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開  会 

 （知事（湯﨑）） それでは，時間になりましたので早速始めさせていただきたいと思います。 まず，私のほうから一言御挨拶申し上げます。 会場にお越しの皆様，今日は日曜日ですね。だんだん私も曜日感覚が分からなくなってきまして，日曜日にもかかわらず，たくさん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，今日の懇談会のメンバーとして御出席の皆様，お休みのところ，こうやってお集まりいただきまして本当にありがとうございます。 県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」と名付けまして行っている懇談会ですけれども，簡単に趣旨から御説明いたします。 これは，県内，今 23 市町あります。昔は市町村と言っておりましたけれども，村がなくなって市町になっております。この 23 の市町を一つ一つ回って，住民の皆様と直接お話をさせていただくというものでございます。 もう一つ，市町の長，市長，町長と懇談をさせていただく会も平行してやっておりまして，市長，町長との懇談会というのは，これは行政の目で見るいろいろな課題等ありますので，それをお伺いするということになっております。 こちらの住民の皆様との懇談会というのは，こういった形で 10 人前後の方々と直接皆様の感じていらっしゃることをお伺いしていきたい。これはフィルターのかからない御意見をお伺いしていくという形にしております。まさに直接お話をお伺いするということでありますので，あまり建前的なことを話し合っても仕方ありません。市町からはいっぱい建前を聞くのですけれども，住民の皆様とは率直な御意見を直接お伺いしたい。ときどき傍聴のほうに市の関係の方がいらっしゃることもあるのですけれども，今日はいらっしゃらないみたいですので，思いっきり御発言していただいて，これは宝さがしと名前がついていますけれども，こういったことをやっている，こんな自慢があるということはもちろんですけれども，こんなことに困っている，こんなふうに感じているとか，本当に率直なお話を聞かせていただきたいというのがこの会の趣旨でございます。 それをいただいた上で，一つ一つの課題についてすぐに解決していきますとか，そういうことではなくて，もちろんそういう対応をすべき内容も場合によってはあって，そういうふうに取り扱うものもあるのですけれども，むしろ，皆様のいろいろな御意見をだんだんためていくことによって，県政を考えていく上での重要な基礎ができていくと考えております。そういう基礎づくりに御協力いただいているという形でございます。ある意味でいうと味噌樽とか，ぬか漬けみたいなもので，いろいろためていくといいものができていく，いい基礎ができてくると思っておりますので，そういう意味も含めて，繰り返しにな
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りますけれども，添加物なしの率直なお話を聞かせていただきたいということでございます。是非よろしくお願いします。  
懇  談 

 （知 事） それでは，早速懇談に入らせていただきます。進め方は既に事務方から説明があったかもしれませんけれども，最初に一人一人から御意見をいただき，その後でまた全員での意見交換という形で進めてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。 それでは，皆さん最初は大抵緊張されているので，できるだけリラックスして，先頭バッターは大事なのでよろしくお願いします。では，稲田さんからよろしくお願いいたします。 
 （稲 田） 一番バッターはサンフレッチェ広島ユースの寮長をしております稲田稔でございます。年齢は 64歳です。ユースの寮長を 17年やらせていただいております。サンフレッチェ広島は 1993 年のＪリーグ開幕当時から日本一の育成型クラブを目指して，選手の育成に力を入れてきました。彼らには社会性とかチームワークを大切にし，サッカー選手の前に高校生だという風土づくりからやってきました。一流の選手は，まず一流の社会人でなければならないということからです。 Ｊリーグ初の全寮制を導入しまして，クラブと高校と地域が三位一体となって選手を育ててもらっております。吉田高校に現在 35 名が通学しております。そして，サンフレッチェユースから毎年のように優秀な選手がトップチームや他のＪクラブに排出されるようになりました。今，ユースから上がってプロ契約をしているのが全体の 3割です。 
 （知 事） 卒業生の 3割がプロ契約をされているということですか。 
 （稲 田） そうです。 
 （知 事） サンフレッチェにも結構いますよね。 
 （稲 田） はい。おります。現在，サンフレッチェのトップ選手は 12名おります。 
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そして，ユースから毎年 10人中 2名から 3名がトップチームに上がっております。 そして，ユース出身者のＪリーガーが，現在，Ｊ１，Ｊ２を含めて 29 名在籍しております。 
 （知 事） すばらしいですね。 
 （稲 田） 
3月 6日のＪリーグの開幕戦にスタメン出場したのが 13名，途中出場者が 4名，計 17名がＪリーグの開幕戦に出場しました。 そうした中で私の役割ですが，ユース生の親代わりとして，家内と一緒に寮に住み込んで，メンタル面を含めた生活指導と相談です。もう一つ，吉田高校のＰＴＡ副会長を今年で 14 年務めさせてもらっております。聞くところによりますと，全国でもＰＴＡ役員は私が一番長いと聞いております。 
 （知 事） 確かにそうですね。普通は，子どもが成長して学校からいなくなりますのでね。 
 （稲 田） ＰＴＡ役員になるのはみやすいのですが，抜け出すのが大変なのです。子どもたちを成長させるためには，グラウンドの練習と寮の生活だけではなく，学校との連携も不可欠だという強い思いがあるからです。 今日，せっかくなので湯﨑知事に提案したいと思うのは，サッカーの人工芝の建設，1面か 2面，是非ともお願いしたいと思っております。 その理由としては，ユースチームは全国大会で過去 6 回優勝しております。準優勝も 5回あります。ユースの活躍は，日本サッカー界におけるユース年代，高体連を含め，カリスマ的指導者であり，全国的にも私は第一人者であると思っている森山佳郎ユース監督 43歳のまさに指導力と教育力だと思っております。今年で 6回目を迎えましたが，春と秋の年に 2 回，吉田強化試合には全国の高校，強豪チームがこの春にも延べ 21 チーム参加されました。サンフレユースとの試合を望み，参加希望者が多くて断るのが大変な状況です。 スポーツは若者や子どもたちに夢を与えるだけでなく，スポーツを通して子どもたちが健全に育つ効果も期待できます。若者が元気になれば，地域が元気になり，また，広島県も元気になってほしいと思いますので，サッカーグラウンドの建設を是非お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。以上です。 
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（知 事） ありがとうございます。単純な質問なのですけれども，今の吉田サッカー公園は天然芝ですか。 
 （稲 田） 吉田サッカー公園には天然芝が 2面，人工芝が 1面ありますが，天然芝はトップチームだけの使用で，ユース以下は人工芝 1面を使用させていただいております。 
 （知 事） それに追加してということですか。 
 （稲 田） そうですね。吉田町，安芸高田市につくっていただきますと，春と秋に全国からたくさんの高校チームが来られる場合，どうしても広島市内を中心とした会場が 4カ所から 5カ所あるために，試合と試合の間にチームが移動することがあるわけです。そのときに非常に移動時間がかかって効率が悪いため，グラウンドが近くにあれば非常にいいと思います。 
 （知 事） 普段どれぐらい使うことになるかというのも考慮しながら考えていかないといけないですね。 この吉田にユースの拠点があることのよさというか，それはどういうところにあるとお考えですか。 
 （稲 田） よさですか。 
 （知 事） 例えば広島市ではなくて，ここならでは，ここにあるのがなぜいいか。安芸高田市にあるのがなぜいいかというのはどういうところにあると思われますか。 
 （稲 田） 
18年前にユースをこちらに招致していただいたときに，広島市内にはグラウンドを確保するスペースがなかったので，吉田町に誘致してもらって進出したと聞いております。 今では，安芸高田市，吉田町というのは，日本全国で，まず高体連とかサッカーをやっているチームは知らない人はおられないのではないか。トップチームよりこの安芸高田市



 － 5 － 

というのが全国で名が通っているのではないかと思います。 
 （知 事） 逆に，この安芸高田市にとってユースチームの位置付けというか，どんなふうに受けとめられていると感じていらっしゃいますか。 
 （稲 田） やはり十数年たちまして，まず端的にあらわれるのが，全員が県立吉田高校に通学することによって，ユースチームができて，大学進学といったときに，どうしても大学に行く場合は推薦入試とか，全国レベルのベスト 4とか優勝とか準優勝すると非常に大学進学もみやすいということもありますので，まず，そういった刺激があって，吉田高校の学校全体のレベルが非常に上がっているのではないかと確信しております。 
 （知 事）  地元としては，そういう刺激になっていい影響が出ていると受けとめていらっしゃるということですね。 
 （稲 田） はい。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 それでは，次に坂本さん，お願いいたします。 

