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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 2 回県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」を，ここ三原市の

ゆめきゃりあセンターで開催いたします。 

初めに，湯﨑知事が御挨拶申し上げます。 

 

○知事（湯﨑） 

三原市の皆様，こんにちは。今日は第 2 回の県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」とい

う名前で開催させていただきます。この開催にあたりまして，一言御挨拶申し上げます。 

本日この懇談会に御参加いただいた 12 名の皆様，お忙しいところ，休日に本当にありが

とうございます。また，たくさんの傍聴の方にも来ていただきまして，本当に皆様ありが

とうございます。 

この県政懇談会というのは，私が県庁の仕事を進めていく上で大きな一つの視座として

おります現場主義というものに基づいて進めているものでございます。私自身が県内各市

町を訪問させていただきまして，県民の皆様とお話をさせていただきながら，宝であると

か，あるいはその宝のもとを探していく。同時に，もちろん各市町，地域の現状にはいろ

いろな課題もあると思っていますので，そういった課題もあわせてお話をお伺いさせてい

ただく。そして，これを県政に反映させていくということで開催させていただいておりま

す。 

1 年間かけてやっていくつもりでございますけれども，今日はここ三原市で開催させて

いただき，本当に私もうれしく思っております。前回は北広島町という，山間部でやらせ

ていただき，今回は海に近いところ，それから街ということで開催させていただいており

ます。 

この懇談の前に，私の県政運営の基本方針を簡単に御説明させていただきたいと思いま

す。広島県というところは，非常に競争力のある産業と，それから技術，そしてそれを支

える優れた人というのがあるすばらしいところだと思っております。もちろんそれに加え

まして，非常に世界的にも誇れる自然環境もございますし，御存知のとおり宮島をはじめ

とする世界遺産であるとか，そういった遺産もたくさんございます。 

他方で，広島県全体として，また一部の地域において，今や一部とも言えなくなってき

ているのですけれども，過疎化であるとか，高齢化であるとか，あるいは人口減少といっ

た大きな課題に直面している中で，新しい発展を遂げて将来にわたって活力ある広島県を

つくっていくためには，この広島県が持っている力であるとか宝というものを最大限に活

用していかなければいけないと感じております。 

私は，知事として県政を行うにあたって，この広島県が持つ力や宝，ほかの言い方とし
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て底力，これを最大限に引き出して，そして，あらゆる分野で新しい活力を生んでいく。

具体的には，「人づくり」であるとか，「新たな経済成長」，「安心できる暮らし」，そして，

「豊かな地域づくり」，それからこれは県庁の中の話ですけれども，「行政運営の刷新」と

いったことをやっていきたい。これを五つの挑戦と呼んでおりますけれども，この挑戦を

行って新たな活力を生んでいきたいと考えております。そして，この挑戦を通じて，本当

に広島県に生まれて，育って，住んで，働いてよかったと思える広島県をつくりたい。こ

れが私の基本的な考えでございます。 

今日はこの会場にお伺いさせていただく前に，市内の各地を巡らせていただきました。

だるま工房でだるまもつくってまいりました。筆影山で，今日は本当に天気もよくて，瀬

戸内海が向こう側の四国まで見えて最高の景色でした。こういったいいところを見せてい

ただきましたし，若干商店街の，一部は衣がえをして活気があるけれども，一部はシャッ

ターが下りていたり，あるいは駅前の開発が進んでいないというような現状も拝見させて

いただいております。 

今日は，御参加の皆様には日ごろ取り組んでおられるいろいろな活性化であるとか，あ

るいは感じていらっしゃる困っていること，課題というのを忌憚なく卒直にお話しいただ

きまして，新しい時代を切り開く広島県づくりを一緒に考えさせていただければ私も幸い

だと思っております。 

テレビカメラも入っていたりしまして緊張されるところもあるかもしれませんけれど

も，是非リラックスして率直にお話しいただけると大変ありがたいと思います。 

最後ですけれども，本日いただきました御意見等は，一つ一つのものについて即座に取

り組んでいくということにはならないかもしれませんけれども，皆様がお感じになってい

らっしゃること，これを県政を行っていく上での基礎にしていきたい，これからの 4 年間

の県政を行っていく上での大切な部分にしていきたいと思っております。もちろん具体的

に取り組むべきことがある場合には，関係部局とも相談しながら必要な対応はとっていき

ます。そういう形で広島県政に役立てていきたいと思っておりますので，皆様の御協力を

改めてお願い申し上げます。 

以上，簡単ですけれども，皆様へのお礼も兼ねまして，私の御挨拶とさせていただきま

す。本日はよろしくお願いいたします。 

 

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。 

発言につきましてあらかじめ順番を決めさせていただいておりますので，誠に申し訳あ
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りませんが，順番に従って御発言をお願いいたします。 

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，限られた時間の中での意見交換となります。最後の 30 分程度はできましたら皆様

全員での意見交換という形にしたいと考えておりますので，知事との懇談も含めてお一人

あたり 5 分程度ということでお話し願えればと思います。よろしくお願いいたします。 

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。お座りになったままでお願いします。 

 

○Ａ  

Ａと申します。よろしくお願いいたします。 

私は障害者の母親です。少し前までは保健師として介護保険が始まるまで寝たきりの高

齢者の方々のお宅に訪問させていただいて保健指導するという仕事をしておりました。今

では障害者自立支援法ができまして，ＮＰＯ法人の認証を受けて，障害のある方々の地域

での暮らしについて取り組んでおります。主には障害のある方の芸術活動や障害のある方

の水泳活動，そして，障害のある方が地域で暮らしづくりをしていくための仕組みづくり

に取り組んでいるところでございます。 

私は障害のある方たちが何かをしてもらう存在ではなくて，まちの中で役に立つ存在に

なり得るのではないかと思っておりまして，障害のある方がまちを再生するというふうに

考えています。 

私の娘は電動車椅子で毎日移動して，活動しております。娘の障害は筋肉の病気で，病

気の進行とともに次第に障害が重くなっていきます。自分のことをいつまでたっても自分

でするようにならない娘をどのように育てるのか，そして，どんな大人にしていくのか，

試行錯誤の毎日でした。私は障害者の親になるためのレッスンを受けているわけではあり

ませんので，私が母親に育てられたと同じように地域の中で普通に育てていきたいと思い

ましたが，やはり困難の連続でした。その中で娘がどうやったら自分のことを自分で意見

が言えるようになるのだろう，意思を表現することができるようになるのだろうと考えた

ときに，表現をするということに取り組んでみようと思いまして，障害のある方の芸術活

動や水泳活動を始めました。水泳は当然スポーツ活動ではありますが，全身運動の場でも

ありますし，自分の体を浮力や水の力を借りて自分を表現していく場でもあると思ってお

ります。イギリスにありますプログラムでハロウィック水泳法を取り入れまして，赤ちゃ

んから高齢の方まで一緒に泳ぎ続けて今，30 年になります。障害のある赤ちゃんと，それ

から中途障害で高齢の方と一緒に水泳を楽しんでいただいておりますけれども，双方に大

変効果が見えていると思います。赤ちゃんをお世話するということは，当然昔とった杵柄

でもありますし，若いお母さんにとって先輩の御夫婦を見るということは，自分たちの行
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く道が見えてくるというもので，お手本にもなろうかと思います。たかが水泳ではござい

ますが，地域の中でどうやって暮らしていくのかという一つの手段にもなっております。 

障害のある方の芸術活動につきましては，私はこう思うとか，こういうふうにやりたい

という意見を言えない方のほうが当然多いわけです。障害があるのでこんなことを言って

はいけないのではないかと思って，なかなか表現ができないのが現実の状況でもあります。

それをなんとかする，そういう表現をすることができるようにするためには色を使う，素

材を使うということで芸術活動をしておりまして，皆様の作品を作家として見ていただけ

るように定期的に個展を開催したりしております。 

そして，障害者自立支援法では，障害福祉サービスも取り組ませていただいております

が，障害福祉サービスをお使いいただきまして，地域の暮らしをどのようにしていくのか

ということも一緒にやっております。 

しかし，制度やサービスだけで障害のある方がまちの中で豊かに暮らしていくというこ

とは難しいことです。不足するものがたくさんあります。その中で，私の娘は先ほど筋肉

の病気だというふうに申し上げましたが，だんだんに食べ物を飲み込むことが困難になっ

てまいります。そういう娘と普通に家族や仲間が一緒に外食を楽しむということはとても

困難なことです。レストランに行って同じものを食べることは到底無理なことなのです。

どんどんお家の中に引きこもって，家族も，どっちも出かけることが難しくなってまいり

ます。そこで，私はホテルに嚥下食のディナーをつくっていただけませんかということを

お願いいたしました。同じ食材で家族と一緒に食事をすることができる。シェフのプロの

技を私たちに少しお貸しいただくことでそれが可能になるということが分かりました。先

日も嚥下食のフルコースをいただくことができました。このことで高齢者の皆様や同じよ

うな悩みを持っておられる方にその食事を提供することもできますし，先日クリスマスの

パーティーをそこでさせていただいたときは，逆に嚥下食のデザートのほうがおいしかっ

たよみたいなことを言われると，娘や同じような病気の方は大変喜んで，みんなでつつき

あいをして食べたりもいたしました。その嚥下食というのは病院食ではありますが，病院

食がレストランのメニューに進化をいたします。これも障害のある方が一緒に食べたいと

いうところから出てきたものです。 

そして，障害のある方が地域で暮らしていくためにはサービスも十分必要なことではあ

りますが，住まいを確保するということが大変困難です。段差があるよね。玄関からも入

れんし，お風呂はどうするんかね。トイレもああいう状態だったら使われんよねというよ

うなことが頭の中に浮かんでくることなのですが，そのことも最初に問題になります。そ

こで，障害のある方の宮殿づくりに取り組んでみました。宮殿というのはお恥ずかしいよ

うなことなのですが，障害のある方と私たちにとってはまさにベルサイユ宮殿の次ぐらい

の気持ちの建物なのです。それをイタリア語で宮殿というので，「パラッツォピットーレ」

と名付けて今，住んでおられますが，自分の障害の状況にあわせて，自分で工夫すれば自
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分でできる状態の住まいを自分サイズで業者の方や建築関係者の方と相談をしながらつ

