自身がリーダーである

ときに，後継者づくりがとても大切であると思います。それは，リーダーが交代したとき，

常連の支援者，仲間となり得るからです。 

私は地域の交流による文化の継承について提案をいたします。本年，北広島町域にとっ

てとてもうれしいニュースがありました。それは，壬生の花田植が世界無形文化遺産ユネ

スコの推薦決定を受けたことです。御案内のとおり，私たちの町は自然に恵まれた田園文

化の地域で，特に民俗芸能の盛んな町です。世界無形文化遺産の推薦決定は，これまで保

存のため並々ならぬ御努力をいただいた保存会の皆さんをはじめ，御関係の方々のおかげ

と存じます。 

継続・保存をしていくことは大変でございますが，幸いに後継者づくりに力が注がれて

おります。学校を中心とした子ども田楽団であるとか，また子ども神楽団クラブなど多く，

町内の交流はもちろん，広島市，東広島市あたりからも参加をしていただき，活躍をいた

だいている現状がございます。 

小学校，中学校，高校生が遠方から通い，それぞれの本来の目的を忘れずに，規律を守

り，技能を身に付けながら，私は田楽ならできる，私は神楽ならできると自信を持ってお

ります。このことは伝統ある民俗芸能，保存，伝承，発展につながるものであり，学校で

学び育ち，社会で暮らす原動力を培う場になっていると思います。 

さらには，送迎をされる保護者の皆さんが町域の住民との交流で，集落法人などを通じ

て活力が生まれる土台も生じます。伝統と未来を結ぶものは交流であると聞いております。

知事には是非伝統ある民俗芸能，文化の保存・継承にお力添えをいただき，地域の交流に

より今，埋もれている宝，輝いている宝，将来輝くであろう宝を地域とともに大切にして

いきたいと考えております。以上です。 
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○知 事 

ありがとうございます。先ほど加計高校の芸北分校で神楽を見させていただいたのです

けれども，そのときも先生がおっしゃっていたのは，子どものときからみんなかかわって

やってきているので，高校に入るときには随分うまくなって入ってくるというお話をされ

ていました。私はそういうものはなかったのです。地域ではそうやって生活とか暮らしに

密着した形で伝承があって，それがまたみんなのつながりとか絆になっていると改めて感

じられましたので，それぞれ地域地域でいろいろなことがあるというのを私も実感させて

いただきました。 

 

○Ｈ  

旧千代田町から参加のＨといいます。よろしくお願いします。私，ＮＰＯ法人で理事長

をしております。この組織は，北広島町と商工会とともに連携をいたしまして，内閣府の

地方の元気再生事業を主に取り組んでおります。 

町内地域資源として，スキー場，神楽，花田植，八幡湿原，高原，どぶろくとか，いろ

いろな農産物等たくさんありますけれども，これらを活用しまして，集客交流事業を行い

まして，この地域がますます元気になっていくというのがこの事業の目的で行っておりま

す。 

具体的に言いたいところですが，時間の制限もあるので，内容をかいつまんでいいます

と，例えば先ほどＢさんがちょっと触れましたけれども，スキー場や神楽，農業体験を活

用して，東アジアからの教育旅行の誘致を行っております。日本政府観光局主催の商談会

に参加してプレゼンを行ったり，日本向けの海外旅行代理店へ直接 PR を行っています。 

また，癒しやセラピーの要素を取り入れた八幡高原への集客プログラムの企画開発を

行ったり，ウィークエンドファームの企画募集業務や出張朝市の候補地探し等を行ってお

ります。 

その他，Ｃさんが今，言われましたけれども，特産品開発も行っております。この特産

品は，いわゆるＢ級グルメでございまして，地元の米粉と千代田地区で栽培されている赤

じそを使ったもので，2 月中旬に正式発表を行う予定でございます。今はネーミングとか

パッケージングとか，いろいろなものを準備中でございます。この特産品は商工会を通じ

て全国展開も考えております。発表のときには湯﨑知事にもＰＲのほどよろしくお願いし

ます。また，マスコミの皆様もよろしくお願いします。 

もう一つ，道の駅「舞ロードＩＣ千代田」の整備計画も行っております。町の入口にあ

る道の駅でございますが，観光案内所もありませんし，飲食施設もありません。また，北

広島町は全国でも一番神楽団の多い町でございます。六十数団体の神楽団があります。常

設でいつでも神楽の舞える施設，神楽殿が要るのではないかと思っております。そこで神

楽殿と産直レストランの両方の機能がそろったものが道の駅にできないかと思いまして，
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私たちＮＰＯでは調査や実証実験を通しまして建設計画と運営計画を作成しております。