 （坂 本） 湧永製薬ハンドボール部に所属しております坂本伸博と申します。よろしくお願いします。 簡単ではございますが，自己紹介と活動報告を紹介させていただきます。 私自身，隣町にある甲田町で小学校 3年生のときにハンドボールを始めました。始めたのは湧永製薬ハンドボール部による小学校のハンドボール教室というのがきっかけだったのですが，それを通じて，ずっとハンドボールをやって湧永製薬に入社することができました。 現在も小学校を対象にハンドボール教室というのを開いておりまして，地域の子どもたちの生涯にわたりスポーツに親しむ習慣を養うとともに，体力の向上を図れるよう務めております。 
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また，地域密着型のチームになれるよう，イベント等には積極的に参加をさせていただいています。地域だけでなく，広島県内でのイベントにも参加させていただき，フラワーフェスティバルなどにも参加させていただいております。 また，広島というところはスポーツ王国だと思っておりまして，カープがあり，サンフレッチェがあり，そのほかにもいろいろなスポーツがあります。現在湧永製薬ハンドボール部もトップス広島に加盟しておりまして，トップス広島を通じて様々なイベント等にも参加させていただいております。 ここで知事に提案なのですが，湧永製薬ハンドボール部だけでなく，トップス広島には全部で 9チームあるのですが，お時間があるときにハンドボールだけでなくいろいろなスポーツを知事自ら試合を見に来ていただければと思っております。正直，ハンドボールを例に挙げますと，ハンドボールはメジャーなスポーツではありません。はっきり言ってマイナーなスポーツですので。 
 （知 事） でも，僕の大学の同期ですごく仲のいいのがやっていましたよ。 
 （坂 本） そうですか。一昨年ぐらいはやり直し予選とかですごく有名にはなったのですけれども，やはりオリンピックにまだあまり出れていないというのが現状です。そこで，まずは広島県からハンドボールというスポーツを皆さんに知ってほしいということがありまして，知事自ら見ていただければと思います。そこから広島県にハンドボールというスポーツがこんなにおもしろいスポーツだというのを伝えてほしいと思っております。 また，そのほかに子どもだけでなく大人にも，ハンドボールだけでなくいろいろなスポーツを通じて健康の維持や体力の向上を目的としたイベントなどを開いていただければ，私たちも積極的に参加していきたいと思っておりますので，よろしくお願いいたします。簡単ではございますが，以上でございます。 
 （知 事） ありがとうございます。湧永チームの拠点は安芸高田市なのですか。 
 （坂 本） はい。安芸高田市の甲田町です。 
 （知 事） 地元だったのですね。 
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（坂 本） はい。そうです。 
 （知 事） やっぱり今のサンフレッチェユースと同じだと思うのですけれども，安芸高田市に拠点があることのよさというのは，どういうところだと思われますか。 
 （坂 本） チーム自体が地域密着ということで，地元の子どもたちを中心にハンドボール教室を通じて普段からかかわりあうことが多いので，そういった面では，私自身がそうだったのですが，小学校のころ，カープの選手たちよりも湧永のハンドボール選手のほうが印象が大きくて，スポーツ選手たちにハンドボールなどを教えてもらうということがすごくうれしくて，そのうれしさや喜びを今の子どもたちに教えられたらと思って，いま現在活動しています。 
 （知 事）  地元に還元して，また，地元からも選手が出てきてという，いい地元密着という形ですね。 そういう形で，安芸高田市にはハンドボール人口というのはほかよりも多い感じなのですか。 
 （坂 本） そうですね。広島県内では安芸高田市が断トツに多いです。 
 （知 事） 高校だと大体ハンドボール部はありますよね。 
 （坂 本） この近くだと向原高校があるのですけれども，私もそうなのですけれども，中学校までは地元の中学校に通いまして，高校は県外に出たりしていますので，そこからまた地元に帰ってくるという人がまだいま現在では少ないです。 
 （知 事） それはハンドボールをやるために県外へ行ってしまうという感じなのですか。 
 