くってまいりました。そして，自分流の暮らしづくりを福祉制度を使って実現していくと

いうことをしました。そうすると，住宅メーカーの方にたくさんのアイデアが生まれまし

た。そして，建具をつくってくださる方に新しいアイデアが生まれました。実際に既製の

ものでこういうものが使えるのではないかというものはほとんど取り除いて，こんなふう

に使いたいときにこんなふうなものがほしいという形でお家をつくったのですが，そのこ

とが住み手の満足だけではなくて，それをつくってくださる方の満足にもつながり，喜び

にもつながったと思います。こういうふうに障害のある方の活動をまちの中に生かしてい

くことができないだろうかと思っております。物をつくるということは，意欲を出してつ

くりあげるというところで到達するのですけれども，それをどのように使い続けていくの

かということも大変大切なことだと思っています。 

こういうふうに障害のある方が地域で暮らす，地域のまちの再生につながっていく活動

にするためには，障害者差別禁止条例を広島県の中におつくりいただくことが必要だと

思っております。千葉県でも，「千葉県づくり条例」という形で条例が生まれました。そし

て，この 4 月からは北海道でも同じように施行されます。そして，成年後見制度を十分活

用していただいて，障害のある方の権利がきちんと守られる中でまちの再生が進むのでは

ないかと思っております。ありがとうございました。 

 

○知 事 

 ありがとうございました。お話をお伺いしていると，本当に前向きといいますか，障害

のある方が活動することによって街が変わっていく，あるいは周りが変わっていくという

のは本当に前向きだなと思うのです。今，障害者差別禁止条例のお話もありましたけれど

も，その前向きさというのを広げていくためには，条例対応というのももちろんあると思

うのですが，その他にはどういったことが鍵になっていくと思われますか。 

 

○Ａ 

 それは，障害のある方やその家族の方が地域の中で同じように豊かに生きていきたいと

思ったときに，こういうふうにしたいと言えることが大事だと思います。それには環境づ

くりもありますし，当然本人さんのそういう表現力というのも必要になると思いますので

教育の問題にもつながってくると思います。そういう意味で，差別禁止条例といいますと

非常に固くて怖いように思えて，誰かを処罰するのではないかという感じに思われるので

すけれども，まちづくり，地域づくりのために一番人間として基本的な人権が守られてい

くという基本的なところをきちんと抑えて，それからやれば障害のある方もまちの再生づ

くりに貢献できるのではないかと思います。 
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○知 事 

 ありがとうございます。もう一点だけ，今の表現力とか教育とか，つまり，御自身の意

思で発信をしていく，かかわっていくということも大事だというふうにお伺いしたのです

けれども，今のいろいろな教育体制の中で，そういった点はいかがですか。もうちょっと

改善すべき点があるとか，あるいは学校の対応としては比較的うまくいっているとか，そ

の辺はいかがでしょうか。 

 

○Ａ  

 私が娘を小学校に入れるときは，障害のある方は特別な支援のもとに教育を受けるほう

がいいのではないかと教育委員会のほうからもお勧めいただきまして，それは一理あると

いうふうにその当時思いましたけれども，私の娘は教育を受けて，その結果によって社会

に貢献するというのは非常に難しい重い障害だと思いましたし，現実的ではない。教育を

受けることは地域の仲間たちと一緒でも大丈夫ではないかと思いましたので，地域の学校

に進学するということを大変強く希望いたしまして，御理解をいただいて，ずっと地域の

学校で過ごすことができました。そのことが今，娘は本当に自分のことを１人で何もでき

ない，しゃべるだけの人なのですけれども，今，地域のアパートで一人暮らしをやって，

10 年続けております。それにはたくさんの方の御支援をいただかなければいけませんし，

最初の 5 年間ぐらいは，当然制度もあるわけではありませんから，地域の皆様がたくさん

手を貸してくださって，助けていただいたから今の彼女があると思うのです。その助けて

いただくきっかけになったのは，地域で学んだことだと思います。銀行に行けば「こんに

ちは」と声をかけていただきますし，お店に行ってもそうですし，地域にずっといたので，

いろいろな方が，御家族の方が知ってくださっているので，全員が見守り隊になっていた

だけるような感じで，私のほうも最初は大変心配をいたしましたけれども，なんだ，こう

やって地域のお世話になりながら生きていけるのだというふうに思いました。 

では，娘は何を働き掛けていくのだろうと。それは一方通行のものであってはいけない

ので，こちらからも当然社会に役に立っていくものがなければいけないだろう。そのこと

は何なのだろうと考えながら，まずはＮＰＯの認証を受けて，そこのところも仲間たちと

一緒に考えながらやっていこうと思ったのです。教育の問題は大変大きい問題で，今，新

しく特別支援教育にもなっておりまして，発達障害というのは大変分かりにくい障害で，

本人さんもなかなかその障害を理解できないで困っておられることがたくさんあるのです

が，住宅の問題でも，生活音の問題だとか，家具の形の問題などを配慮すれば，その方た

ちも十分に地域で暮らしていけるのですけれども，それは教育も必要なことでもあります

し，その人たちの生活を守るためには，地域の中にある資源というか，住宅をどういうふ

うに工夫するのかということでも提言ができると思っています。 
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○知 事 

 ありがとうございました。 

 

○Ｂ  

こんにちは。Ｂと申します。私が現在取り組んでいること，学校でなのですけれども，

私は生徒会長として，インターアクト部などと協力してボランティア活動や募金活動など

を行っています。 

今回，広島を活性化させるにはどうすればいいかということについていろいろ考えてみ

たのですが，私が思ったのは，まず県外の方々に知ってもらうということが大切だと思い

ました。京都の祇園祭り，讃岐ならうどんというふうに，広島と聞いて思い浮かぶのは宮

島とか原爆ドームとか，そういう文化財や世界遺産に登録されているものがあるにはある

のですが，県外のものに比べるとインパクトが薄いのではないかと思うようなものが結構

あるのです。だから，より多くの人に知ってもらうための一つの方法として，まずはホー

ムページを変えていくというのがあります。初めて旅行に行くときに，大体皆さんもイン

ターネットや情報誌などを調べて行くと思うのですが，例えば広島城を挙げてみますと，

私が調べたものだけなので一概にこれだけとは言いにくいのですが，広島城のホームペー

ジは千光寺や県外でいう名古屋城などと比べて全面的にアピール不足ではないかと思いま

した。県外からも見に来られる方々もいると思うのですが，調べてみたときに行きたいと

いう気持ちが湧いてこないような感じだったので，そこをまず改善してみるというのもあ

るのではないかと思いました。 

ほかにも，イメージキャラクターの存在も薄いのではないかというのがあります。彦根

の「ひこにゃん」のように，有名な場所あるいはその市だけのキャラクターをつくってみ

るというのもいいと思います。広島城でいいますと，毛利元就とか毛利輝元などのような

歴史と絡めてみるのも一つの案だと思います。 

イベントなどでは，三原市のやっさ祭りや神明市，広島市内ではフラワーフェスティバ

ルなどもありますが，県外の大きな祭りやイベントなどに比べると目立つものではないと

思ったので，県民の私たちも知らないようなイベントが結構たくさんあると思うのですが，

知らないと行けないし，教えられないし，ということで，まずそういうのをほかの人たち

に広めていく場合には，自分たちが知っておかないといけないというのもあるので，最初

は私たちが積極的に参加していって，周りの方々に伝えていくというのが大事だと思いま

した。 

高校生というか，遊びたい盛りの年というか，そういう立場から言わせてもらいますと，

遊ぶところ，人の集まるところが少ないと思います。市内に出るとそれなりにあるのです

が，やっぱり県外に出たらいっぱいあって，ショッピングモールのようなところ，三原市

でいうと，福山にあるコロナワールドのようなものが一つぐらいあってもいいと，若者が
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集まれるような場所があってもいいのではないかと思いました。終わります。 

 

○知 事 

ありがとうございました。未成年の初参加で，ありがとうございます。高校生から見て，

将来の広島県はどういうふうに見えていますか。広島県の将来とか，広島県の未来とか。 

 

○Ｂ 

現状から見ますと，やっぱり活気がないので，このままいくと本当に何もない県という

か，思い浮かぶとすれば，宮島とか原爆ドームだけというような感じになるような気がし

ます。 

 

○知 事 

こういう質問をしていいのかどうか分からないのですけれども，大人になったら，学校

を卒業するなりして広島県に残りたいと思っていますか。みんなの前で答えるというのは

厳しいかもしれませんが，自分でなくてもいいです。周りの人を見てどう感じているかで

もいいです。一般的な意見で結構ですけれども。 

 

○Ｂ 

私は，大学の志望が県外なのですが，就職率的にも首都圏のほうがいいですし，今，残

りたいとは…… 

 

○知 事 

ありがとう。でも，それは正直言って若い人の実感だと思うのです。だからこそこうやっ

て，若い人が残りたい，もちろん若い人だけではなくて，お年寄りにも広島にいてよかっ

たと思われるような広島県をつくっていかないといけないと思っているのです。それで，

こうやっていろいろお話をお伺いしながらやっているのですけれども，本当に今の若者が

集まるような場所とか，あるいはレストランでも，今日も実はさっき，すなみ海浜公園の

レストランに行って，あそこはすごく景色もよくておいしかったのですけれども，そうい

う若い人もエンジョイできるような場所というのがたくさんあるといいなと思います。僕

も頑張ります。ありがとうございます。 

 

○Ｃ  

私は三原商工会議所から本日出席いたしましたＣと申します。セメントやコンクリート

が本業でございまして，どうも民主党の政策理念がコンクリートから人へですから，非常

に商売としては苦しい状況でございます。 
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今日の参加者を見ましたら，それぞれの分野で特色のある取組を行っている団体・個人