夜は外国人観光客や広島市内ホテル近くの観光客を対象にしまして，食事もしながら，特

産であるどぶろくを飲みながら神楽を楽しんでもらう場所であり，昼食時には産直で出荷

された新鮮野菜を使った田舎料理を振る舞う楽しめる施設にしたいと思っております。ま

た，先ほど言いました教育旅行誘致にもその場所を使って文化交流とか神楽体験にも有効

な施設になるのではないかと思っております。この計画ができあがりましたら，当然北広

島町とも協議の上，実現に向けて頑張っていきたいと思っております。 

しかしながら，今，広島市内のほうで市民球場跡地に神楽殿構想が持ち上がっていると

聞いています。うちのほうも早く道筋をつけないと，全部広島市に持っていかれるのでは

ないかと思って危惧しているところでございます。個人的な提案でございますが，市民球

場跡地は産直市場など，築地市場と比較してはいけないですけれども，境港にあるお魚セ

ンターとか，韓国とか台湾に行けば市場に行くのが観光の一つになっておりますけれども，

そういう観光客の呼べる産直市場等を展開されたらどうかと思っております。北広島町の

ブースもつくっていただけましたら，必ずたくさんの特産品を持って参りたいと思ってお

ります。本音は，広島市内に神楽殿をつくってほしくないのが本音でございます。道の駅

「舞ロードＩＣ千代田」の神楽殿の実現に，知事にはいろいろな面で御協力いただけたら

幸いでございます。 

後に，私たちＮＰＯは国の予算を使いながら事業を推進しておりますけれども，私た

ちメンバーは当然ボランティアで働いております。持ち出しもかなりしながら活動してお

ります。活動資金の補助等ありましたら，よろしくお願いします。以上でございます。 

 

○知 事 

ありがとうございます。Ｈさんの今の活動の幅の広さに，私は驚いてお話を伺いました。

こう言うとちょっと誤解もあるかもしれないのですけれども，そういう皆さん地域のリー

ダーの方だけが動いてもなかなかうまくいかなくて，たくさんの方を巻き込んでやってい

かれるということが 終的にはいろいろな活力につながるというのを今，改めて思ったと

ころです。できるだけ御支援したいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

○Ｉ  

旧豊平町から来ましたＩです。今，地区のＰＴＡの代表をしています。私たちの学校は，

県内で初めてＰＴＡと地域によって低コストでできる芝生を自分たちの手で植えて，育て

て，芝刈りとか管理して，芝生のグラウンドづくりに取り組みました。私たちの小さな学

校から発信されたグラウンドの芝生化が今とても話題になり，全国的に広がっています。 

個人的な活動としては，絵手紙の教室をしています。保育園とか保健センター，小学校

と公民館で，幅広い年代の人と出会いながら，ものをじっくり見ること，誰でも描けると
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いうこと，人と人とが優しい言葉でつながれる心のキャッチボールを大切に活動していま