 － 8 － 

（坂 本） はい。そうです。 
 （知 事） それはちょっともったいないですね。 ありがとうございます。お二人スポーツ連続で，安芸高田市のスポーツが盛んなことがだんだんと浮き彫りになっているような感じがするのですけれども，次の島田さんもスポーツに関連しているのですか，お願いします。 
 （島 田） 広島県ＢＭＸ協会の会長をやっております島田といいます。よろしくお願いします。 まず，知事をはじめ，ここに来られている方を含めて，ＢＭＸという競技を御存じの方はいらっしゃいますか。何名かいらっしゃいますね。 
 （知 事） 私は分かりますが，是非教えてください。 
 （島 田） 今日，自転車を持ってこさせてもらいました。自転車はこんな競技で，僕が今やっているのは，八千代町サイクリングターミナル，土師ダムというところがこの山の向こう側にあるのですけれども，そこに専用のＢＭＸコースがありまして，昨年，安芸高田市さんの御協力をいただいて，県内唯一の国際コースができました。これはそのときに僕が模型でつくったものですけれども，250分の 1の大きさで，このコースが実際に土師ダムにあります。この自転車を使って，白いところがスタート台なのですけれども，8人一斉にスタートして，途中ジャンプがあったり，コーナーがあったり，そういった起伏の激しいコースで相手と順位を競う競技です。これは 2008 年の北京オリンピックから正式種目になりまして，県内唯一の国際公認コースが今，土師ダムにあるということです。 
 （知 事） ちなみに，全国には何コースぐらいあるのですか。 
 （島 田） 全国にはまだ 8カ所です。 
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（知 事） 
8カ所しかないのですか。8分の 1ということですか。 
 （島 田） はい。 今，活動していることとしては，全日本シリーズ戦やローカルローレースの大会運営，それからＢＭＸの普及として，子どもたちを中心に月に 3回ＢＭＸスクールを行っています。 今年で 7年目になるのですけれども，今，ここで育ったスクール生たちが全国でも活躍できるようになってきていまして，ここで知事に提案なのですが，頑張ってきた子たちが上のレベルに行ったときに，僕たちも協会として大会でエントリー費をもらいながらお金をプールしていって，なんとか頑張ってきた子たちに還元したいという思いがあるのですけれども，やはりいろいろなところ，県外で大会があったり，世界選手権などに出場すると海外に行ったりだとか，そういったところまでしてあげられない状況にあって，僕らが今スクールで頑張れと言っても，スクールがあって，協会があって，その上というちゃんとしたピラミッドが整っていない。一番上に行ったときに，要はそこを目標にしたいというものができない状況にある。そういった大会に行きたいけど，お金がないから行けないとか，そういった部分を広島県なり，お二方が言われたのと同じで，そういった育成に力を入れていただきたいという思いが一つです。 もう一つは，僕は八千代町サイクリングターミナルのコースの契約社員としても働いているのですけれども，あそこ自体は自転車のサイクリングターミナルで，すごく環境もよくて，自転車が楽しめる場所があります。今，自転車というのはすごく注目を浴びていて，ＢＭＸ以外にも違う自転車の乗り方であったり，そういった突出した競技であったり，そういった場所にしていきたい。今はただ自転車が置いてあって，家族で楽しむ。それはそれでいいと思うのですけれども，もっと突出した自転車の乗り方を教えられるような人材を配置して，ここから自転車の遊び方を教えていく，発信していく。土師ダム自体はサイクリングターミナルだけれども，自転車テーマパーク，あそこに行けば自転車で何か遊べる。そういった場所にしていくことが，東京，大阪が今は何でもものの発信ですけれども，土師ダム八千代町サイクリングターミナルから全国，世界に発信していく場所にしていくために，やはり人材が必要です。そういった若く人を引っ張って来られるような人材で，そこから大会をしたり，同じ自転車競技でもいろいろな競技をやって，その横のつながりで一緒にイベントを行っていくとか，そういった場所にできればと思うので，そういったところも含めて今後に生かしていただければと思います。 
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（知 事） ありがとうございます。県内のＢＭＸのレベルというのはどんな感じなのですか。 
 （島 田） 実は，僕自身もまだ現役で頑張っているのですけれども，そこから下の世代というのはちょっといなくて，それでＢＭＸスクールというのを始めて，今やっと 7年目で，14～15歳の子たちが，今年全日本で優勝した選手が 2名います。全国でもこれからというようなところです。 
 （知 事） トライアルとかもありますよね。トライアルとかはあまり盛んではないのですか。 
 （島 田） トライアルは，土師ダムでは以前やられていたみたいなのですけれども，今は呉のポートピアパークに拠点を移されてやられているみたいです。 
 （知 事） マウンテンバイクはどうなのですか。 
 （島 田） マウンテンバイク自体は，ＢＭＸのああいったフィールドで同じようにマウンテンバイクのレース，ＢＭＸ協会主催でやっているのですけれども，マウンテンバイクも多いです。 
 （知 事） 以前，マウンテンバイクかＢＭＸでかなりトップ級の選手がいたような気がするのですが，それはひょっとすると島田さんのことだったのかな。 
 （島 田） 分からないですけれども。 
 （知 事） 県内に結構全国でトップになるような選手がいたというのを何年か前に見たような気がするのですけれども。 
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（島 田） 僕も多分 10年くらい前はそうだったと思います。 
 （知 事） では，島田さんのことだったのですか。こんなところでお会いするとは。 僕もマウンテンバイクに乗っているものですから，ただ，僕はレースとかではなくて，トレイルライディングみたいな，ダウンヒルとかでもなく，のんびり乗るのが，乗っているとのんびりでもないのですが，結構疲れますけれども，自転車は確かにすごくおもしろいし，いろいろな競技がありますからね。土師ダムはそれを全部包含できる拠点のような感じのところですか。ロードも含めいろいろな競技の拠点にする，いろいろな競技ができるというのは一つ鍵になると思うのですが。 
 （島 田） もともとその施設にあったローラースケート場とかテニスコースなども何面か使っていない場所をまた有効利用するという形をとったり，そういうスペースはあると思います。 
 （知 事） 一番の課題は人材育成。 
 （島 田） だと思います。そこから発信して，民間の人間も自分らで頑張っていくというスタンスをまず最初に出していって，そこでできない部分をお願いしたいという思いです。 
 （知 事） スポーツ全体，サッカーがあって，ハンドボールがあって，自転車もと，県内で強いのはあとはソフトテニスとか，ソフトテニスは高校ぐらいまでで大体終わりますけれども，いろいろなスポーツがあるので，それを等しく同じようにというのはなかなか難しいのですけれども，そこはいろいろな選択をしていかなければいけないところだと思います。ただ，非常に重要なことは確かです。 ちょっと同じ質問なのですけれども，安芸高田市にこの自転車の拠点があるというのは，これはどういう点でいいとお感じですか。やっぱり土師ダムがあるからということですか。 
 （島 田） まずは，コースが最初からあったということですけれども，最終的には僕自身もあそこにコースがあったことによってＢＭＸというものを乗り始めて，それでＢＭＸとともに成
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長させてもらったなと。いろいろな勉強もさせてもらいました。マイナー競技だけに，ＢＭＸをやるだけではだめだから，ＢＭＸをやるために違うことをやったり，そういうことで人生経験をさせてもらったし，あそこにコースがあることで人も来るし，最終的にはそこで育った子たちが大人になって，僕みたいな思いをしてもらえるような場所であってもらいたいという思いもあります。 
 （知 事） 島田さんも御出身は地元なのですか。 
 （島 田） 僕自身は実は広島市内に住んでいます。今はサイクリングターミナルの職員として働いています。 
 （知 事） 生まれ育ったのは。 
 （島 田） 広島市内です。 
 （知 事） では，ここに来て，通って，ＢＭＸもやっていた。 
 （島 田） はい。そうです。 
 （知 事） 結構小さいころからですか。 
 （島 田） 中学生のときからです。もう 23年になります。 
 （知 事） 今も来ている子どもたちはいろいろなところから来ているのですか。 
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（島 田） 基本的には広島市内の子が多いです。安芸高田市の子は残念ながら少ないです。まだまだ僕たち自身も普及に関して動かなければいけないというのは現実として思っています。 
 （知 事） 地元との連携というか，それもまだ少し課題があるという感じですか。 
 （島 田） はい。まずは知ってもらうということだとは思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。スポーツ 3連続というのは珍しいですね。これまでなかったです。同じテーマで 3人の方がいらっしゃるというのは初めてなのですけれども，ありがとうございました。 では，長谷川さん，お願いいたします。 
 （長谷川） スポーツから離れまして，農業のほうにいきたいと思います。私は，平成 4年から水耕栽培の青ネギをつくっております。初めは 7 人から始めたのですが，今は 13 人まで増えました。当時，まだ水耕栽培というのがこの辺では一般的ではなくて，いろいろ苦労もして，ようやくここまでなったのですが，設備費が大変に要るということで，当初は市町村なり県または国に事業をかなり入れてもらいましてここまで来たのですが，いま現在はそういった事業が財政難ということもありまして割にないのです。後継者の若い人が今 6人ぐらいはいて，大分入ってきましてやっているのですが，これからやろうという者がいたときに，当初の設備費等が問題になってなかなか踏み切れないという問題を抱えております。 私らは今 13 人，今年から 2 法人になるのですが，個人ではできないので，共同処理場をもって，そこで合理化をしてやろうということでやっております。その結果，地域の人を雇用できたということで地域活性化にも少しは役立っているのではないかと思います。いま現在 50 人近くおります。そのほかに個人のハウスでも人夫さんを雇っておりますので，そんなのを入れると 130～140人ぐらいいるのではないかと思います。 現在，こうやって増えてはきたのですが，その大きなもとは，みんなで共同してやった，グループでいろいろ力をあわせてやったということです。この山間の地域で農業で生計が立てられる方策を考えようということでやってきたわけです。なんとか生活ができているということもあって，後継者も出てくるのではないかと思っております。 
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生協さんとお取引をいただきまして，それが地盤といいますか，ある程度は相場に左右されるのですが，ある程度決まった計算ができる収入があって，そういうことでかなりできたのではないかと思います。生協さんと交流会をするということで，消費者の直接の声も聞けるということで，普通言われておりましたこんなのはダメよとか，そういう話を聞いてみると，意外と流通のほうの都合の話が多かったという感じはしています。 最近，デフレの関係ではありませんが，物が高くては売れないということで，野菜もそういう傾向になっております。新しくしようといって試算をすると，なかなかいい試算ができない。これだけの面積でやったらこうなりますよという試算をします。そういうときになかなかいい数字が出ないということもありますので，担い手といいますか，やろうと思ったときにいつでもできるような施策というものを準備してあったらいいなと思います。 
 （知 事） それは具体的に言うと，どんなことをイメージされていますか。 
 （長谷川） 私も勉強不足で分からないところもあるのですが，資金の問題とか，今の補助事業の問題とか，主はそういったところだと思います。 補助事業に取り組むとなると，個人ではだめとか，とりついてから 2年か 3年はかかるとか，やろうと思ったときにすぐにとりつけるような施策があったら，もっと担い手が出てくるのではないかという気はします。 これは私らだけではなしに，米をつくる人でも，今はつくってくれないかという方はようけいるわけです。ですが，機械をそろえてやるにしても，初期の設備投資がかなりかかるということで二の足を踏むという声はよく聞いております。そこら担い手の育成を考えてもらいたいところでございます。 それと，イノシシが昔はようけいたのですが，最近はシカがものすごくおりまして，柵をするのですが，これにもかなりのお金がかかって，県なり市町村から援助はいただいているのですが，柵をして逃げるだけでなしに，もっとトータル的な施策がないのかなという気がします。以上でございます。 
 （知 事） ありがとうございます。今の担い手のお話で，なかなか参入するに当たっての障壁が高いというお話だったと思うのですけれども，どういうことをやるかによってもいろいろ違うと思うのですけれども，大体幾らぐらいの初期投資で負担が難しいという感じですか。 
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（長谷川） 私らのネギの場合は，2 畝や 3 畝つくったのではとても生活ができないということで，一つの単位が 5反なのぐらいです。そうすると，それだけの設備をつくるには，今で反当
1,500～1,600万円，一時よりちょっと下がっていると思いますので，そのぐらいは要ると思います。 
 （知 事） 
1,500～1,600万円ぐらいの初期投資をすると，生計が成り立つ。 
 （長谷川） 
1反当たりです。そうすると，5反しようと思うとその 5倍要るわけです。そうすると，お金を貸してくださいといっても，初心者で初めての場合は審査があって，今までの実績がある人なら割にみやすく貸してくれるかも分かりませんが，初めての人は資金も借りにくいというようなことで，リース事業であったり，個人が 1回にたくさんの金額を準備しなくてもいいという施策があればいいと思います。 
 （知 事） これは私もときどき分からなくなるので率直なところをお伺いできたらありがたいと思うのですけれども，確かに担い手を，特に若い人をいかに農業に呼び込むかということで，県としてもいろいろ考えているところではあるのですけれども，例えば飲食業とか，あるいは何かしらの工場を始めるときに，例えば飲食でお店を持つと，小さなお店ですと何百万円，大きなお店だと何千万とかかるのですけれども，飲食を全くやったことない人がやると言ってもあまり貸してくれないのは通常だと思うのです。あるいは，工場をつくるというときも，全くやったことのない人が工場をつくりますと言っても，なかなかその資金というのは調達しにくいのですけれども，そういう意味で，大抵そういう場合はどこかの飲食で修行をしたりとか，あるいは工場とか会社に入って，製造とか経営管理を学んで，実績があるのでこの人にはお金を貸しましょうとか，あるいは，場合によっては資本金で調達をするという形で参入していくというのが普通の進み方だと思うのですけれども，農業の場合には，そこの最初の修行するというのはどうしても難しいのでしょうか。 今，集落法人というのを進めていて，そこでの就職というのも，実態問題として外部の人を雇用するというところまでなかなか進めていない現状もあるのですけれども，例えば長谷川さんのようなところでいっぱい経験してもらって，そういう人たちが出ていって農業を始める。そういう仕組みみたいな，そういう流れをつくっていくというのはなかなか難しいのでしょうか。 
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（長谷川） 今，うちも研修制度というのを持っておりまして，2 名で 2 年間という枠を持っているのですが，そこへやりたいということで研修をして，実際の作業なり，勉強をするのですが，2 年たって，それでは自立をしましょうというときに，そこでひとつ止まるのです。さっきの自己資金の問題などでです。そういう制度は持っているのです。その制度が終わって出るときが今，問題なのです。集落法人へそういう設備をつくれば，そこへ勉強した人を派遣と言ってはおかしいですが，そこへ行ってやってもらいますよというのはやっています。 
 （知 事） 今のヒントは，個人がいきなり独立するのは難しいけれども，ある程度の基盤を持った集落法人にそのノウハウを持っていくというのは，場合によってはある。 
 （長谷川） それは現実に起きております。しております。ですが，その集落法人の話がうまくまとまって，集落法人を設立したときに補助事業を使ってある程度の規模のハウスをつくろうという話がうまく進めばの話なのですが，そういう人が地元の集落法人の中にいれば一番みやすいのですが，その人を研修させて，そこでする。それは一番理想的なのですが，集落法人自体が年齢もかなり高いという現実でありますので，なかなかその場に担い手になる人が少ないというのは現実です。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 それでは，宮本さん，お願いします。 
 （宮 本） 長谷川さんと同じ農業で生活をしております甲田町の宮本です。よろしくお願いします。 私は 21歳で結婚してからずっと 38年花づくりを，全く個人経営でしています。私たちは一からこつこつと増やしていって，今の規模になっています。私たちの一つの大きな目的は，子どもたちが例えば大学に行きたいといったときに，行かせられない農業はやめよう。それができる農業なら頑張ろうということで始めました。 大変なこともあったのですけれども，一歩一歩行くことで大きな自信がついたと思います。今は白いかすみ草，そこに飾っておりますけれども，それにまた付加価値をつけて，染めて，花屋さんとか産直などにも出しています。 
38年ずっと農業をやってきて，今ちょうどほっとして楽しんで農業ができるときだと思
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います。それで，私たちはこれから農業をどう考えるのかといったときに，自分たちでできる次の時代をつくる。自分たちでできることをしようと思って，中学生の職場体験とかを受けたり，お母さん方が小学校で読み聞かせをされているので，少しでもお役に立てばと思って，そこへ仲間と一緒に行って協力をしたり，それから，これは全国的なものがあるのですけれども，生活研究グループといって，以前は県の中にあったのです。それが県から離されたので，そういう人たち，加工とか，生活環境をよくするとか。 
 （知 事） 生活研究グループですか。 
 （宮 本） そうです。そういう人たちとの活動もしております。 農業をしていて，どうして次の世代を育てるか。私の家は 4世代，7人家族で 5歳から