となっておりまして，会議所が出ていいのかという気がしないでもないのですけれども，

お許しをいただきたいと思います。 

まず，地域の活性化などのために現在取り組んでいることや今後取り組んでみたいと考

えていることはどんなことかという点ですが，三原商工会議所といたしましては，中心市

街地活性化に対する取組，それと市ふるさと情報発信事業に対する取組，この２点を挙げ

させてもらいました。三原市も御多分に漏れず駅前を中心とした中心市街地の衰退が進ん

でおります。先ほど知事が帝人通りのほうをずっと見たとおっしゃいましたが，駅前は御

覧のとおりでございます。4 年ほど前のデパートの撤退というのがその象徴的な出来事で

ありまして，デパートが撤退したビルの跡地を昨年三原市が取得いたしました。それを機

に，三原市では中心市街地活性化基本計画を今年の 11 月ごろを目途に国へ申請する作業を

現在進めております。申請にあたっては，中心市街地活性化協議会の設立とまちづくり会

社の設立が必要条件となりますので，三原商工会議所が発起人となって，昨年 10 月に協議

会と株式会社まちづくり三原という会社を設立いたしました。市が取得いたしました跡地

でございますが，これを民間ディベロッパーに再開発をしてもらいまして，それを起爆剤

として中心市街地の活性化を目指すもので，基本計画が国で認定されますと，いろいろな

支援もあるようでございますので，できることなら認定をとって，支援を受けながらまち

づくりの事業展開をやっていきたい。中心市街地の活性化を図りたいと思っております。

その場合には，まちづくり会社がその事業展開のまとめ役ということになると思います。

そういう取組を行っております。 

それから，昨年の秋に国土交通省より仮認定を受けたみなとオアシス三原でございます

が，これは三原内港周辺のにぎわいづくりを目的とするものでございます。三原内港とい

いますのは，まさに中心市街地そのものでございますので，今後中心市街地活性化基本計

画とリンクしていろいろな事業展開を計画していこうと考えております。その際，例えば

内港にある公園を利用してオープンカフェなどをつくろうと思えば，港湾管理者は広島県

ですから，県の許可が要るということでございまして，そういうふうな計画が出てきまし

たら，是非県のほうでは前向きに検討していただきたいと思っております。 

それから，三原内港や須波港にしまなみ海道と同様なサイクリングターミナルを設置し，

沿道間の乗り捨ても可能なシステムを構築することや，沿道間の観光情報や特典などを盛

り込んだしまなみ海道プラス定期航路のパンフレットを製作して広く情報発信を行い，誘

客を図ることが考えられる。要は，三原内港あるいは須波港から定期航路に乗って因島や

瀬戸田，あそこからサイクリングロードに乗るというふうなことで，これもそういうター

ミナルを設置する場合には，当然県が港湾管理者でございますので，是非その場合には検

討していただきたい。こういうことでございます。 

それが第一点の取組でございまして，もう一つの市ふるさと情報発信事業に対する取組
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といいますのは，これは昨年から始めたことでございまして，三原市を全国に PR するとい

う目的で，三原市と商工会議所，観光協会などが市ふるさと情報発信推進協議会というも

のを設置いたしまして，三原市にゆかりのある著名人 10 人を選びまして，ふるさと大使に

任命させていただきました。政治活動や雑誌のコラム，ブログなどで三原市の観光名所や

特産物，文化などを全国に発信してもらおうと，こういうことでございます。 

それから，もう一つは三原ブランドの認定でございますが，これは今年の 1 月 14 日に審

査会を開催いたしまして，市内で製造される食品や工芸品，こういうものの中から 35 品目

を三原ブランドに認定し，そのうちの数点は新宿にあります広島ゆめてらすで販売しても

らう。そういうふうなことを行う計画をしております。 

次に，広島県がその底力を引き出しながら新たな活力を生み出していくために知事に提

案してみたいことはどんなことかということでございます。これにつきましては，このよ

うに考えております。三原市本郷町船木地区へ工業団地を造成されてはどうでしょうか。

三原市は空港，それから外国貿易ができる外貿港，ＪＲの新幹線，在来線，山陽自動車道，

すべての交通手段を持っている，これは全国でも珍しいところだと思っております。これ

はまさに三原の宝物だろうと私は思っております。三原市本郷町船木地区に工業団地を造

成し，大企業を誘致すればいいのではないかと思っております。その際は，ＪＲに対して

船木に在来線の新駅を設置していただくようにお願いしてみてはどうかと思っておりま

す。広島県は，私が聞いたところによりますと，もう大分前から船木地区には工業団地用

の山林を所有されていると聞いております。そういうふうなこともありますので，どうだ

ろうかと思っております。特にこの三原地区は県営椋梨ダムの工業用水が十分余るぐらい

あると聞いておりますし，また三原市があの本郷町一帯に全部光ファイバー網を整備して

おりますので，そういう通信基盤も完備していると思っておりますので是非，これは会議

所からの提案でございます。以上でございます。 

 

○知 事 

ありがとうございます。一番最後の船木地区の件ですけれども，これは割とはっきりし

ているので，おっしゃるとおり県では用地を持っておりまして，造成のための設計までやっ

ているのです。今，引き合いがなかなかなくて，それで着手していないのですけれども，

先日も東京で企業懇談会というのをやってきまして，広島県での企業立地を私が営業を

やってきたのですけれども，今後景気も回復していって，引き合いが出てきたら県として

も対応したいと思っております。今の時代，先にとにかくつくって，お金を投じて，あと

は分かりませんけれども頑張りますというわけにはなかなかいかない時代になってきたの

で，そういうような進め方でやっております。おっしゃるように非常にポテンシャルは高

いところだと県としても認識しております。 

中心市街地の件なのですけれども，三原市というところは，人口構成は厳密にいうと
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25％ぐらいが 65 歳以上ということで，必ずしも若いというわけではないし，高齢化がすご

く進んでいるというわけでもない。逆にいうと，14 歳以下の方が 13％いらっしゃって，そ

こそこ，比較的若い方が多い街かなと思っています。そういう中で，この中心地に人が集

まりにくいというところの理由，実感としてはどの辺にあるとお感じになられますか。い

ろいろ理由もあって，何か明快な解があればみんなすぐ解決してしまって何の問題もない

ところなので，難しい問題だと思っていますが，実感として，県もあれこれ考えているの

ですが，実際に住んでいらっしゃってどんなふうにお感じになることがありますか。 

 

○Ｃ 

大学もあるのですけれども，なかなか若い人を街で見かけないですね。先ほどＢさんが

おっしゃられましたように，若い人が楽しめるような場所がないということかもしれませ

んけれども，あまり若い人を見かけませんね。 

 

○知 事 

今，三原の若い人はどういうところに飲みに行ったりとかされているのですか。ばらば

らなのですか。 

 

○Ｃ 

駅前。 

 

○知 事 

やっぱり駅前ですか。よく言われるのが，郊外型のお店に皆さん車で流れていくという

話もありますけれども，そういう印象もありますか。そういうふうにお感じになりますか。 

 

○Ｃ 

三原の場合は，大型ショッピングセンターが，一つは駅から歩いて 5 分ぐらい，もう一

つが駅から歩いて 10 分足らずですから，中心市街地の中にある意味では大型ショッピング

センターが二つあるわけです。そういう点では，それをずっと歩いて回遊してつなぐよう

な仕掛けが必要なのだと思いますが，どちらかへ車をとめて，中を歩いて行けるような。 

 

○知 事 

福山とか広島に出て行ってしまうということもあるのですか。 

 

○Ｃ 

それはあります。私などもそうです。 
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○知 事 

車とか交通の便がよくなると，かえって遠くまで行ってしまうということもあるという

ことですか。 

 

○Ｃ 

山陽道ができたときに，久井町から来ていらっしゃる方もおられますが，久井三原イン

ターから三原へ行かずに広島へ行こうか，福山へ行こうかと。非常に便利がよくなったと

いう話は聞いておりますので，それはあると思います。 

 

○知 事 

ありがとうございます。あと，お話の中であった港湾関係は，もちろん例えば安全性と

か，そういった観点からいろいろな制約がある部分があるかも知れませんけれども，そう

いうところを除けば，私としては積極的に対応したいと思いますので，是非いろいろおっ

しゃっていただければと思います。 

 

○Ｄ  

三原の沖の佐木島からやってきましたＤといいます。佐木島は，御存知のように過疎高

齢化で，高齢化率が 53％ぐらいですので，２人に１人は 65 歳以上ということでございま

す。昭和 30 年ごろ 3,200 人ぐらいいた人口も，平成 2 年には 1,600 人とちょうど半減いた

しまして，平成 20 年には 1,000 人を切りまして，去年の 21 年は 970 人，今年は 930 人と

いうような状態で，どんどん過疎が進んでいるところでございます。 

先ほどＣさんからサイクリングロードということを言われましたが，フェリーは三原市

から佐木島にもあるのですから，そこを一つ利用するように。工業団地についても，島で

すのでそういうものがありません。そういうことでどんどん過疎化するということで，平

成 2 年，活性化のためにトライアスロンを誘致しようということで，第 1 回目が平成 2 年

に行われまして，昨年が第 20 回で，20 年続けてきたところです。 

活性化といって，三原市も活性化と言っているのですが，活性化というのは言葉だけ活

性化で，なかなか活性化が実際はしないので悩んでいるところです。 

平成 17 年に私が退職いたしまして 4 年目ですが，17 年にある同級生の奥さんが昔から

ある登山道を復元いたしまして，そういうところに 18 年からボランティアガイドというの

を発足させまして，いろいろなところにお客さんを呼ぼうということで，18 年にはマップ

を地元のボランティアでつくっていただきました。島のマップです。そういうものをどん

どん配りつつ活動してきたわけですが，「ＪＲふれあいウオーク」などで，よそからたくさ

ん観光として島に渡っていただいております。これはなぜそういうことをしたかといいま
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すと，フェリーの運航が島民にとっては第一なのです。フェリーをとめられたらどうしよ