す。 

さて，このような活動を通して常に考えていることがあります。今日の宝さがしの件な

のですけれども，広島県の宝と言えば，平和を大切にする心ということです。広島で育つ

子どもには，しっかりと平和の大切さを伝えて，将来，戦争や争いのない世界を願い，よ

く考えて，暴力ではなくて言葉の力で乗り越える知恵のある大人に育ってほしいと思って

います。 

大きな平和を考えるときに，個人の小さな平和が大切なことに気がつきます。平和な家

庭で子どもたちにしっかりと生活をさせ，さらに誰もが普通に生活できるように，政治に

よって地方を大切にしてほしいと思うのです。息子の通う学校は，全校が 40 名の小規模の

小学校ですが，一つの課題をじっくり勉強したり，例えばソバの実を植えて，育てて，粉

にして，おそばをつくるまで，粉にするのも手でつぶして粉にします。植えてから育てて

食べるまで，お米にしてもそうなのですけれども，田植えをして，稲刈りをして，お餅つ

きして食べるまで，全部できます。じっくり勉強したり，先生や友だちともしっかりかか

わりながら育っています。 

自然の中で芝生のグラウンドを走り回りながら，こけてもけがをしない。失敗しても許

し合える。思いっきり遊んで学習しています。複式学級というハンディーもありますが，

熱心な先生方の努力と工夫でたくましくて素直な子どもたちが育っていると思っていま

す。 

それでも悩みとしては，習い事や塾でもう少しレベルアップしたいと思っても，選択肢

が限られているし，送り迎え，時間，車等，物理的に難しかったり，仕事の関係もあり，

田舎で子どもを育てるのは簡単とは言えません。少ないＰＴＡ会費の中で，役員も毎年回っ

てくるし，会長のなり手がいないのも悩みです。ＰＴＡ活動にも内容の点検が必要と思い

ます。例えば芝生のグラウンドのように，小さな学校だからこそやってみようがすぐに実

現できる。過疎化に悩む地域だからこそ，本気の人間が多い。子どもが少ないからと，先

生を減らしたり，予算を減らしたりするのではなく，可能性の宝箱と信じて，心にかけて

いただきたいと思います。 

また，臥竜山の事件後，登下校の安全，外灯の整備が心配です。見守り隊，ボランティ

ア以外にも郵便局とか支所，警察など，地方には欠かせないこの宝を 大限に活用して，

日常的，継続的に山間地域の安全システムづくりを考えていただきたいと思います。 

また，農業支援，企業誘致などを通じて，田舎に町の若い人が住みたくなるように導い

ていただき，私たちの地域と行政が協力しあって，理想を高く持って，子どもの環境をと

もに守っていたきいと願っています。これから湯﨑知事の御活躍を期待しつつ，提案とさ

せていただきます。 
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○知 事 

ありがとうございました。本当に今おっしゃったように，小さい学校というのは，いろ

いろハンディーもあると思うのですけれども，逆に，すぐにできるとか，あるいは地域全

体の目が行き届くといいますか，都会の学校だと人がたくさんいるから逆に誰も見ていな

いというところがあるのですけれども，おっしゃるようにそういうところがすばらしい。

あと，実体験もできるとか，いろいろないい点はたくさんあるというのを今，改めて感じ

ました。ありがとうございます。 

 

○Ｊ  

旧豊平町，自治振興会の会長を仰せつかっておりますＪでございます。まずは，湯﨑県

知事様には，多くの県民の御支持での御当選，誠におめでとうございます。心から御祝い

を申し上げます。私のような田舎者は，今まで歴代の県知事さんにはテレビでしかお顔を

拝見することができませんでしたけれども，こうして初めて湯﨑県知事さんのお顔を近く

で拝見させていただき，うれしく光栄に思っております。 

時間に制限がございますので，簡単に豊平地域で現在取り組んでおりますことを一，二，

御紹介させていただきます。 

豊平地域にとってはそばづくり，生産，そして販売は 22 年続いております。地域住民の

活力源となっております。その たるものが年 1 回の地域挙げてのそば祭りであります。

そばでの地域興し，1998 年に新そばを食べに来んさいをスローガンに始まったこのそば祭

りは，そば保存会をはじめ，各種団体組織が一丸となって祭りを盛り上げてきております。 

この波及は，人との輪。人間関係をよりよくし，生産意欲を高め，また，神楽，民謡，

詩吟，和楽器など各種文化団体においては健康増進と生きがいを高める芸能発表へとつな

がっております。二日間で 2 万人余りの人が訪れますそば祭りは，地域活性化のため，こ

れからも私たちは取り組んでいかなければならないと思っております。 

幸いに豊平では日本有数のそば打ち名人の指導を受け，御伝授いただくこともできます。

また，豊平流そば打ち段位を取得することもできるわけでございます。 

県知事さんには，午前中にお立ち寄りいただいたように先ほどお聞きいたしましたが，

名人の打たれました温かい今年の新そばを御堪能いただけたと思います。 

次に，3 年前から始めました豊平自治振興会主催のとんど祭りは町外から多くの来客を

呼び大きなイベントとなっております。来年も 2 月 7 日日曜日に，どんぐり村の冬の陣と

同日開催で実施するよう今，準備を進めているところでございます。 

そのほか魅力ある住みよい地域づくりを目指して，毎年度地域づくり講演会を開催いた

しております。今年度も師走に入った 12 月 1 日，熊本県の山本孝二御船町長を御講師にお

招きいたしまして，魅力あるまちづくりの挑戦と題し，御講演をいただいております。約

100 人の方々の御聴講をいただいております。 
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豊平地域で今後取り組んでみたいこと。まず第一に，都市との交流でございます。第二

に，役場豊平支所 2 階の空き室を町長さんにお願いし，活用させていただき，各地区での

学習作品，絵画とか写真，手芸，切り絵，書・俳句，また短歌などの生涯学習活動として

取り組んでおられます作品などを展示して，皆さんに閲覧していただければと思っており

ます。 

次に，昨日の新聞には広島県もいよいよ初の事業仕分けが 26 日から始まるように報道さ

れておりましたが，中山間地域である豊平地域は，地区から地区への移動も遠回りせざる

を得ない。道路幅の本当に狭い未改良の町道がまだたくさん残っております。事故を心配

しながら，地域間の交流に努めているところでございます。過疎債，辺地債も是非継続し

ていただき，改良を進めていただきたいと思います。この間の地域での会合で，知事さん

に強くお願いをしておいてくれとの意見でしたので，よろしくお願いいたします。 

これは提案ではありませんが，知事さんにお願いがあるわけです。冒頭で申し上げまし

たそば祭りでございますが，国会議員さんは毎年来訪していただいておりますが，県知事

さんの来訪はいまだ一度もありません。湯﨑県知事さんには是非一度御来訪をいただいて，

地域の熱気を感じていただき，その中から住民のニーズを把握していただければと思って

おります。豊平は貴重な歴史，文化，豊かな自然，宝がまだたくさん残っております。是

非豊平においでいただきたいと思います。 

 