93歳までおります。若い夫婦は働きながら自分たちの農業を少しずつ手伝って，今の若い人たちがぱっと飛び込むには，今みたいに資金がなかったりとかいろいろ大変なので，そこへどっぷりつかるということはとても大変なことなので働きながら少しずつ，私たちがそれまで一生懸命頑張って，次の世代を育てていく。 それと，私が提言したいのは，高校生たちとか県立農業技術大学校生，今は県立広島大学の人たちも卒業しても農業につく人たちは少ないと聞きます。私たちがずっと研修生を受け入れていても，今まで 10 人ぐらいしましたけれども，農業にかかわっている人は 2人ぐらいです。とってももったいないので，そこらあたり，県立広島大学のあり方，県立農業技術大学校のあり方，もう少し考えていただきたいと思うのです。 私は 42歳のときに県と町に支援を受けて 11人ぐらいの女性ばかりでヨーロッパ研修をしたのです。そのときに私たちはヨーロッパの農業を見て，自分たちはどっぷり農業につかるだけという中から環境とかいろいろなこと，嫌な，苦しいと思っていた農業がヨーロッパでは家族経営もすごく多くて，のんびりとやっているので，それはとってもいいことなのだと思って，外から見て自分たちの農業がすばらしいと思ったのです。今の高校生たちにそういう思いをできる環境づくり，農業関係の高等学校に行かせていらっしゃるとか，吉田高校もあります。そこらの子どもたちが広い目でいろいろな体験ができる，そういうことをしていただければいいと思います。 先ほど生活研究グループと言いましたけれども，全国大会とかがあって，愛媛であったときには 1,000人とか人が集まりました。広島県だと，今の状態だととても受けてもらえるような状態ではないですよね。1,000 人が広島に来て，お金を落としてもらえるということはとてもいいことだと思うので，そういうことを県にきちんとしてもらうことができたらいいと思います。 
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（知 事） ありがとうございます。38年ですか，長きにわたって本当に御苦労様です。まだ現役でやっていらっしゃるので，引き続き頑張っていただきたいと思います。 宮本さんの場合には一からお花づくりとおっしゃったのですけれども，もともと御結婚されて御主人のおたくが農家だったのか，それとも，宮本さんの御実家が農家だったのですか。 
 （宮 本） 両方農家だったのですけれども，夫のほうは兼業農家だったのです。夫が事故をしたために，思いを変えて花づくりを始めました。 
 （知 事） では，花づくりは初めてだったのですね。 
 （宮 本） そうです。 
 （知 事） そこからいろいろな御苦労があったと思うのですけれども。 
 （宮 本） そうですね。個人で経営をしているので，災害に遭ってハウスが全部倒れようが支援というものが何もないので，そこら辺はとても厳しかったですけれども，それが私たちの力にもなったので，でも，今からはその個人経営に対する支援というのも必要だと思うのです。でないと，安芸高田でも長谷川さんのクリーンカルチャーみたいな土を使わない農業とか，法人経営でお年寄りの方が集まったり，それだけではなくて土を使っての農業はとても大変なことなので，そういう人たちの支援がないと，土をつくる農業も絶対今からも必要だと思うのです。 
 （知 事） そうですね。ありがとうございます。今，長谷川さんも宮本さんも共通するところは，次の世代にどう引き継いでいくかということだと思うのですけれども，宮本さんの場合にはもう少し高校生とか広い範囲の人たちに農業の楽しさというのを知ってもらう。そういう機会を持ってほしいと，そういうお考えですよね。 
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（宮 本） そうです。いろいろな県外とか海外研修でもして，外から見れる若者をつくっていただければいいと思います。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 それでは，中尾さん，お願いします。 
 （中 尾）  財団法人安芸高田市地域振興事業団の中尾と申します。よろしくお願いします。 事業団のほうには平成 11 年に就職しまして，その後，出産，子育てのため一時休職したのですが，3 年前に職場復帰しました。子どもが小学校 2 年生と幼稚園の年長とまだ幼いので，今は 9時半から 15時半までの 5時間のパートで働かせてもらっています。 事業団では主に特産品づくりに携わっています。知事の後ろの右端のほうに商品を並べておりますが，かごより右がうちの商品になります。竹炭を加工して商品にしたり，これは竹炭のせっけんです。こういったものをつくったり，毛利の里ならではの特産品づくりに取り組んでいます。竹炭は，地域の御老人の技術と知恵をお借りして，竹の伐採から商品づくりまでをお任せしています。田園風景の広がる山合いの小屋で作業しているのですが，おばあちゃんたちの笑い声がいつまでも絶えなくて，活気づいています。 そのほか，元就の好きなものを入れた元就弁当などもありまして，昨年は料理の中身のほうを少し新たにしまして話題になりました。 それとか，三矢の教えから生まれた必勝箸というのがありまして，これなのですけれども，これはお弁当につける箸としても注文が多くて，内職仕事がすごく増えています。 
 （知 事） それは，入試とかのお弁当にその箸をつけて。 
 （中 尾） そうです。ここ一番というときの朝にこれで食事をしてもらったらいいことがあるよという商品です。 知事さんに提言してみたいことは三つあります。 一つ目は，竹炭商品づくりを通じて感じるのですが，御老人の知恵や技術はすばらしいものがあって，継承していく必要もあるのですが，もっともっと頼っていいのではないかと思っています。引き継ぐというよりも，もっと一緒に働く中で学びたいという思いを込めて，働く御老人たちをもっと奨励していってほしいと思います。 
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二つ目に，私のように主婦の中には子どもが幼いなどの理由で仕事をしたくても仕事ができないという人がたくさんいます。幸い私は職場の理解がありまして，幼稚園の子どもの送り迎えにあわせてお仕事をさせてもらっているのですけれども，雇用の体系がもっと多様になることを推進していってほしいと思っています。 三つ目に，毛利の里安芸高田市には，特産品づくりの素材となるものはたくさんあるのですけれども，それを生かし切れていないように思っています。毛利への興味とか魅力を引き出すためのものづくりとか，あと買い手の目を引いて購買意欲を高めるようなものづくりなど，素人の私たちがプロの方から学べる機会，勉強できる講習などを開催してもらいたいと思います。新しい商品をつくること，生み出すことによって，地元の人の仕事づくりにつながればと思っているので，是非よろしくお願いします。 最後に，知事さんにお願いなのですが，後でこれをプレゼントするので，是非使って宣伝をしていただきたいと思います。こちらの箸も，知事さんはいろいろな方とお食事をされることが多いと思いますので，ポケットに忍ばせてもらって，宣伝をよろしくお願いします。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。今のお話で，柔軟な雇用体系というのは，本当に県としても推進したいところでして，多様な働き方，あるいはよく言われることですけれども女性だけではなく男性も含めてワーク・ライフ・バランスという，これをとれるような働き方が大事だと思っていまして，県としても推進していきたいと思っているところです。 それから，お年寄りの方にもっと働いていただくのがいいのではないかということなのですけれども，ちなみに，今の安芸高田市の地域振興事業団でのお仕事というのは，お年寄りの方にいろいろお仕事していただいているという感じなのですか。 
 （中 尾） 今の竹炭に関しては御老人の方に協力いただいてやっているのですけれども，全員あわせて 15人ぐらいおられると思います。若い方が 1名おられるのですけれども，70歳前半の方ばかりで竹炭づくりをしてもらっています。 うちの仕事としては，ほかにも内職仕事として，今の仕事がしたくてもできないような方に内職をお渡ししたりとか，そういった仕事もさせてもらっています。 