うもありません。平成 15 年石油がどんどん高くなったときに，運賃の値上げと減便を会社

側が打ち出したわけです。今度は 18 年にもすぐまた減便ということで，減便と運賃値上げ，

２度そういうものに遭いましたので，反対というか，島民にこれではいけないのではない

かということでアピールしました。中国新聞が取り上げてくれたのですが，そういうこと

で島民にとって最も必要なのはフェリーなのですが，過疎化して人数が減ったために会社

もしようがなく減便せざるを得ない，値上げせざるを得ない。瀬戸内海の島嶼部はみなそ

うです。そういうことで，活性化には島外から島にお客を呼ぼうというのがもとなのです。

そういうことでマップをつくったりして，山登りやウオーキングをやっております。5,000

人とか 6,000 人，一説によると 1 万人ぐらい来たのではないかというようなことも言われ

ております。 

自民党の終わりの時期なのですが，農水省農政局の方が佐木島に渡ってこられて，ちょっ

とお話をしていたらいい事業がありますよということで飛びついたのが，ふるさと地域力

発掘支援モデル事業ということで，これも中国新聞に取り上げていただいたのですが，こ

れに手を挙げまして，21 年 3 月 14 日に発足しました。その事業は始まっていたのですが，

終わりの一番最後に追加申込みで手を挙げて採用していただいて，それをみんなでやろう

ということでやっていたところ，1 年たったら政権が変わりましたので事業仕分けに遭い

まして，これが 1 年間で中止，廃止ということになったわけです。ですから，1 年間はや

らせていただく。来年から，つまり，4 月からはないのです。 

そういうようなことで，三原市さんも非常に協力していただいているのですが，金銭的

には確約できないということです。廃止と言われているのですから，三原市もお金を出さ

ないということなのです。そういうことで困っているので，是非三原市さんや県がこの点

について何らかの協力をいただければというのが一つのお願いです。 

事業をいろいろやってみるに，私も佐木島の出身でございますが，島には何もないとい

つも言っているのですが，私の同級生が広島から帰って，その奥様が言うには，島には素

晴らしい宝があると言うのです。私は宝のようなものはないと言うのに，彼女は宝だと。

何が宝なのですかと言ったら，自然がいいと。自然といっても，私は毎日見ているのです

が，ひとつもいいことはないですと言うのですが，歴史とか伝統文化があると。何よりも

人情があると言うのです。確かに島ですから身内と同然で人に対して優しいです。そうい

うものを言われるので，取組で見ますと，なるほど自然を使ってそこに人がかかわれば，

人を呼ぶ力が出るということを学ばせていただいております。ですから，どこも活性化と

言っていますが，人を上手に使う。人がうまくそこに働き掛ける。これがあればなんとか

事業は盛り上がっていくのではないかと思っております。 

そのために，これからどうしたらいいかということで，今，私たちが考えているのは，

まずコミュニティー，そういう話をするところがないといけない。それから食品の加工を
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するところがないといけない。ブランド品もつくらにゃいかんじゃないか，高齢化してい

る農業を助けにゃいかんじゃないかというようなことを目標に挙げて，いろいろとやって

おります。 

県の仕分けもあったようでございますが，そういう頑張ってやろうという気持ちを踏み

にじらないようにやってほしいというのがお願いでございます。ひとつよろしくお願いし

ます。 

 

○知 事 

ありがとうございました。今のＤさんのお話というのは，本当に現実だと思うのです。

そうやって人も減ってしまうし，活性化といってもずっと取り組んでもなかなか，そこで

人が戻るわけではないという，これまでの現実がある。さらに，行政は，いいなと思った

ら途中でやめてしまうみたいなことも含めて，大変厳しいと思います。私も含めて，県と

してもそういった活性化策というのはいろいろやろうとしていて，すべてがうまくいって

いるわけではないということですので，本当に幅広い地域にその成果を及ぼしていくには

何をしたらいいのか。 

一つの鍵は，その土地，地域の方々が考えられることを大事にすることかなと思ったり

しています。コメント的になってしまったのですが，それはどう思われますか。それもあ

る意味きれいごとのように聞こえたりするのですけれども，そうは言ってもほかの人が何

か考えて押しつけるというのは，やっぱりうまくいかないと思うので，私はできるだけそ

れぞれの地域でと思うのですが，今，改めて感じたのは，例えば我々の視点というのは，

地域と言ってもそれこそ三原市であるとか，あるいは中山間地域とか，島嶼部みたいな形

で，それでもまだ単位が大きすぎるのかなとお話をお伺いして感じたところです。 

 

○Ｄ 

やはり大きくひっくるめて言うのではなくて，拠点，拠点でやらないとなかなかそうい

う効果は出ないと思います。 

それで，ちょっと一つだけお願いしたいのですが，今，道路を無償化するという話があ

りますね。島はフェリーが足で，高速ですので，今のような道路はただで走らせますとい

うような手当をして，我々には無関係ではちょっと偏り過ぎているのではないかと島民は

怒っておりますので，よろしくお願いします。 

 

○知 事 

分かりました。フェリーについては，去年，実は国のお金も出て支援をするということ

が一つと，いわゆる本当の生活の足になっている部分については存続するためのサポート

をしていこうということになっております。なっているのですが，今年，その辺の考えが
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正直あいまいな部分があると私自身が見て思いましたので，例えば生活航路というのも橋

と競合しないところだけとか，佐木島の場合には橋がありませんから生活航路ということ

でそこは自動的に認められると思うのですが，そうではない部分も含めて，例えばここで

すと生口島と三原の航路というのも，現実としてはたくさんの方がお使いになっていらっ

しゃるので，橋はずっと回れば尾道までつながっているのですけれども，そういう場合は

生活航路ではないのかとか，そういったことも含めて整理をして考えて，残すべきものは

残すための行政的な支援を行っていく。そうでないものは，逆になかなか，お金をある程

度集中してやらないといけないということもあって，それはやめるとか，そういった整理

を今年やりたいと思っております。 

 

○Ｅ  

Ｂさんのような若い方々が夢を持つ力，あるいはそういう夢を実現していくときに非常

に支えになるものは芸術文化であると信念を持ちまして，三原市芸術文化センターにおり

ますＥです。実際には地域性を反映して，御高齢の方を中心に，シニア世代のお客様が多

いのですけれども，そういった方々が楽しんでいただくこともひとつありますが，今，申

し上げたように若い方々がそれに触れることによって新たな世界を感じるということが最

も重要な仕事だと思っております。 

その中でも三原市芸術文化センターポポロができること，あるいは中心に据えることと

いうのは，三原でしか見られないものをやるということだと思います。これは足を運んで

くださる方がそれによってああよかったと思うだけではなく，芸術文化センターに足を運

ばない大多数の方々が，ポポロがあることによって自分は三原に住んでいてよかった，こ

こにいてよかったと感じていただくこと，ステータス，豊かさの実感を生むことが最も重

要な公共文化施設のミッションだと思っております。 

そういったものを創り出しますのが専門的な知見，専門家ならでの情報と知見によるも

のだと思います。かくいう私は東京の株式会社に所属しておりまして，広島県内ではＡＬ

ＳＯＫホールの運営も指定管理者として承っております。 

私は三原市在住の横浜市民でして，自宅は横浜にあります。こちらに参りまして 1 年半，

休みのたびに観光客になる数少ない住民だと思います。今，お話がありました三原市民で

なければ分からないよさと，三原市民では気付かないよさ，その両方を感じる立場にいる

と思います。そういった形で地域をいろいろ見まして，奥田元宋ですとか平櫛田中，円鍔

勝三という優れた芸術家に触れてとても楽しいホリデーを過ごしておりますが，ここ三原

にもそういった意味で非常に重要な人物がおります。それは浄瑠璃作者の並木宗輔です。

この名前を御存知の方は非常に少ないと思います。三原の成就寺さんのお坊さんだったと

いうことが学術的にもある程度証明されておりまして，そこの断渓慧水というお坊さんが

30 歳のときに還俗して大阪に出まして，すぐに浄瑠璃作者，歌舞伎作者として名を成しま
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した。今までは合作者だった竹田出雲の作ということで，浄瑠璃の名誉は近松門左衛門と

竹田出雲，この２人が独占していたのですけれども，実は竹田出雲作と言われていたもの

のほとんど，合作者と言われたもののほとんどが並木宗輔の中心的な筆によるものである

ということが今，演劇界の研究の中で新たに証明されておりまして，浄瑠璃と歌舞伎の三

大名作と言われております『仮名手本忠臣蔵』『義経千本桜』『菅原伝授手習鑑』この３作

は並木宗輔の作と言われておりまして，演劇界では日本のシェイクスピアということで再

評価を得ています。 

私がこうして三原に縁があって参りまして，芸術的な知見と地元をぶらりぶらりと歩い

て見つけた成就寺さんの並木宗輔の看板，その二つをあわせまして，今，感じていますの

は，こういった地元にある宝，そういったものをもう一度評価して，それを芸術文化資源

として地元のステータス向上のために活用していくとともに，これを観光資源として生か

していくという道が非常に重要ではないか。また，そういったときに，三原市だけではな

く，広島県の宝として評価していただいて，一緒にこのムーブメントを支えていくのが重

要ではないかと感じております。私のほうからは以上です。 

 

○知 事 

ありがとうございます。並木宗輔さんのお話は，私も不勉強ながら全く存じ上げなかっ

たので，ちなみに皆さんも御存知ではないですよね。すばらしいお話ですよね。今の三つ

の『義経千本桜』とか『仮名手本忠臣蔵』とか，逆にこれは日本全国の人が知っている話

ですから，これを三原で書いたというと言い過ぎかもしれませんけれども，三原出身の人

だというのは素晴らしいので，本当に県の宝として是非売り込みたいと思います。本当に

ありがとうございます。 

おっしゃるように，私もそうなのですけれども，東京に二十数年いて，でも，広島で生

まれ育ったのです。広島県民としてでないと分からない部分と外から見える部分というの

があると思うのです。これは私の意見なのですけれども，地域づくりをやるときに，先ほ

どの地元で考えることが大事だというのと同時に，やっぱり外の目というのもすごく大事

なので，それも大事にしていかなければいけないとまた改めて思いました。ありがとうご

ざいます。 

 