○知 事 

御招待ありがとうございます。公務等の差し障りなければ，できるだけお伺いさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○Ｋ  

旧豊平町より参りましたＫでございます。私は長年障害者団体の会長を務めております。

今日はこうして雪の中，北広島町においでいただきました県知事さんと懇談ができること

を非常に喜んでおります。 

私は，合併前は町議をしたことがございますが，合併したら町の活性化が進むのではな

いかと期待を持っておりました。しかし，現在の姿を見ますと，北広島町は山がほとんど

でございます。その山，畑そのものが非常に草ぼうぼうでございます。田を耕すというこ

とは，先ほどもここで話がございましたが，ダムの代わりになるということがございます。

そういうことで，県知事さんには農業，林業にしっかり力を入れていただいて，この田舎

にも若者が定住できる県政をしていただきたいと思います。 

私は長年百姓というものに慣れておりましたが，現在の百姓は高齢化が進んで，家の前

の畑も耕すことができないようなことになっておりますので，どうかこれを組織化するよ

うな方向で御指導いただきたいと思います。 

 － 20 －



続きまして，福祉についてお願いいたします。私たち障害者は，社会完全参加と平等を

願って頑張って生きています。 近のテレビ，新聞の報道で御存知のとおり，障害者に対

する偏見，虐待，差別が行われています。高齢者，障害者がお世話になる施設，事務所，

特に特別支援学級などでは，虐待が多く行われております。体は不自由でも，一生懸命社

会の底辺で細々と生きています。一人の人間として人権を守っていただきたい。このこと

について県知事さんは県民のいろいろな会へ御指導いただきたいと思います。 

この差別をなくすために，障害者差別禁止法，禁止条例といいますが，私たちは国にも

要請しております。しかし，県の段階で条例の制定ができるのではないかと思いますが，

どのように考えておられますか。 

北広島町には障害者に対する交流施設がありません。元の千代田高校豊平分校の跡がそ

のままになっておりますが，この施設を利用して，高齢者また障害者が学べる，集まると

ころができればと思います。どうぞこの施設の跡利用につきまして，合併前は話がござい

ましたが，そのまま途切れてしまい，今では草の中に校舎があります。これをしっかり利

用していただいて，この北広島町の活性化になるように利用していただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

後に，先ほども話がございましたが，この町の道路でございます。広域農道がござい

ますが，この完成が前の話では再来年ぐらいにはできる見込みでありましたが，工事が激

減になり，遅れております。もう少し前と同じように予算を付けていただいて，早く完成

していただきたいと思います。以上でございます。 

 