 （知 事） そもそも今，高齢者の定義というのが 65歳以上なのです。私が思うには，65歳というのはちょっと若すぎるのではないかと。昔から比べるとみんな 10歳ぐらい若いですから，
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だから，高齢者の定義自体をそもそも変えるのが先決ではないかと個人的には思ったりしますけれども，おっしゃるとおりで，これから働く年代の人口というのは大きく減っていくので，今でいうお年寄りもたくさん本当は活躍していただける機会があると思いますし，もちろん知恵とか技とか知識もたくさん持っていらっしゃることが多いので，それはおっしゃるとおりだと思います。 それから，ものづくりなどの支援というか，プロの人から学ぶ機会というお話は。 
 （中 尾） みんな素人なのですけれども，何か一つ特技を持ったグループ集団でものづくりをしている感じで，プロの人から教わったらもっといいものができるのではないかと思うところがあります。 
 （知 事） 商工会とか商工会議所で，財団法人だと会員になられていないと思うので，会員になる資格があるのかどうか分からないのですが，商工会，商工会議所には経営指導員という制度があったり，専門員の派遣という制度があったりして，会社ないしは個人営業されている方々にはそういうのを支援する制度はあるのです。ところが，財団だと対象になるのかどうか分からないので，あまり細かいことを言わず，安芸高田市商工会だと思うのですけれども，是非支援していただけるといいのではないかと思います。 
 （中 尾） お願いします。 
 （知 事） 連絡してみますけれども，いろいろな制度的なものもあるので，どううまくすればいいか分かりませんけれども，制度としてはそういうのもあります。 素晴らしいモデルで，ありがとうございます。 
 （中 尾） ありがとうございました。 
 （知 事） それでは，藤本さん，お願いいたします。 
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（藤 本） 川根柚子振興協議会から参りました藤本と申します。よろしくお願いいたします。 話をする前に，先ほどの商工会の支援のことなのですけれども，うちは商工会に属していまして，その支援を受けたことがあるのですけれども，年間 3回の支援で限られています。なので，持続的に教えていただきたい。学びたいときにちょっと物足りなかった。すごくありがたかったのですけれども，持続的に支援して，教えていただけたらもっとよかったです。 
 （知 事） それは無料支援ですか。 
 （藤 本） 無料支援です。 
 （知 事） お金をちょっと出せば持続的に使っていただけるのですけれども，私も昔，中小企業庁にいて，そういうのを担当してやっておりましたから。 
 （藤 本） なかなか，節約でやっていますので。余談ですみません。 今日は，川根柚子振興協議会の１人で参らせてもらいました。背負う荷が多くてすごく緊張していまして，うまく伝えていけるか不安です。それと，私は和歌山県の出身でちょっとイントネーションが違うと思うので，伝わり方に語弊があるかも分かりませんが。 
 （知 事） いやいや，大丈夫ですよ。 
 （藤 本） 変な意味で言っているわけではないので，よろしくお願いします。 まず，川根柚子振興協議会を説明させていただく前に，川根振興会の説明をさせていただきます。川根地区の地域活動を主にやっている振興会で，全住民が会員という，その先駆けをつくったのが振興会と聞いています。地域でなんとかしていこう。それで足らないところは支援をしていただこうということで地域活動をしていまして，地域で行うお祭りとか活動がすごく多くて，今日もはやし田植えが午前中から昼過ぎまで行われていまして，私もそれに参加してからこちらに来ました。毎月はちょっと大げさかも分かりませんが，
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年に何回もお祭りとかがあって，すごく活発で，運動会も，小学校とか保育園も人数が少ないということもあって，一つの運動会で地域全体で運動会をします。そういう地域に嫁いできまして，12年暮らしています。2年前にきっかけをいただいて，今の川根柚子振興協議会で会計として働かせていただいています。 次に，川根柚子振興協議会ができたのは昭和 56 年と聞いています。川根で自生するゆずの木があったので，それを使って特産品づくりをということで始まった団体なのですけれども，最初は手探りですごく大変な苦労をされて立ち上げてこられて，今年で 29 年目になります。6 年前に移転しまして，大きな加工センターをつくっていただいて，そこでやらせてもらっています。そこに展示しているのですけれども，真ん中のかごと後ろです。商品づくりで，昔からゆずみそ，ゆずジャム，ゆずゼリーをはじめとして着々と商品の数を増やしていったのですけれども，やっぱり時代に応じた商品づくりが必要かなと思って，私が入らせてもらって，またケーキ類とか，地域の声でゆず製品でこういうものがあったらいいというのを聞きながら，試行錯誤しながらやってきています。 この 2月に川中醤油さんと農商工提携を結ばせていただいて，今までゆずの実を搾って十分活用できないで捨ててしまっていたようなゆず皮と，川中醤油さんでもだしをとった後の鰹節というのは捨てざるを得なかった。産業廃棄物になっていたということで，それを何とかしたいということで，その 2種類プラスいろいろな食感を加えたりして，歯ごたえのある佃煮を開発しました。 今後の取組みで考えていますのが，先ほど申し上げたように，既存するもので捨てているものを形を変えて回していくというエコの理念を中心にして，ゆず皮で堆肥をつくったり，皮をつけ込んでゆず酒をつくったり，川根ではゆず以外にもいろいろな農産物とかとれるものがあるので，それを使って商品づくりをしていけたらと思っています。 それで，気を付けたいのが，先ほどの話にもあったように，昔から語り継がれて伝えられてきた味とかつくり方というのは壊さないように，それもうまく伝えていけたらと思っています。 それによって，ゆずで働ける場というのを増やして，川根地域の活性化につながっていったら，それはすごく幸せなことだと思うのですけれども，今はまだそこで働いていたからといって生計を立てるまでに至っていないので，それを是非実行していきたいと思います。 やっぱりゆずがメインになってくるので，もとになるゆずの木を定植したり，今まであるゆずの木をちゃんと管理して，1 本のゆずの木からたくさんゆず玉がとれるように，その管理にも雇用ができるということで，今，取り組んでいます。 いろいろ活動していく中で感じていることは，自分の私利私欲のために動くのではなくて，川根とか安芸高田市，広がって広島県の私利私欲のために動けたら，すごく活性化していくのではないかと感じています。 川根も過疎化になってきて，どんどんと若い人は外に流れていくのですけれども，また
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その人たちが戻ってきたり，新しく川根で住んでみたいと思っている人も含めて，ずっと川根を守ってこられた人たちが生き生き暮らしていけるような川根になっていけたらと思います。 知事さんに提言があって，大きく分けて一つなのですけれども，産品づくりに携わっている者として，それを普及していきたいという思いはすごく強いのですけれども，どういうふうに普及していったらいいのかということで，三つ考えてみたのですけれども，一つは，広島県レベルで推奨品というロゴを，どこかでこういう県のロゴを見たのでとっておいたのですけれども，そういうロゴか何かをつくってもらって，審査を受けて，ある程度の審査が通れば推奨しました。おいしいですよ。食べ物でなくても，広島県の土産としてどうぞという，ロゴとか，そういうマークの制度をつくっていただけたらもっと発信していけるのではないかということと，先ほどの話にもあったように人材派遣のことで，やっぱり素人なので，一生懸命やっているのですけれども素人感覚で至らなかったりというのが多々ありますので，ちょっとお金を張り込んで長期的に持続して人材派遣していただいて指導を受けられたら，自分自身も成長しながら産品づくりに携わっていけるような気がします。 最後なのですけれども，今回こういう機会を設けていただいて，私もすごく勉強させていただいたのですけれども，産品づくりに携わっている人は各地に，安芸高田でもすごくいらっしゃると思うのですけれども，それをお互い認識しあっていないのかなと感じまして，そういう各地域での産品づくりの団体をつくって，定例会みたいなのを開ければ，そこで情報交換したり，知恵を出し合ったり，こことここで手を組んでやってみようという話もできると思いました。なので，そのお手伝いをしていただけたらと思います。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。既にお答えを持っていらっしゃるような感じですけれども，川根という地域がそれだけみんなが集まっていろいろなことに取り組んでいて，お祭りとか，あるいはこういった地元の産品づくりをやっていらっしゃるというのを聞いて，本当に絆の強いところだというのを感じました。 今の三つのお話なのですが，ときどき我々もすごく反省するのですけれども，例えば今のロゴマークというのが，ＢＵＹひろしまというのを今やっています。そのＢＵＹひろしまのロゴマークというのは既にあるのです。聞いたところによりますと，県内産品，県内製品としての認定というのは，このゆずの製品でも県のほうでしているみたいなのです。ただ，ロゴマークの使用というのは申請いただいていないみたいなのです。ですから，是非申請をしてほしいというふうに私に入れ知恵が入っているのですけれども，これもどうかと思うのが，そこまでやっているのだったら，申請したらどうですかと県のほうでも言っ
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たらいいのではないかと，広報の努力が足りていないということではないかと思うのです。知らなかったら申請しようがないですよね。 
 （藤 本） そうです。ＢＵＹひろしまの認定は受けているというのは私も携わったので知っていたのですけれども，そのロゴを申請するというのは知らなくて，だからＢＵＹひろしまを認定いただいたのを果たしてどういうふうに使っていったらいいのかというのが，ずっと認定いただいてから，私も聞けばよかったのですが。 
 （知 事） そこでコミュニケーションが発生していないということで，会話していたら何か出てきそうなものですけれども，普段の事務的なやりとりだけではなくて，それは市を通じた話とか，いろいろな面でのコミュニケーションが行政側にも足りないというのを反省させられました。すみません。 