○Ｆ  

社団法人三原青年会議所のＦと申します。よろしくお願いいたします。昨年，湯﨑知事

が知事になられる前に一度お会いさせていただいたときに，知事になられたら，是非身近

な知事になっていただきたいということをお願いしたのですが，覚えておられるでしょう

か。早速そういった形で三原の地にお越しいただきまして本当にありがたいと，またこの

場にいさせていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。 
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我々，社団法人三原青年会議所は明るい豊かなまちづくりを基本理念に，2005 年にビ

ジョンを発表いたしております。「三原の誇想創力」というタイトルでつくらせていただい

ております。基本的にはこのビジョンに基づいて我々は活動を行っております。大きく分

けて三つのキーワードをつくっております。一つは，「資質の高い三原市民づくり」。二つ

目が，「市民が一体感を感じられるもの」。三つ目が「まちのオリジナリティー」の創出と

いうことで，ひっつけますと，資質の高い三原市民が一体となってまちのオリジナルティー

を創出するとき，三原の存在意義が高まり，誇りあるコミュニティーの輝く町三原を目指

して，今，活動を行っております。 

その中で，本年度の取組として地産地消に焦点を当てたまちづくりを行ってまいりたい

と思っております。調べてみますと，三原市内でも地産地消を協働でやられているいろい

ろな団体があると思います。これをそれぞれがやるのもいいですが，同じ三原として，広

島県として，一体となってやっていくことが，まとめてやっていくことが今後の宝になっ

ていくのではないかと思います。 

もう一つは，未来の三原を担う子どもたちの心を豊かにはぐくむ授業を行っていこう。

簡単にいいますと，先ほどＢさんが広島県に住みたいと思いますかと知事に質問されたと

きに回答するのが難しそうに見えたので，やはり広島から出て行かれた若い，私も若いの

ですけれども，若い世代の人たちが，先ほどＥさんの言われたことに対して知事も言われ

ましたが，外に出てみて改めて自分のふるさとに帰ったときに，自分のふるさと，郷土を

大事に思う気持ちがさらに強くなるのではないかと考えております。そこで，小学校の子

どもたちに郷土愛をはぐくむような授業を行ってまいろうと思っております。それにかか

わった取組として，三原にはいろいろなお祭りがありますが，大きいお祭りもあります。

やっさ祭りは，実は小早川隆景という歴史的な武将が三原に浮城というお城を建てられた

ときに，これから三原が発展していくということで町の人たちが喜んで踊ったのが起源と

言われているぐらい歴史あるお祭りです。これはまさしく三原の宝ではないかと思ってお

ります。今年三原やっさ祭りが第 35 回という節目の年にもなりますので，是非我々三原市

民として PR をしていかないといけないのですけれども，広島県の大きいお祭りの一つとし

て取り上げていただいて，考えられている「瀬戸内 海の道一兆円構想」の一つに加えて

いただければと思っております。よろしくお願いします。 

 

○知 事 

ありがとうございます。まず，一点目は広島県とも協力しながらというところは全くおっ

しゃるとおりだと思いますので，県としても，先ほどのとおり地域を主体にしながら，そ

れをいかにサポートできるか，ほかの言い方をしたら，現場を大事にして，現場をいかに

サポートできるかというのが県庁の組織のあり方だと私も言っているのですが，それと共

通したことで，地域づくりというのは地域が主体になってやっていく中で，それをいかに
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サポートできるか。そういう考えでいけば二人三脚になっていけると思いますので，私も

庁内でそういうふうに進めてまいりますし，ただそうは言っても，なかなか個別でうまく

いかないところがあったら，それは遠慮なくいろいろ教えていただければ改善するように

努めますので，よろしくお願いします。 

もう一つ，やっさの話ですけれども，県内，例えばこの沿岸部で見ても，鞆のひな祭り

であるとか，宮島の水中花火大会とか，いろいろあると思うのです。今は個別のプロモー

ションが行われていますけれども，こういうことを一つずつつなげて，年間こういうのが

ありますよというのをもっともっとアピールしていくというのが，「海の道一兆円構想」の

中の一つの要素であると思っています。文化，お祭りとかもそうですし，食べ物もそうで

すし，歴史であるとか，あるいは偉人みたいなものもそういうものかと思います。個々が

やるだけではなくて，それぞれの関心あるものをつないでみていくとか，そういったこと

ができるようにしたいと思っていますので，これから 1 年かけて構想を練っていきますが，

逆にいろいろ御協力をお願いすることがあるかもしれませんのでよろしくお願いします。

ありがとうございます。 

 

○Ｇ  

三原ウイメンズネットワークのＧといいます。よろしくお願いします。三原ウイメンズ

ネットワークは，男女共同参画の啓発推進をする団体で，市内の九つの女性団体から構成

されています。21 年度の活動内容としまして，一般市民への啓発活動として，セミナーを

年 3 回開催しております。そして，会員への啓発活動として，各団体，企業などの啓発集

会を，講師は会員がいたしまして 21 年度は 11 回開催します。3 月末までに約 180 名ぐら

いの方に集会に来ていただける予定になっております。そして，最後にピンクリボンキャ

ンペーンを今期は開催いたします。ピンクリボンキャンペーンは乳がんの早期発見，早期

治療をする目的として 3 月 6 日に開催する予定になっておりまして，先日も中国新聞に掲

載していただきましたら反応が大きくて，是非来年度も引き続きやっていきたいと思って

おります。 

そして，県への要望ですが，一般競争入札の条件に男女共同参画を取り入れていただき

たいと思っております。行政，企業の役割は実に大きく，入札条件に男女共同参画を織り

込んでいただいたら，企業はいま以上に男女共同参画に取り組んでいただけるのではない

かと思っております。 

２番目に，県の担当窓口についてです。現在，広島県の男女共同参画担当窓口は環境県

民局総務管理部にあります。男女共同参画の施策は，ＤＶ，女性の人権，エンパワーメン

ト，女性の教育，子育て，介護と幅広く，政策的に決定するには，企画・政策する企画振

興局にあるのが妥当かと考えておりますので，男女共同参画の窓口をもう一度考え直して

いただきたいと思っております。 
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３番目，先ほども言いましたようにピンクリボンキャンペーンを 22 年度も引き続き行い

たいと思っておりますので，県のほうとしても予算を付けていただきたいと思っておりま

す。以上です。 

 

○知 事 

ありがとうございます。ピンクリボンについては，来年度ということですか。 

 

○Ｇ 

はい。今年はもう実施するので。 

 

○知 事 

そうですよね。来年度の次の 3 月に向けてのという意味ですね。分かりました。という

か，今どうなっているのか私ちょっと把握していないのですけれども，それはまた。 

 

○Ｇ 

知事が財団法人広島県健康福祉センターの会長さんでもありますよね。 

 

○知 事 

はい。 

 

○Ｇ 

そこら辺で予算をとっていただいたらありがたいと思います。検診車は福祉センターの

ほうから来ていただきます。 

 

○知 事 

今，まさに予算をやっているのですけれども，すみません。多分やめるという話はない

と思うのですけれども。 

 

○Ｇ 

しっかり予算をつけていただいて，それと中国新聞を見たというので尾道の方からも電

話をいただきます。尾道ではピンクリボンキャンペーンをしないのですかというふうにお

尋ねになったりしますので，各地域でピンクリボンキャンペーンをしていただいて，無料

検診を受けていただく方が増えれば，女性の乳がんの早期発見，早期治療につながると思っ

ております。 

 

 － 19 －



○知 事 

その予算は三原市にだけついているということですか。 

 

○Ｇ 

いいえ。 

 

○知 事 

全体の予算ですよね。分かりました。 

男女共同参画については，私も今，非常に関心を持っているのが，いろいろな社会的な

ことはもちろんあるのですけれども，それ以前に，これから非常に高齢化が進んでいく中

で女性も社会進出をしなければいけない。そのためには，逆に男性が代わって，これまで

女性が主に担ってきた家庭内の仕事というのも男性と分けながら，女性が外のお仕事も参

画されるという形にしないと労働力が持たないのではないかと思っておりまして，そう

いった観点からも共同参画であるとか，あるいはワーク・ライフ・バランスというものを

見直していかなければいけないと思っております。と言いながら，私自身が最もそこから

はずれたような，ほとんど家にはいないし，家のことはあまりできないというので，言っ

ている先からやっていないという典型で非常に申し訳ないのですけれども，そういうふう

に考えていますので，そこは積極的に進めていきたいと思っております。ありがとうござ

います。 

 

○Ｈ  

こんにちは。私は三原国際外語学院という学校で教育交流，それから留学生の受入れ，

指導などを担当しておりますＨと申します。よろしくお願いいたします。 

私どもは，如水館中学校・高等学校を母体とする学校法人山中学園の一つの学校として

開校した学校でございますが，開校当初から地域でも教育での国際交流をという思いから

留学生の受入れや，また地域での国際交流事業に微力ながらかかわりを持たせていただい

ております。その一環として，三原市が行っている青少年海外研修事業など様々な国際交

流事業にも携わってまいりましたが，そういった交流事業を通して，地域での国際交流の

意義などを再認識する機会を多く持たせていただきました。 

グローバル化という言葉が叫ばれて久しいですけれども，好むと好まざるとにかかわら

ず国際化の波からは逃れることはできなくなっているという現状です。現在，日本に在住

する外国人の数も 220 万人を超えて，広島県にも文化や経済活動といった様々な目的のた

めに在住する外国人の方が大変増えています。こうして海外または他の地域，国内からも

優れた人材がどんどん集まって，この地域で様々な活動をすることが地域の活性化の一助

になっていくのではないかということを強く感じます。そのために課題も大変多くあると
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思うのですが，こうした様々な文化背景を持った方々を受け入れて，共生できる社会づく