○知 事 

ありがとうございます。今の道路のお話は，先ほど来る途中にも，工事がちょうど終わっ

たというか，つながっていないところを拝見させていただきまして，これがつながるとつ

ながらないのとでは差があるというのを私も実感させていただきました。どういうことが

できるか，今すぐには分かりませんけれども，私なりにちょっと勉強したいと思います。 

あと障害のある方々が利用できる施設ということでお話があったのですけれども，これ

もこれから勉強していかなければいけないと思っているのですが，私のマニフェストの項

目の一つに，地域のたまり場というふうな言い方をして入れてあるのですが，障害のある

方だけではなくて，子どもとか，あるいは高齢の方が集まってこられるような施設という

のを，例えば廃校跡のようなものを活用しながらつくれるのではないかというアイデアは

ございます。私も，これはまだ来年 1 年間かけてそういったことは検討して進めたいと思っ

ておりますので，またいろいろ御意見もお伺いさせていただければと思っております。よ

ろしくお願いします。 
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○Ｌ  

旧豊平町から参りましたＬでございます。私の今までの生い立ちというか，現在あるこ

とを自己紹介いたしまして，それを通じて県のほうから手助けしていただきたいことを要

望したいと思います。 

私は専業農家の次男として生まれて，先ほど後継者云々ということがありましたけれど

も，自ら農業を自分の職業として選んで現在まで至っている者です。国内だけでなく，ア

メリカへ 2 ヵ年の海外研修を経験いたしまして，異文化から見る日本の農業とか，日本の

農村社会のいろいろな面を遠くから見たような気がいたします。 

現在，アセアンのほうから平成 2 年から農業研修生，それも農業を志している農業青年

を受け入れています。もう一つ，私と同じように海外へ農業研修として行く国内事前研修

の日本人の農業者を 1 ヵ月ないし 2 ヵ月受け入れています。自分たちが経験して，海外で

農業研修を経験して帰った人の組織で，そういう受入れに携わっているものでございます。 

そういう海外へ出ることだけではなく，違うところで生活してみると，自分の殻を壊し

たりするチャンスがあるので，いろいろ自分の農業経営の中で考えるところがあると思い

ます。農業を職業として選んだからには儲からなくてはいけない。儲けないと，そこで働

く意欲が失われるし，生活が成り立っていかないので，いろいろやりまして，なんとか法

人化してやろうと，個人で有限会社を設立することができまして，子どもの教育にも，こ

の法人なりの報酬でなんとか仕送りの基本とする金額を得ることができ，安定した教育活

動もできたような気がいたします。 

現在，こうして農村が過疎といっているのは，農業が嫌いという人間が多いわけではな

くて，農業で食べていかれないという思いがあるので，こうして海外研修に旅立っていく

青年を預かっていると，彼らは農業が本当に好きなわけですけれども，農業をするチャン

スとか場所的なものがなかなか得られないというような感じを受けております。 

現在，国も県も進めております，特に広島県が前知事さんの代から集落法人にはかなり

資金的なものが出ているのですけれども，旧豊平町時代に，豊平町で若者を育成しようと

いうことがありまして，現在，豊平町でも新しく若い人が，農家の子どもではない子が入っ

て，花壇苗とかいろいろな農業に携わっています。認定農業者にも同じような支援を，集

団組織の法人だけでなく，同等に近い支援を，個人の認定農業者にもある程度目を向けて

いただければ，自分たちがそこの地域の核とまではいかなくても，その地域の一点一点に

散らばっている若者を一つの仲間としてその地域で貢献できればと思っております。 

とりとめないのですけれども，お金がいただけるということはありがたいかもしれない

けれども，必要以上にもらうと，かえってそれが甘えを生んで，せっかく巣立とうとする

のに壊す状況になるので，必要なところに必要なものを提供していただければと思ってお

ります。以上です。 
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○知 事 

ありがとうございます。海外へ出られた御経験をベースに，海外からの受入れ，ないし

は海外派遣の事前研修の受入れをやられているということで，すごくいろいろ御貢献され

ているというのがよく理解できました。そういった中での支援というのが，少し見直すと

いうか，そういうことが必要なのだと今のお話として分かりましたので，それは私として

もまた勉強したいと思います。 

 

○司 会 

ありがとうございました。 

 
自由討論 

 

○司 会 

ただいまから全員での意見交換に移りたいと思います。当初の予定ですとほぼ予定の時

間でございますけれども，せっかくの機会でございますので，引き続き全員での意見交換

をさせていただきたいと思います。 

参加者の皆さんにつきましては，ほかの方の御提言に関連して御質問されたり，お話し

されたいことなどありましたら結構ですし，また知事のほうからも皆様のほうに御質問が

ありましたらお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○知 事  

私，何点かお伺いしたいことがあるのですけれども，特に今日は農業に携わっていらっ

しゃる方が多いので，農業，林業についてお伺いしたいのですけれども，今，何人かの方

のお話にもあったように，この地域での若者を呼び込んだりとか活性化を図る上で，農林

業というのははずせないというか，非常に大きな役割を果たすだろうと思っているのです。

それは皆さんお気持ちは同じ部分があると思うのです。でも，現実は大変というか，なか

なか進まない状況もあると考えておりまして，この一番大きな課題といいますか，これも

なかなか難しくて，それが分かればすぐ解決するという話かもしれませんけれども，皆さ

んはどうお感じになられますか。 

今，県の方針として，Ｌさんのお話の中にもあったように集落法人というのをかなり進

めていまして，その背景には，やはり一定の規模をつくっていくということと，経営的要

素を入れていくことが大事だという考えで進めているわけですけれども，これが進んでい

くとどういうふうになっていくのかということも含めて，何か御意見があったらお伺いし

たいと思いますが，Ａさん，いかがですか， も若手として。 
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○Ａ 

今，いっぱい法人ができているじゃないですか。僕個人の考えとしては，法人を使って，

まずは給料という形で生活の資金をもらいながら農業に関する知識を高めていく。いずれ

は独り立ちするなり，そういうふうなステップアップのための手段として，そういう入り

方もあるのではないかとは思いますが，どうでしょうか。 

 

○知 事 

なるほど。ほかの方はいかがでしょうか。 

 

○Ｅ 

今まで県が進めてきておられる集落法人は，完全な請負型の法人でなくして，集落単位

とかそういうことで発生をしておりまして，この法人が地域の集落機能維持ということを

担っているわけです。ということは，農地を当然管理する。そして，集落全体のことをこ

の法人が，担っているというような形になっておりますから，法人であまり儲かるという

形になっていないのが現状だと思うのです。 

それを打破していくには，私どものところは米が中心でありますから，先ほど申し上げ

ましたように生産調整は維持管理の面で赤字。それをどう乗り越えるかということは，収

益性の高いものをつくって，それを 6 次産業とかに加工してやれば収益が上がってくると

いうことになると思いますが，そういう点をこれから県のほうで，この地域の法人が何を

やろうとしているのかということをよく把握していただいて，それに対する規制緩和であ

るとか支援というものをいただきたい。このように思います。 

 