 （藤 本）  是非帰ってから申請をしたいと思います。 
 （知 事） 是非是非お願いします。 あと，アドバイスの件は，無料でやるというのもいいと思うのですけれども，専門家派遣はそんなに高くなかったと思うのです。高かったらまた言ってほしいのですけれども，ちょっと自分たちもお金を払うということは，それをちゃんと活用するという自分たちのコミットメントにもなるので，僕はそれは大事なことだと思うのです。全部ただだったらそれでやり過ごしていってしまうというか，そういうこともあるので，ちょっとだけ払っていただいて継続していただければと思います。 
 （藤 本） それは最近ある出来事ですごく学んだことで，やっぱりお金を払うことでそこに価値が出てくると思いました。 
 （知 事） そうですね。是非お願いします。 でも，地域挙げてのそういう取組みはすばらしいと思うので，是非継続してください。 
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（藤 本） ありがとうございました。 
 （知 事） それでは岡崎さん，お願いいたします。 
 （岡 崎） 向原町の向原地域振興会会長をしております岡崎耕二と申します。よろしくお願いいたします。 向原地域振興会は平成 15 年に発足しております。この振興会というのは，行政と地域住民が一体となって協力しながら地域づくりをするという目的で設立されております。それと，現在は向原地区自主防災会，これが平成 13 年に発足されておりましたが，これを地域振興会と合体させまして，現在，両方の会長という形で務めさせていただいております。 向原地区は，向原町の中心部，いわゆる芸備線が開通して，芸備線沿線にたくさんの商売の方が商店を出されました。その地域，それから保育園，小学校，中学校，高等学校，この学校の地区，それと病院のほうも芸備線が開通してしばらくした当時はたくさんの入院できる施設のあった病院もございましたが，いま現在はその地区には病院が 5軒に減っております。他の地域と同じように少子高齢化も進んで，人口減少がずっと続いているような状態の中での地域づくりという形で地域振興会の活動を興しております。 どんな活動をしているかというと，安全で安心して暮らせるまちづくりということを合い言葉に，子ども，老人の安全を守る活動ということで，まず挨拶運動，子どもさんが登校されるときには安全の見守り，それから声かけ運動，挨拶運動を一生懸命進めております。また，下校時には町内の防災無線で小学校の何年生から何年生が何時に下校します。見守りに御協力くださいというふうな放送を流していただいて，地区住民はできるだけ下校時の見送りをするように，道路近くの人は玄関先に出たり，商店の人はお店の中から子どもさんを見守る。こういう活動をしております。 それから，災害防止活動ということで，防災訓練を，パネルをあそこに出させていただいておりますが，以前は向原地区は連坦地区で，家屋と家屋の棟がずっと引き続いた商店街が多いわけです。だから，もし火災が起きたときは大変ということで，防災訓練は防火訓練という形が多かったわけです。消火器とか可搬式ポンプの走行訓練とか操法訓練とか，あるいは救命訓練とかをやっていたのですが，最近になって，やはり地域に大きな建物が建ちますと，川があふれたりして，低い土地が浸水するような危険性が発生しております。それと向原町には崖崩れ，それから土石流の危険箇所も，広島県さんのほうからマップをいただいておりますので，これらもあわせて訓練が必要ということで，避難訓練から，も
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ちろん消火訓練もしますけれども，土のうをつくる訓練とか，土のう設置訓練とか，こういう訓練までも一連のものを想定してしなければいけないような状態です。特に土石流が起きているあたりの山も，現在はほとんどの方が防災林があっても山に入られることはないわけです。だから，どういう現状の山の谷になっているのかというのが非常に我々も不安で，途中までは行くことはできるのですが，木がほとんど倒れた状態になっているので，防災林の役をしているかどうかも一つの疑問を持っているわけです。 それと，地域の活動としてごみ減量化リサイクル活動ということで，安芸高田市のほうもごみの減量化ということに非常に力を入れて，助成をしていただいております。資源ごみ，古紙とペットボトル，アルミ缶，スチール缶に限定しているのですが，これは平成 16年から 21 年度までで 149 万 8,106 円というのがリサイクル活動で振興会へ収入として入った金額です。 
 （知 事）  何年から何年ですか。 