りといったような環境を是非進めていっていただければと願っております。 

私どもで学ぶ学生たちを例に挙げますと，日本の高等教育機関で学ぼうとする場合，日

本語の習得が不可欠なものになっているので，進学する前に学生たちは日本語を学んで，

大学，大学院等へ進学，または別の目的，母国での進学を目指して学んでいくのですが，

その場としてこの広島また三原という地を選んでくれて，留学生活のスタートをこの地で

切っていくことになります。幸いにもこの三原地域の皆様の御支援でこれまでも多くの学

生たちが無事に巣立っていきまして，進学や就職など様々な進路に進んでいっております

が，この地域を第二のふるさとに感じてくれている学生も大変多いようです。この地で日

本語を学んで，日本文化にも触れて過ごしていくのですが，こうした学生たちを含め，外

国人の受入れという現状は，まだまだハード面やソフト面とも十分とは言えないです。私

どもの学生も，9 割以上が高等教育機関へ進学して，中には大学，大学院等を経て日本で

就職する学生も少なくないのですが，先ほど高校生のＢさんがおっしゃっていたとおり，

進学に際して県外へ，せっかくこの地の大学に進学しても，就職に際しては他地域へ，こ

うした優秀な人材が流出していくというのは本当に残念なことだと感じています。 

「留学生 30 万人計画」のもと，広島県の中でも様々な施策が講じられていると思うので

すが，実はこの留学生とひとくくりに皆さん考えていらっしゃると思うのですが，日本に

来てまず学ばなければいけない日本語を学ぶ学生たちは様々なそういった施策の中で対象

とならないことが実際には大変多くて，本来最も支援を必要とする留学のスタートを切る

時期が対象となっていないのが現状なのです。その辺も含めて，是非また様々な施策をし

ていただければと思います。 

昨年のデータでは，留学生が全国的にも 12 万人強，この広島県でも 2,000 人強の留学生

が学んでいるということですが，ただ，広島を含めたこの中国 5 県は全国的なものでは 4％

に過ぎない。この辺にも何か課題がないかと感じます。 

世界には数千もの言語があると言われていますが，その中で日本語という言語を選んで，

また学ぶ場として日本の三原を含めて広島地域を選んでくれる若者たちがいることは本当

にうれしいことだと思います。こうした学生たちではなく，現在様々な目的で在留して，

この地を選んで来訪したり，また在留する外国人をはじめとする国外や，また他地域から

来られる国内からの人材がどんどん集まって，この地域で様々な活動ができる魅力ある地

域づくりに取り組んでいっていただきたいと思います。 

そうした様々な地域から人が集まるということは，それぞれ文化背景が異なる人たち，

多文化共生という言葉もよく論じられますが，そういったことを目指して，魅力ある地域

づくりのために様々なそういった方たちのための環境整備の推進にも邁進していっていた

だければと思います。以上です。 
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○知 事 

ありがとうございます。私のほうからは，ひろしま国際センターというのがあって，外

国人相談窓口というのがあるのですけれども，これはお役に立っていますか。 

 

○Ｈ 

実際にはどうかなというところもあると思うのですが，三原のほうにも各地に外国人相

談窓口を設けるという施策も進んでいると伺っていますので，広島県として動いていらっ

しゃる中心的なところはもちろんなのですが，それを各地に，情報のネットワーク化，そ

れを個々に伝えられる。そういったようなものをつくっていっていただければ大変ありが

たいと思います。 

 

○知 事 

ありがとうございました。国際センターが総合の窓口になっていて，各市町に窓口をつ

くって，そこ経由でまた連絡をとりながらやるという仕組みをとっておりますので，実際

にＨさんの場合にはそういう外国人の方を受け入れられるお立場として，いろいろな課題，

まさに先ほどいろいろあるとおっしゃっていましたけれども，お感じになっていると思い

ますので，是非積極的に三原市経由でも結構ですし，そういった国際センターでも結構で

すし，あるいは県には国際課というところがありますので，遠慮なくいろいろおっしゃっ

ていただければ大変ありがたいと思います。 

 

○Ｉ  

三原市本郷町から来ました自称「絵本のおばちゃん」のＩといいます。どうぞよろしく

お願いいたします。私はＪＲ本郷駅の真ん前にあります国産スギだけでできたログハウス

の「ほんごう子ども図書館」の事務局をしております。この図書館は，三原市の御支援と

御協力のもと建物をお借りして，ボランティアで運営その他を全部しており，全国でも珍

しい公設民営の形態になっております。それと，臨時保育士をしながら自宅を開放して，

家庭文庫も主宰しております。このように毎日子どもたちと本とに囲まれて，子どもの最

強のパワーをいただきながら生活させてもらっています。その中で赤ちゃんから大人まで

が集ういろいろ豊かな経験ができるような企画を日々，みんなで楽しく取り組んでいると

ころです。 

図書館がオープンしまして 9 年目になりますけれども，当初は赤ちゃんだった子どもた

ちも大きくなりまして，自らが絵本を読んだり，楽器演奏をしてくれるなどしていろいろ

な行事にかかわってくれています。私たちが最初から理想としている子どもが主人公にな

れる図書館に近づいてきていると思っております。現在，若いお母さんと子どもたちは集

う場所を探しておられるというのが実感なのですが，気軽に行く場所が提供できたらと
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思って，支援側として充実したネットワークづくりを模索しているところですが，なかな

か個々の力ではできないところがありまして，提案としましては，いっぱいこの三原市に

も，ここにおられる 12 名の方以外にも，子育てとか福祉とか文化に対して活動していらっ

しゃるのですが，本当に点で頑張っておられて，太い線でつながっていないのがいつも私

が残念に思っているところです。湯﨑知事が掲げておられるように，人づくりの挑戦とい

うことでいきますと，中央に 1 箇所ではなく，24 時間のコンビニとか銀行のように自分の

住んでいる地域に人材バンクのようなシステムがあったら，皆さんの能力がより発揮でき

て，人間が元気になるということは，そこに住んでいる人が元気になり，市町が元気にな

り，その先には広島県全体も元気になるのではないかと思っています。 

私は絵本のおばちゃんとして活動していますが，各分野の専門性を図る上では定期的な

養成講座が必要だと思っています。スキルアップをしないと，支援と言っても難しいとこ

ろがありますので，勉強を常にさせてもらうのと同時に，どの団体も課題になっている次

世代の育成を図っていきたいということを望んでいます。 

絵本のおばちゃんとしてもう一つだけお話しさせてもらいたいのが，私は毎朝のように

小学校の「朝読」に行かせてもらっているのですが，三原市はとてもありがたいことに小

中全校に週 1 回ですが図書館司書の方が来ておられます。来られるようになって，図書室

がとても変わりましたし，子どもの本の利用も増えたということをとても実感しておりま

す。そこで，広島県にも全体に学校図書館司書の方，司書教諭の方ではなく司書の方が随

時，常時いてくださると，本当に子どもたちに豊かな本，すばらしい本が届くのではない

かと思っています。今年は 2010 年ということで国民読書年になっていると思いますが，こ

の読書年を機に，そういう司書の方がおられて子どもたちの心が豊かになることが一番私

は将来の広島を担う子どもたちにとって大切だと思いますので，子どもたちが小さいとき

から本に出会いながら，人と出会いながらいろいろな温かい気持ちをはぐくんで，心豊か

に育った上で，もっともっとすてきな平和な広島になれたらいいなと思っております。以

上です。 

 

○知 事 

ありがとうございます。人材バンクのお話なのですけれども，いろいろな活動をやって

いらっしゃる方同士，つまり，Ｉさんの場合は本のかかわりということだと思うのですけ

れども，そういう方々同士ではなくて，それ以外のいろいろな人のネットワークという意

味ですよね。 

 

○Ｉ 

そうです。本の関係はある程度把握できるのですが，本で発揮できる部分と，一緒に，

皆さんそれ以外の分野の方が一つになってできることもあると思いますので，一つの行事
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をしたとしたら，本の分野が子どものためにあったとしたら，それ以外で遊びの達人の方

がいらっしゃったり，いろいろな方が集まってみんなで子どもを育てましょうということ

でいくと，やっぱり把握しきれない部分がありますので，どこかにそういう，中央ではな

くて本当に身近なところにあれば，もっともっとつながるのではないかと思っています。 

 

○知 事 

ありがとうございました。今，ちょうど子育てに関する新しいプランをつくっているの

ですけれども，御意見は伝えて考えるようにいたします。ありがとうございます。 

 

○Ｊ  

三原市大和町，三原市の中では一番北にあるのですが，農業，米とか野菜苗，また野菜

などをつくっておりますＪと申します。よろしくお願いします。現状を見ますと，農業自

体が高齢化と，今は集落法人と叫ばれていますが，法人形態はとにかく国の中でも広島県

がトップクラスの数ができていると聞いておりますけれども，私は法人には参加していな

くて，家族労働でやっております。 

その現状を見ますと，私は 47 歳なのですが，家族労働では限界があることがようやく現

実になってまいりまして，両親が病気がちになりますと，すぐに今の労働では回らない。

パートさんを雇ったりすることもありますが，さすがに重労働となりますとパートさんも

嫌がりますので，とにかく人を入れるしかないということで，今年からですが，まだ始まっ

て 1 ヵ月しかたっていませんけれども，１人男性を雇うようにしました。 

といいますのも，これを続けていくためには，せっかく自分でつくったノウハウを絶や

したくないということもありまして，やめるのは簡単なのですが，それでは耕作放棄地が

増える。そうなると，大和町自体は山の奥のほうまでありますので，やる者がいない状態

になります。私が思っているのは，若い人が帰ってきて農業するとなると，今の農業価格

ではとてもではないけれども，知事が知っておられるかどうかわかりませんが，米をつくっ

て1000㎡で売上げは10万円から12万円，一町つくってもおのずと計算できますけれども，

所得としてはその半分以下です。それでは生活がやっていけないというのが現状です。野

菜に限っては，特に去年は災害もなく暴落状態で，法人の方もかなり悩んでおられました。 

そんな中で，私が人手がほしいというのもそうなのですが，普通に給料を確保しようと

しますと，やっぱり今の農閑期とか給料を支払っていくことがなかなか難しい問題になり

ます。この間の国の事業仕分けでもありましたけれども，今，田舎で働きたいという者に

14 万円の助成をつけて，農業を経験させて巣立つというやり方をやっているようです。

ホームページで見たのですが，実際に私らで自分のものにしようとしますと，法人でなけ

ればいけないとか，団体でないといけない，また，事務がきちんとしてないといけないと

か，いろいろな制約がありまして，保険等いろいろなものを全部入れなさいといった状態
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のものが多くて，とても私らはそういう資金は借りられないということで，県独自にそう