○知 事 

それぞれの集落法人が何を取り組もうとしているかということにきめ細かく対応して

いってほしいということですか。 

 

○Ｅ 

はい。 

 

○Ｂ  

法人についてなのですけれども，私，八幡で 140 ヘクタールぐらいほ場整備した田んぼ

があるのですが，面積的にやれば三つぐらいの法人に分かれてやるような，トータルする

とそうなってしまうと思うのですけれども，今までずっと中山間地を維持してきたのは一

戸一戸の個人の農家です。これが全部法人にいった場合，これは私の考えなのですが，果

たして集落を守っていけるのか。例えば田んぼを任せてしまえば，先ほど長男だから残っ
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たというお話がありましたが，私も長男だから残ったのですけれども，農地を守ってきた

のが，人に任せれば自分はよそに行って働く。就労場所，働く場所がこの近くにはないも

のですから，それなら働く場所へ行って，転居して住んだほうがいいのではないか。あと

に残るのは，法人をやって守ってくれる人だけが残っていく形になっていくのか。だから，

すべて法人ありきの考え方がいいのか，先ほどＬさんがおっしゃったように認定農業者，

大型農家を育成していくのがいいのか，いろいろなケースを考えてみないといけないと思

います。むしろ今の法人の方もみな高齢化していると思うのです。うちらもそうなのです

けれども，実質的には私も 60 歳を超えて，私が本気になって法人をしても 10 年持ちませ

んよ。だとしたら，今度は農地を任すためにそういったものを育成する若い人を，逆に言

えば今度は市内からお願いして来ていただいて，その人に農地を任せて，我々はよそで見

るというような形，あるいは 10 年ぐらいになっていくかと思うので，法人の形態を，地元，

地元と言わずに，やるのならもう少し幅広く，企業参入ではないですけれども，新規就農

者を探すという方法もとれるかと思います。 

 

○知 事 

私も個人的に考えるに，これは県の政策ということではなくて，個人的に考えるに，おっ

しゃったように今，農家の担い手の方がすごく高齢化されているので，若い人が入ってこ

ないと，そもそも担い手がいなくなって崩壊してしまいかねないという印象を持っていま

す。それが農家のお子さん方，この方々を中心に組み立てなければいけないということに

なると，たまたまＡさんはなられましたけれども，中には自分は違うことに関心があると

いう人も当然いらっしゃると思うのです。逆に，都市で生まれたりしても，実は農業に関

心があるという人もいるかもしれないというのを考えたら，そこでいろいろな人が入って

こられるような仕組みというのが必要で，しかも，いきなり土地を買ったり，ものすごく

大規模な投資をするというのは若い人には無理ですから，お金も貯まっていないわけで，

そう考えると，幅広い形態の法人があって，いろいろな地域から人が呼び込めるようなこ

とは必要なのかなというのは私も感じます。 

ただ，それが実際には地域をすごく大きく変えることにもなる。新しい人ですから，そ

の地域のことを全然知らないわけですよね。そういう人たちが入ってくるということもあ

るので，あるいは，農家で土地を持っていらっしゃる方から見たら，ある意味知らない人

にそれを任せていくということにもなるので，そういった点が現実はどうなのかと考えた

りもするのですが，それはどうですか。抵抗感というか，そういうのはあるのでしょうか。

それとも，背に腹はかえられないという感じですか。 

 

○Ｂ 

私は背に腹はかえられないと思いますが，今やっておられる方は，自分たちで頑張って
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きたというので抵抗を持っておられるかも分かりません。 

 

○Ｌ 

それは組織をつくるということの前に，はっきりした目的を持ってつくりあげられない

と，漠然と集まれば物事が解決するという組織よりか，何だからこの組織が必要なのか，

それをちゃんと吟味してつくっていくべきだと思うのです。 

私がさっき認定農業者と言ったのは，自分は農業で食べていこうという若者，青年，そ

の方はその目的があるから，経済とかいろいろなものがずっと右肩上がりというのは難し

いと思うのですが，ある程度上がって，踊り場的な，何年か煮詰めて，また次のステップ

に行く。そういう階段的なもののときに，もう一押し行政のほうからしていただければ，

次の階段に上がっていかれると思うのです。集団組織は，目的としてここの耕作地を守る，

要するに環境保全のための集団なのか，ここで営利活動をするための集団なのかというの

をはっきりわきまえていっていただきたいと思います。環境を守るための集団なら，農業

予算を使ってほしくないということで，いかにも農業者は優遇されていると消費者のほう

から見られるけれども，本当に農業者が豊かになっているかといったときには，道路の問

題にしろ，農道の問題にしろ，いろいろあると思うので，そこらあたり区分けしていただ

いて，何のために集団をつくるのか，していただければいいと思います。 

 