 （岡 崎） 平成 16年 12月から始めて，平成 21年度末まで。 
 （知 事） では，5年ぐらいですね。 
 （岡 崎） 
1 ヵ月平均で 2 万 3,779 円というリサイクル収入です。これは単なるリサイクル収入だけでなく，安芸高田市自体のごみ処理負担金の軽減にもつながる一方，地域住民の家庭ごみの処理費が 21年度だけで計算しまして，21年度が 3万 1,730㎏の資源ごみが出ているのです。重さで 31t です。3 万 1,730 ㎏。もし，これを家庭ごみの有料のごみ袋に入れたとしましたら，21万 4,750円は出された方がごみ袋代として支払われている金額です。それだけは地域へ出したために負担が少なくなって，しかも，振興会には活動費としてお金が入るということで，地域住民の方も非常に協力的で，たくさんの資源ごみを出していただいております。 それと，地域住民のふれあいと健康増進ということで，向原町には向原高校のちょうど真向かいに当たる位置なのですが，健康の森 丸山公園というのがあります。この丸山公園で毎年 4月の上旬に春祭りを行い，これで地域住民とのふれあいを行う。それと，ふれあいスポーツ大会も毎年 6月ごろに行っております。 それと，健康の森 丸山公園の整備保全活動ということで，春，秋に草刈り，倒木の伐採
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と，桜，あじさい等の花木の植樹ということで，四季を通じて花が楽しめる公園づくりということで地域住民で取り組んでおります。 少子高齢化，人口減少が急速に進んでいる地域でございますので，若者，お年寄りに地域で暮らしたいと思っていただけるようなまちづくりに今後も取り組みたいと思います。 そして，県のほうへの提言というか，お願いでございますが，県として今回から湯﨑知事さんが宝さがしということで各地方を回っていただいて，いろいろな意見を聞いていただいております。この地域再生に対する各分野での事業計画を広島県のほうでも募集していただいて，採用事業に対しては支援をいただければ，各地域での地域振興活動というものが非常に活発化するのではないかと思います。地域に活力が出るように，ひとつそういう支援制度といいますか，こういうのを設けていただいたらと思います。以上で終わります。 
 （知 事） ありがとうございます。今の地域振興会の活動というのは，実在するのは 20 個ぐらいあって，たくさんやっていらっしゃってすばらしいと思いました。地域への多大なる御貢献，本当にありがとうございます。 
 （岡 崎） これが地域の人はあまり行事を多くするなや，毎月出ていかにゃいけんじゃないかという声もあるのですが，ただ，それを楽しみにされている会員たちもおられるので。 

 （知 事） それと，最後の地域再生の計画というものなのですけれども，まさに今年，安芸高田市も対象になります。過疎地域の未来創造支援事業というのがありまして，いわゆる過疎指定を受けている市や町が地域再生の計画，地域振興の計画をつくって，それに対していい計画であれば県が補助をしていくというのをやっておりまして，今年その計画づくりの年になっているのです。そういう意味では市が主体となってやっておりますので，市のほうにも地域の皆様のいろいろな声を届けていただいて，実効ある，本当にそれをやれば元気になるというような計画をつくっていただきたいと思っておりますので，是非御協力をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。 
 （岡 崎） ありがとうございました。 
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（知 事） それでは次に高校生 3人組で，これまで高校生には 2人出てもらっているのですけれども，今回で倍以上になりまして，ありがとうございます。平均年齢も随分下げていただきました。では，お願いします。 
 （西 川）  吉田高校生産流通システム科 3年生で神楽部部長の西川達哉です。よろしくお願いします。 まず初めに，神楽部の紹介をさせていただきます。私たち神楽部は創部 10 年を迎え，現在，3年生 5人，2年生 4人，1年生 6人の計 15人で活動しています。今までの神楽部よりさらに成長した姿を多くの人に見てもらうために毎日練習に励んでいます。 私たち吉田高校神楽部に所属している者の多くは，学校外の様々な神楽団に所属しています。そのため，舞い方や構成は大変ですが，練習を通して意見を出し合い，一つの演目をつくりあげています。 私は，活動を通して，神楽の楽しさだけではなく，神楽の厳しさや大変さについても学んできました。神楽部の先輩たちはこの活動で得たものをばねにして，地域の神楽団で御活躍されています。 これまで吉田高校神楽部は，地域の敬老会や養護老人ホームのお年寄りに楽しんでいただくだけではなく，県立広島大学や広島テレビ，広島県民生委員児童委員研修大会などでも公演させていただきました。 吉田高校神楽部が地域の活性化に貢献できるよう，頑張っていこうと思っています。 
 （小笠原） 私は地域開発科 3年小笠原健といいます。よろしくお願いします。 今，神楽は大会や催しものなどでいろいろなところで行われることが多くなっています。大会や催しものでの神楽もよいのですが，地元の神楽団が地元の宮で地元の人々が楽しんで神楽が見れるのが一番よいと思います。地元の祭りはほかでは見られない神楽があり，見ているほうも舞っているほうもとても楽しいです。是非湯﨑知事には祭りに来てもらって，楽しんでもらいたいと思います。地元の地域に支えられてこその神楽だと思います。神楽を通して，地域を大切に，地域の人々のつながりや自然を大切にしていく心を伝えていきたいと思います。そのために，安芸高田市と芸北地域の若者の絆をつくる拠点にするために，吉田高校神楽部で頑張りたいと思います。 