いう新たな創出をしていただくような感じで，給料補償といいますか，巣立つまでにある

程度の給料補助がもらえるようなことはできないか。実際に県でも市でもやっていますけ

れども，一過性の栽培状態でつくっていくというのは教えますが，その後農業をしなさい

と手放されても，それでやめていく農家の人が多いのです。というのは，現実をそこでは

じめて知る。つくる勉強はしているけれども，売る勉強も，仕入れる勉強も何もしていな

い状態から放されますから，それでやめてしまうのです。新規就農者として私らは歓迎し

ますけれども，その人らが新規就農者となった場合に，周りが後押しして教えてくれない

と，とてもではないけれども，大体 3 年以内にやめてしまいます。このことをずっと繰り

返しているので，私自身は，農家にそのまま入って，農家に負担にならないような給与体

制で実際に巣立つところまで，例えば 2 年とか 3 年とかを視野に入れて，これは農家も出

さないといけないと思うのですが，ある程度の給料補償があれば，一応はそこで巣立ちが

できるというところまで後押ししていただきたいと思います。以上です。 

 

○知 事 

ありがとうございます。集落法人については，今，県として大規模化というところを進

めていかなければ，おっしゃるように人を雇って安定的に農業をやることが難しいという

考えでそれを進めているのですけれども，他方で，これもいろいろお話は聞くのですが，

大規模化を進めていかれる，つまり，大規模化というのはイコール売上げがたくさんあっ

たりとか，生産性を向上させる余地があるということなのですけれども，それは必ずしも

法人だけではないので，そこは考える余地があると私も少し感じ始めているところであり

ます。 

もう一つは，今，給与補助という話があったのですけれども，それ自体が適切かどうか

判断が要ると思いますけれども，御指摘のように，せっかく就農してもそれが継続しない

というのは，結局，政策効果から見たら，就農しました。就農１人当たりにかかっている

政策経費が何十万か何百万かかかっても，そこまでは効果があったと言えるかもしれませ

んけれども，続かなければ結局残る人でそれを割っていくと，もっとお金が，農業として

続けられる方を育てるのに何千万円もかかりますという話だとこれは非効率なので，おっ

しゃるような継続するということをどうしたらできるかというのは非常に重要な観点だと

思いますので，それはまた考えていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

○Ｊ 

今の民主党に変わりまして，「戸別補償」というのがありますけれども，これもまだはっ

きり決まっていないので，農家は悩んでいますし，法人化を進める意味で，私はまだ法人

にしていないのですけれども，やはり次の世代を是非ともつくるようなシステムをつくら
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ないと，法人は多分全滅します。そのところも考えて，よろしくお願いします。 

 

○Ｋ  

Ｋと申します。よろしくお願いします。弊社はスィーツパンの専門店をやっております。

店は帝人通りで，工場は宮浦というところでやらせてもらっております。 

こちらへ私が帰ってきたのが平成3年になりますが，20年たちまして振り返ってみると，

どこにでもあるようなものを我々はつくっていたのです。やはり限られたパン屋の中でや

らせてもらっていると，どうしても競争原理が働いて厳しい状況になってくる。そういっ

た中で，我々にしかできない，つくれないということをテーマに商品づくりをしてまいり

ました。私も東京に住んでいたのですけれども，市外，県外から三原を見たときに，非常

に感じるものがございました。5 年ぐらい前に東京のほうで，和菓子屋さんなのですが，

三原から出られて活躍されているところがございまして，広島三原ということで頑張られ

ているのです。私はそれを見たときに，ぐっと胸が熱くなってまいりまして，今まで同じ

三原である意味競争相手なのですが，東京で見たときには郷土愛というか，よっしゃ，帰っ

て一緒に頑張ろうじゃないかという熱い思いがみなぎってまいりまして，そのときにふと

思ったのです。我々がこういったものをつくったときには，是非三原，この地をこの商品

に乗せて全国に発信していきたいという思いで，我々の商品には瀬戸内の三原が中心に

乗っかっている地図を書かせてもらって売らせていただいております。元気がいい企業を

見ていたら，大半といいますか，外に出て外貨を稼いでいるのです。ですから，私もパン

屋が限られているところではなくて，やるからには東京からシャワー方式で全国へといっ

た思いで，またこの三原に稼いで，落とせるものはしっかり落として，またＵターンでも

全国から帰ってきてもらえるような会社を目指してやりたいと熱い思いでございます。 

知事に提案というか，お願いというか，考えていただきたいことでございますが，先般，

県内製品愛用運動推進協議会という方が訪ねてこられまして，「ＢＵＹひろしま」という広

島のブランドを立ち上げていこうということで，二百数十社がもう入られているというこ

となのですが，例えばお好み焼きとかカキとかと絡めたり，それはゼロベースで考えても

いいのですけれども，Ｂさんもさっきおっしゃられたように広島のキャラクターをつくら

れて，広島を前面に出されて，いろいろなステージがありますから，アピールするステー

ジ，都市には人通りが多いところとか結構あります。そういったところでアピールされて

はいかがかと。その中で，大変恐縮なのですけれども，お近くで拝見させていただきまし

て知事は非常にイケメンなのです。私はマスコミ受けすると思います。東国原さんではな

いですが，マスコミをもっと活用していただいて，主に活性化というのは三つです。観光

とスポーツを含めた芸術と食するもの，ほかにもいろいろございますが，特にこの三つだ

と思います。是非営業マンになっていただきたい。トップセールスになっていただきたい。

そういった思いでございます。以上でございます。 
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○知 事 

ありがとうございます。Ｋさんもとてもイケメンだと思います。「ＢＵＹひろしま」とい

うのを確かにやっていまして，私が今，提案しているのが「ＳＥＬＬひろしま」です。おっ

しゃるように外貨を稼がないといけないのです。広島県も結局いろいろなものを輸入しな

いと，別に国外でなくても，国内のものもいっぱい輸入しないと，小麦粉も買わないとパ

ンもできないですよね。だから，それを買うためには売らないといけないので，それを私

も是非やりたいと思っています。 

クリームパンは，私も実は存じ上げているのですけれども，広島ではなくて東京で知っ

たのです。ある地下でだーっと人が並んでいて，三原と書いてあるのを見て，何だこれと

思って初めて知ったのですけれども，私も県外に出ると，広島の金になるものがあると敏

感に反応してこれは何だろうと思ってしまうのですが，是非先行事例の一つだと思うので，

皆さんにお知恵を，ここは競争しているかもしれませんけれども，外に出たら仲間ですか

ら，お知恵をいただいて，一緒に「ＳＥＬＬひろしま」をやっていただければと思います。

よろしくお願いします。 

 

○Ｌ  

久井町から参りましたＬと申します。生まれは長野県でして，大阪で 30 年ほど暮らしま

して，兵庫県のほうへ勤めたりいろいろしておりました。三十数歳のころに久井のほうへ

帰ってきまして，いま現在，久井も三原市になりましたので，三原市で生活しているので

すが，皆さん方が思っているように，そんなに広島県も三原市も悪いところではない。そ

んなに廃れているところではないと思います。私は大阪に 30 年ほどいて，大阪のど真ん中

の心斎橋の近くで仕事をしていたこともありますけれども，あの雑踏と人と人とのつなが

りのない大勢の人たち，ああいう中で一生を過ごすと人間もちょっとずつおかしくなって

いくのではないかと思うのです。皆さんが，皆さんではないかも分かりませんが，今，活

性化とか活力とかいろいろなことを求められたり論議されているのは，多分，今，中国が

非常にすごい力で発展している。日本の 30 年くらい前のかつての様子で発展している。そ

れをもう一度取り戻そうとしている感じがしないでもない。そうではなくて，私たちはむ

しろ今そういう活力はないかもしれないけれども，落ち着いた生活をされているフランス

やイギリス，ドイツ，そういう国々が日本の工業生産力の何分の一しかないところで，そ

れでも世界から尊敬され，それなりの高い政治力，経済力，活力を持っている国でもある

わけです。私もそんな大きなことは言えないですけれども，広島県も，三原市も，高度経

済成長のころのイメージの都市づくり，まちづくりではなくて，もう少しコンパクトに進

めていってもいいのではないかという気持ちを少し持っております。 

話はそれてしまいましたけれども，私は長い間学校に勤めさせていただきまして，定年
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退職後，心身障害者の就労施設，小さな就労施設でありますが，そこで今，福祉関係の仕