○知 事 

確かに雇用とか生産に貢献していくということであれば，個人経営の農業であっても，

集団の農業であってもそれは同じということですよね。その目的がまさに農業生産であり，

それによって雇用が生まれていくという，そこをはっきりしてかかるべきだということで

すね。 

ちなみに，林業も同じような状況というか，林業のほうが，広島は山も多いですし，こ

の緑というのはすばらしい資産であると思う一方で，なかなか大変な現実があると思うの

です。農業よりも大変な現実があるのかなという気もするのですが，今の御議論をお聞き

になっていて，林業のほうでもあてはまる部分とか，あるいは全然違うとか，そういった

御感想とかございますか。 

 

○Ｄ 

林業は農業とはまた少し違って，本当に 1 年や 2 年ですぐできるものではなくて，農業

もそうやって積み重ねて，上手につくっていくとか，いいものをつくっていくというのは

あると思うのですけれども，林業は大きなスパンの中で考えていかないとなかなか難しい

状況がありまして，本当に今，木材の価格が低くなって，そこを伐採して木を売ったとき

に，次にそこへ育てるだけの，山主へ落とすことができないような状況が起きているので
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す。そうしたときに，県や国で考えておられるのは，利用間伐とかそういう長伐施業とい

うのを考えておられて，そこに植栽をしなくても，今はこういう状況だけれども，次に資

産が残る状況で価値をまだ引き延ばしていける。その中で僕ら自身も仕事が生まれますし，

そういう長期的な考えを持った中で，次にその山をどういうふうに生かしていくのかとい

うのも山主さんに提案をしてあげながら，なんとか今度伐期を迎えるまでに木の価値をも

う一度よみがえらせていくというか，循環させていく仕組みをつくっていくというか，そ

ういうことをこれから取り組んでいかなくてはいけないと思っています。ちょっと答えに

なっていないかもしれませんが。 

 

○知 事 

ありがとうございます。確かに相当長いスパンで考えた手を打っていかないと，ころこ

ろ変わっていたらやっていけない面もあるということですよね。 

 

○Ｄ 

そうですね。今，現場，現場でこなしているような状況ですけれども，本当に計画を持っ

て，労働力を増やしていって，そこで雇用を生んでいこうと思ったときに，ある程度の仕

事量，全体像，どこにどういう山があって，どういう状態のときにまた仕事ができるのか

というような状況把握というのも，今はＧＰＳやらＧＩＳとかいろいろな新しい技術もあ

るようですけれども，僕らの民間にはそういった情報技術というのもなかなかまだ難しい

現状があって，そういうのを僕自身も勉強していきたいと今，考えているところです。 

 

○知 事  

ありがとうございました。時間ももう終わりかけて，あと写真を撮らなければいけない

というのもあるのですけれども，もう一つだけ皆さんにお伺いしたいのは，合併の件です

ね。合併してよくなったのだろうかというお声もあったのですけれども，実際に合併をし

た結果というものをどういうふうにお感じになっているか，あるいはこういう課題を強く

感じるというような，そういったことがあったら是非お伺いしたいと思うのですが。 

 

○Ｂ 

時間がないので簡単にいきますが，一つは， 初にいいますと，山県郡は東部と西部が

あったわけです。東部が 3 町村，西部が 4 町村。このたびの合併で北広島町と安芸太田町

の二つに分かれました。合併のときに芸北地区がこっちの東部に入ってしまったわけです。

もともと西部でエリアを張っていたので，消防関係，農協関係，医療，全部あっちに関係

していたのが，合併によって，この北広島町に入った。私たちは広島市農協に入っている。

千代田あるいは大朝の方々は北部農協に入っている。それぞれ農協の体系も違いますし，

 － 27 －



農業に対してものすごく温度差があるのです。これは何とかして同じ町内一つの農協とい

うのが私は理想だと思うのです。県内 23 市町に合併してなったのですけれども，こういう

ねじれ現象が県内でいっぱいあるのではないかと思うのです。消防のほうは，昨年，芸北

地域も西部からこっちの東部に入れていただきましたので，この町内一つの消防署になっ

ております。 

もう一つ，例えば今日視察されました加計高等学校芸北分校もそうです。西部にあった

から，同じ地域内ですから，加計に本校があって，芸北に分校をつくったのですけれども，

今度は分かれてしまった関係で，加計と町が違いますから，例えば小さなことでも本当は

加計町にお願いしたいと思っても，町のほうも地域外で難しいと，やはりこれもねじれ現

象として出ている。そういった合併による弊害がいろいろな場所であると思うのですけれ

ども，これもひとつ見直していく方法が県内で要ると，農協はもう一回再編成されるかも

分かりませんけれども，要るのではないかと感じております。 

 