事をさせていただいております。三原市のほうに大変お世話になりながら，障害のある人

たちの就労の場の確保であったり，あるいは，いろいろな身の上の相談に乗ったりしてい

ます。今は不景気ですので，その人たちの仕事がなかなかない。あったとしても，非常に

安い単価で仕事を請け負わざるを得ないということがありますので，そういう面では非常

に悩みが多いところです。 

しかし，私が今日ここでお話しさせていただくのは，そういう福祉関係の仕事ではなく

て，環境法関係の市民活動にかかわっているということがありますので，そういう方面で，

今，行っている活動を簡単に紹介させていただきたいと思います。 

三原市の人には何のことか分からないでしょうけれども，ヒカルちゃんとライトくん２

人あわせて久井町のキャラクターだったのです。20 年ほど前に久井町のキャラクターとし

てたくさんのワッペンやシールをつくって，ノートに貼ったり，家に貼ったり，バッグに

貼ったり，いろいろなところに貼ってあったのです。今日はこの話を少しさせていただき

たいと思っております。 

実は三原市のほうでは，平成 20 年 3 月に，環境基本計画というのを作成されました。非

常に緻密につくられた環境保護の計画案であります。この環境基本計画は市民の方でも読

まれた方は非常に少ないのではないかと思います。ダイジェスト版ぐらいは見られたかも

しれません。だけど，これだけのことを全部やりきるというのは，市の力だけでは私は不

可能だと思います。この計画を完全に実行するためには，完全といかなくても，かなりの

程度実行するためには，市民と市が力をあわせて協働体制を組まない限りできないだろう

と思っています。 

三原市の場合は非常にそういう意味で先進的に取り組まれて，三原市環境塾というのを

この計画の策定の段階から募集されまして，私もその環境塾の塾生に応募した１人であり

ます。このできあがった計画を単なる絵に描いた餅にしないためにも，着実な計画の実行

が求められるわけです。失礼な言い方かもわかりませんが，行政のほうは計画ができたら

終わり，これですべてが終わってしまったような感覚になり得るところが少しあるのです。

私が勤めていた学校にもそういうところがあったのです。だけど，本当はこの計画がスター

トでありますから，その計画を実行するために，三原市さんのほうは非常に熱心に取り組

まれまして，みはらし環境会議というものとあわせて，各地域ごとに，大和町，本郷町，

久井町，それに旧市内を二つに分けた 5 地域に地域会議というものを設立していったわけ

です。その母体が環境塾でありました。 

私のほうは，少しローカルになってしまうかも分からないのですが，くい環境会議，こ

この活動を主に紹介させていただこうと思います。くい環境会議は，一昨年の 11 月に久井

町内の二十数名の会員でスタートいたしましたが，現在 73 名で運営をしております。これ

は有志の方々もおりますが，自治区や町内会の役員さん，公衆衛生推進協議会の皆さん，

 － 28 －



女性会の方，地元の事業所，学校関係の方々など幅広い地域の方々の参加と協力を得て活

動を進めております。 

環境会議の活動として御調川上流，久井町坂井原の北落合橋というところですが，これ

を一つ象徴的に取り上げます。こればかりしているわけではないのですけれども，一昔前

まではきれいな清流と景観で久井の玄関口と言われるぐらいでしたけれども，昨年の 2 月

に整備するまでは，心ない人たちが捨てたゴミが埋もれておりまして，きれいな岩肌も，

雑草や雑木に絡んでそれらが茂ってしまって荒れ放題という状態でありました。ゴミの量

も桁が違いまして，私たちは軽トラを使うことが多いのですが，軽トラで運べるレベルで

はない。2 トン車で何回も運ばないといけないというぐらいのかなりの量のゴミも出てき

ました。くい環境会議では，こういうことで地域の皆さん方に清掃作業を呼びかけたとこ

ろ，会員さんだけではなくて，地元の方々，ボランティアの方々も含めて，日曜日に 2 回

行ったわけですけれども 180 人近い方々が冬の寒いとき，朝 8 時から夕方 5 時ぐらいまで

河川の整備あるいは里山の整備ということで携わっていただきました。長時間の合間には

昼食を用意しまして，おむすびと豚汁，それだけでしたけれども大変喜んでいただいたと

ころです。自分たちの地域の河川や里山，そういうものを大切にしたいという思いは地域

のどの方々も共通の願いであります。私たちは環境ということだけでなく，環境というこ

とをキーワードにしながら，福祉の面，防災の面，このごろ自主防災ということをよく言

われるわけですけれども，そういう意識の課題にもあわせて，様々な地域コミュニティー

の再生を図っていきたいと考えております。実際，この北落合橋のほうの整備作業も，来

月再度大きな力でやろうかなと思っております。 

地域のことは地域のマンパワー，住民のパワーで取り組むということの大切さを痛感し

ています。行政にお願いしたいのは，その後押しをしてほしい。あるいは，きっかけづく

りをしてほしい。仕掛けをしてほしい。そういう願いは持っております。久井町は，今，

人口が 5,000 人強ですが，ため池の数だけは 1,049 と県内一の数があります。宇根山の天

文台もありますし，昔のようにホタルが飛び交うような町にしたいというふうな願いも

持っております。ホタルというのは地域の自然がいかに回復しているかということのシン

ボルであるし，住民の一つのあこがれなのです。日本人にとっては，ホタルは心やすらぐ

生き物なのです。欧米人にとっては，あれはおそろしい虫なのです。あれを見ると，ぞっ

とするそうです。不気味な虫だと思うそうなのです。だけど，日本人は，日本人独特の情

緒で，ホタルが飛び交うまちづくりをしたいという思いを持っておられる方は非常に多い

わけです。先ほども申しましたように，こういうホタルが飛び交うような町を復活したい

ということをキーワードにしながら，環境の活動に取り組んでおります。同時に，こうい

う活動を通して，人と人とが非常につながってきた。このつながってきたことを大切にし

て，先ほど申しましたように，このことがまちづくり，あるいは高齢者の問題，あるいは

福祉の問題，それから活性化の問題，いろいろなことにつながっていけるのではないか。
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ただ，私たちの組織だけでまちづくりをすることはできませんので，どなたかおっしゃっ

ていましたけれども，いろいろな組織同士がネットワークをつくり，お互いに協力しあう

ような体制をつくっていけたらと思っております。最初に言いましたように，そのために

行政のほうは仕掛けをしてください。資金的な援助もお願いしたいということを言ってお

きます。 

ここでお礼を申し上げておかなければいけないのですが，財団法人で県の環境保健協会

というのがございます。ここのほうから私たちも全面的なサポートを受けたり，指導を受

けたりして，今日までいろいろと活動を続けることができております。これは本当にあり

がたいことで，お礼を申し上げます。簡単ではございますが，活動報告いたします。 

 

○知 事 

ありがとうございます。久井が 5,000 人強の人口の中で，環境会議のメンバーが 70 人い

らっしゃったり，あるいは，これは二日間延べだと思いますけれども，180 人の方が清掃

ボランティアに参加されるというのは非常に意識が高いという印象を受けまして，心強い

というのが私の印象でございます。おっしゃるように，私の基本的な考えとして，県だけ

が，県庁とか，ましてや私１人が何か動いて物事が動くとは思っていなくて，市民の皆さ

んが力を出していく。それをいかに行政がサポートしていくかということが大事だと私自

身も思っています。そうは言っても，なかなかそれがうまく回らない，すぐにそういう形

になっていかないかもしれませんけれども，私としてはそういう思いでこれから進めたい

と思っておりますし，4 年間かけてそういう形になるようにじっくりやっていきたいと思

います。引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。 

 

自由討論 

 

○知 事 

皆さん，お互いに何か一言言いたいということがあれば，１人，２人ぐらいおっしゃっ

ていただいてもよろしいかと思いますけれども，どうでしょうか。どなたか，これだけは

言っておきたいということがあれば，お手を挙げていただいて。どうぞ。 

 

○Ｃ  

私は先ほどＬさんが冒頭におっしゃいましたけれども，同じような観点で，医療と介護

が充実していて，それからポポロのような文化的な施設があれば，つまり，基盤整備がそ

こそこできている。むしろ，住まいと職場，職住接近が可能で，しかも，コミュニティー

がつくりやすい。佐木島のようにはいきませんけれども，コミュニティーがつくりやすい。

そういう点からいきますと，これからはむしろ地方都市のほうが暮らしやすいのではない
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かという気がいたします。特に三原は病院が非常に多いですし，保育所の待機児童もほと

んどいないというふうに聞いておりますけれども，非常に安全，安心という点で，三原は

大変住みやすいところではないかという気がいたしております。以上です。 

 

○知 事 

ほかにどなたか，何かありますか。 

 

○Ｊ  

農業とは全然関係ないのですけれども，私とＬさんと，同じ北部のほうから来るにあたっ

て，是非とも恵下谷の道路をどうにか整備していただきたい。三原に行くには，どうも山

を越えるのは山奥の人間はおっくうです。せっかく高速道路があそこまで来ているのに，

なんでここから苦しみをせにゃいけんのか。大和のほうからも職員さんがこっちに来られ

るのですが，あのぐにゃぐにゃ道を通りますと，1 年で多分 2 回ぐらいタイヤを換えなく

てはいけないかなというぐらいタイヤ摩耗がひどいらしいので，そこらも是非ともできる

限りの，予算がなかなか付きにくいとは思いますけれども，私らも三原へしょっちゅう行

きたいので，是非とも実現していただきたいと思います。 

 

○知 事 

ありがとうございます。しっかりと承りました。 

 
閉  会 

 
○知 事 

では，私のほうから最後に，座ったままで失礼します。本当に今日は皆様ありがとうご

ざいました。大変有意義だったと思います。今回，三原市でやらせていただいて私が感じ

たのは，三原という地域は非常に住みやすいのだろうなと感じました。というのは，皆様，

個々の社会活動においてすごく活躍されておられて，もちろんそういう方々が集まってい

らっしゃるということもあるのですけれども，地域における特定の問題というよりも，そ

れぞれの社会活動の中でのいろいろな課題だとか，別に三原ということだけではなくて，

広島県全体にも共通するし，日本全体にも共通するようないろいろな社会的課題というの

がたくさん出ているというのを感じまして，そういう意味では，逆にいうと，きっと三原

というのが暮らしやすいところで，その豊かさがベースにあるので，また次の課題に皆さ

んが積極的に取り組んでいけておられるのかなと感じました。 

皆様がそういうふるさとで，ふるさとでない方もいらっしゃるのですけれども，力を発

揮いただいていて私もうれしく思いますし，またこういった非常に問題意識の高い方々が
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地域と広島県全体のリーダーになって活動していただけると，本当に広島県はよくなるだ

ろうと感じました。 
もちろんいろいろな地域の課題というのもあって，そのお話も幾つか出たと思うのです

けれども，今日のお話はこれから県政を進めるにあたって，地域のことについても，ある

いは，それぞれの個別の分野での課題についてもしっかりと受け止めさせていただいて，

また県庁の中でも情報を伝えて県政に役立てていきたいと思います。本当に今日はありが

とうございました。皆様の引き続きの御活躍と御健勝を祈念して，それから三原市のます

ますの御発展を祈念して私の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