○知 事 

ありがとうございます。ほかの方はいかがでしょうか。Ｉさん，いかがですか。 

 

○Ｉ 

やっぱり合併した後は，家の近くには郵便局とか役場があったのですけれども，全然人

が減ってしまって，家の周りは田舎の中でもちょっとした集落だったのですけれども，食

べ物屋さんもあるし，いろいろなちっちゃなお店がいっぱいあったのですけれども，それ

が随分困っていらっしゃるみたいですね。役場の職員さんが減ったり，郵政民営化で郵便

局の職員も随分，郵便局の中身も変わってきていますので，ちょっと元気がなくなった。

豊平はとても元気のあった町だったので，お祭りとかも減ったりして，だんだんじり貧と

いうか，元気がなくなったというのを年が進むごとに感じるようになっています。 

 

○知 事 

ありがとうございます。合併の目的の一つに行政のスリム化というのがあって，行政の

スリム化を進めていくと，どうしても人が減るので，そういうことも起きていると思うの

ですが，なかなかこれは難しい問題ですよね。結局，役所の人たちの人件費を維持してい

るのも皆さんの税金であったりするわけなので，そこのバランスをどう考えるかというこ

とだと思いますけれども，どうもありがとうございます。 

ほかには，もうちょっといいですか。もう一方ぐらいお伺いしても，どなたか。 

 

○Ｇ 

合併前は今の千代田エリア，千代田地域で仕事をさせていただいておりました。この 4
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月から地域づくりにかかわりまして，千代田エリアを回ってみますと，すごく広いと思っ

ていたのですが，すごくエリアが狭く見えるのです。というのは，4 町が合併しましたら，

すごく面積が大きくなる。そういう小さいものの見方でなく何事も考えていかなければい

けないのかと，私は千代田エリアに住んでいますが実感をしております。 

 

○知 事 

見方を変えていかなければいけないということですね。ありがとうございます。 

どうしてもこれは言っておきたいというのがもし，おありであれば。 

 

○Ｂ  

1 兆円構想というのを教えてほしいと思います。 

 

○知 事 

「瀬戸内 海の道 1 兆円構想」というのは，今，瀬戸内海でいろいろばらばらな観光

の取組がされているのですけれども，それをもう少し一体化して，エリアとして振興して

いくと，もうちょっとお客さんを呼べるのではないかということで，広島県だけではなく

て，ほかの県も巻き込みながら，共同のプロモーションだとか，あるいはインフラ開発だ

とか，そういったことを進めていければと思っています。今，大体 8,000 億円ぐらい観光

収入があるのですけれども，それが 1 兆円以上になるように目指していきたいというのが

1 兆円構想です。 

実は，これは海ということで今，申し上げているのですけれども，山間部でも同じよう

なことができるのではないか。今のスキー場のＰＲというのも一つだと思います。それも

考えていきたいと思っておりますので，海だけではなくて，山もちゃんと考えていますと

いうことは一言申し上げておきます。 

 

○Ｂ 

知事さんにお願いしたいことは，今，国を動かしているのは知事ではないかと思うので

す。そういった意味で，東国原，大阪府橋下知事に負けないような，顔の見える知事になっ

ていただきたいと思います。 

 

○知 事 

ありがとうございます。 
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閉  会 

 

○司 会 
実りのある御意見，御提言をいただきまして誠にありがとうございます。大変に残念で

ございますけれども，予定の時間がまいりました。皆様には長時間にわたり御協力をいた

だきまして，誠にありがとうございます。 

後に，本日の感想も含めまして，知事から御挨拶を申し上げます。 

 

○知 事 
改めまして，今日は本当にお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

した。時間が限られている中で不十分な議論だったかもしれませんけれども，皆様のお話

をお伺いできて，私も大変ありがたいと思いました。自分の中で想像していたことと一致

している部分もありますし，逆に，そうではないだろうと思っていたら，そうだったとい

うこともあったりして，やはり直接こうやっていろいろお話をお伺いすることで，全然見

方が変わってくるというのを改めて感じた次第でございます。 

いろいろな御意見がある中で，これから県政を考えていく上で反映できるもの，反映で

きないもの，いろいろあるかもしれませんけれども，いずれにしても，私がこれから政策

をいろいろ考えていくベース，もちろん私だけではなくて県庁全体で政策を考えていく上

でのベースとして，しっかりと受け止めさせていただきたいと思います。 

皆様は地域のリーダーの方々だというふうにも思いますので，引き続き北広島町の，あ

るいはこの県北の発展に御貢献いただけると大変ありがたいと存じますし，また皆様のま

すますの御活躍と御健勝をお祈り申し上げて，私の締めの挨拶とさせていただきます。本

当にありがとうございました。 

 

 