 （河 野） 吉田高校普通科神楽部 3年の河野なつみといいます。よろしくお願いします。 
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私は最近神楽の競演大会などが盛んに行われるようになり，多くの人に喜んでいただいて，自分たちの技術の向上やまた次の公演に向けての目標ができたり，大変よいことだと思っています。 私たちは地元で神楽を続けながら，お金もうけのための神楽になってはいけないということも教わってきました。団長さんたちからは，常に基本を忘れないようにと言われています。神楽の基本は，小笠原くんも言っていたように，神楽を通して地元の人の絆や自然を大切にし，地元の人々が元気で頑張っていくためにやるものだと思っています。でも，私たちの地元の神楽は広島県内ばかりだけではなく，全国的にも誇れるようなものだと思って，真剣に取り組んでいます。基本を大切にしながら，県内ばかりではなく，広島県の宝と言える芸北神楽や，私たちが日ごろから取り組んでいる高田舞を全国の人々にも元気になっていただけるように，全国の人々にも見てもらえる機会をつくることができたらと思っています。以上で終わります。 
 （知 事） 西川くん，河野さん，小笠原くん，ありがとうございました。 神楽は県北のほうでは盛んですね。吉田高校の神楽部も盛んなのだと思うのだけれども，都会の高校ではない，すごくいいものだと思うのです。というのは，サッカーとか野球とか，あるいはスポーツ系というのはもちろん都会でもあるのですけれども，地元との絆を大事にするというか，それが感じられるような，卒業した人たちが地元の神楽団に入っていて，そことのつながりというのも今みたいにあるわけですよね。先輩から言われることも，地元との絆を大事にしろとか，そういうことだったり，そういうことは本当に都会の高校ではすごく少ない機会で，大事というか，逆にいうとみんなはすごくいい機会をもらっている。うらやましく思います。それを大事にしてくれているというのが本当にすばらしいことだと思います。ありがとうございました。 
 （河 野） ありがとうございます。 
 （知 事） 最後，お待たせしました。溝本さん，お願いいたします。 
 （溝 本） ただいまの高校生 3人の話の中に神楽にとって大切な話が含まれていたような気がします。 私は旧美土里町のまちおこしで整備されました神楽門前湯治村という複合施設の運営を
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通して観光振興などに取り組んでおります。 神楽門前湯治村という施設は平成 10年に開業しましたので，まる 12年経過しました。地元の神楽団の皆さんたちにまちおこしに立ち上がっていただいて，そこから生まれる様々な地域振興なり，観光振興なり，産業振興なりといったようなことに取り組んでまいりまして，12年という歴史の中で一定の集客もあり，様々な波及効果も含めて，それなりの成果は出たと思うのですが，先ほどの高校生のお話にもありましたように，神楽をこれから全国に知っていただくための取組みであるとか，あるいはお金もうけのための神楽ではないとか，様々な課題もある中で，若干この 12 年の中で見えてきた課題というのもあります。 おかげさまで施設そのものの集客というのは，年間 15万人前後の集客がございまして，ですから，神楽だけではなくて，様々な地域資源がそこにあって，多くのお客様にふれ合っていただいているという部分はあるのですが，こと神楽ということだけをとらえてみますと，この安芸高田市には現在 22 の神楽団体がございます。美土里 13，高宮 6，吉田 2，八千代 1というような構成ですけれども，その神楽団の皆さんたちの協力を得て，冬場を除いてほぼ定期的に毎週のように公演を開いてもらっていまして，そういった意味では，非常に大勢のファンの皆さんに来ていただいて，広島神楽の人気に火をつけたといいますか，神楽ブームに拍車をかけたという，そういったここ 10年，15年だったと思います。 しかし，その中でちょっと課題というものも見えてきまして，それは一体どういうことかいうと，例えば希少性が低下してきていて，さっきも高校生の話にありましたように，神楽というのは本来秋祭り，田舎の祭りが基本なわけですが，今は年がら年中どこに行っても神楽が見れる。そういう状況が生まれています。そんな中で，県北，安芸高田だけではなくて，北広島や安芸太田にもたくさんの神楽団がありまして，伝統ある神楽大会，何十年も続いている神楽大会もありますが，ここ数年集客が低迷しているという，そういう実態が各地にございます。その辺，足元を見直して，拠点である県北で神楽をしっかり守っていこうという取組みをもう一回考え直してみる必要があるというのが一つと，もう一つは，これもさっき高校生の中にありましたが，神楽をもっと多くの人に知ってもらう。確かに神楽ファンの方はこの 10年，15年間に増えたのですが，広島県を中心としてその近郊のお客さんが非常に多いです。例えば大阪とか東京とか，大都市圏からも神楽を見においでていただく。全国的に言えば高千穂神楽のようなことになれば，もっともっと神楽にかかわっていただいている方にも活性化になるのではないかと，そんなことを思ったりしています。 したがって，今後広島県の神楽の魅力をもっと広範囲に PR していくといった取組みができればいいなと思っております。 知事にお願いしたいことが若干ございます。中山間，県北には神楽をはじめ様々な魅力的なものがあります。神楽は伝統芸能，文化であるのですが，やはり観光資源として大き
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く見つめられていますので，そういう意味では，神楽を含めて中山間の魅力を掘り起こして，観光振興ということに力を入れていくということは非常に地域にとって元気の源になると思います。それはなぜかといいますと，観光というのは，例えば地産地消で農業の振興であったり，雇用の創出であったり，産業振興の部分もあるわけですが，こうして高校生たち，あるいは子ども神楽，ちっちゃな子どもも神楽をやっているわけですが，教育とかそういった側面の充実ということにもつながりますし，あるいは，高齢者とか地域の皆さんの誇りであったり，生きがい創造になったりというようなこともありましょう。そういう意味では観光というのは非常に地域が生き返るといいますか，元気づく大きな大事な要素があります。 そこで，知事には是非，世界遺産の宮島をはじめ瀬戸内にはたくさんの魅力があって，どうも知事のイメージは観光といえば瀬戸内というのがあるものですから，是非県北にも目を向けていただいて，観光振興に支援をしていただきたいと思います。 さっき最初のほうのスポーツでありましたけれども，スポーツがメジャーになるためにはどうなのかというお話がありましたが，ふと思うと，青森県のカーリングが一気にマイナーからメジャーになって，何かのきっかけでそうなるということもありますけれども，できれば知事に神楽ファンに，今でも神楽ファンかも分かりませんが，神楽ファンを標榜していただいて，あちこち神楽ファンを標榜していただいて，神楽を見に行くなら県北へと，そこにはいっぱい魅力的なものがあると知事に言っていただければ非常に大きな力になると思います。以上，終わりたいと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。私にはそんな力は，とてもではないけれども足りないと思いますけれども，神楽も次のステップに来ているのだと思うのです。かつてであれば，そういうイベントで年に 2回とか 3回とか上演されていたものが，だんだんと認知されるに従って，いろいろなところでいろいろなタイミングで行われるようになって，実際に見ていらっしゃる人というのは，昔と比べればはるかにたくさんの方が神楽を御覧になっていると思います。 今年の 1月に「全国神楽フェスティバル inひろしま」があって，御存じだと思いますけれども，全国の神楽団に広島に来ていただいて，大成功したのですけれども，あのお客さんの数を見てもファンの方がたくさんいらっしゃると改めて思いました。 そこからまた次のレベルに行くために，今おっしゃったような全国に対する PRだとか，あるいは，希少性の低下とおっしゃいましたけれども，どこでも見れるので，逆にいうと，いつでもいいやと。従来だったら人を集めたイベントに行かなければならなかったのが，そうしなくてもいいということだと思うので，次の一工夫ということなのだと思います。次世代の高校生もこうやって頑張ってくれていますし，是非，次にいけるように，県とし
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てももちろん後押しをしていますし，頑張りたいと思います。 イメージとしては，ハワイのフラダンスなど，もともと同じような地域の神に捧げるものだったわけですけれども，ハワイの場合にはハワイ全体の観光化とともに，今やどの町に行ってもフラダンスがあるみたいな，神楽は結構大がかりなのでなかなかそうはいかないかもしれませんが，ダンス，劇みたいなものは地元に行かないと見れないと思うので，そんなイメージで，おっしゃるようにほかの観光要素とも結びつけながらもっと伸びていったらいいという気が私はしています。 県北の観光に力を入れていないのではないかとおっしゃるけれども，そんなことはなくて，今年は県北の観光事業を，県北のほうがむしろ海より先行してやっております。海のほうは確かに目立っているのですけれども，こちらも大事だと思ってやっております。 
 （溝 本） よろしくお願いします。 
 

 

自由討論 

 （知 事） 実はほとんど時間を使い果たしてしまったのですが，ちょっと延びても大丈夫ですか。 全体の話の中でお伺いをしたいのが，皆さん，吉田とか高宮とか，そういう地域出身のお話をされているのですけれども，安芸高田市は合併をして安芸高田市になっています。合併してのよしあしというのは，何か感じていらっしゃるところはありますか。 宮本さん，いかがですか。 
 （宮 本） 随分遠くなったというか，安芸高田市民であって，まだ甲田町の町民というような感じがしているのは，やっぱり上の指導者の人たちはこうなっているのだけれども，地域を越えてのものがまだできていないので，少しこだわりがあるのかなと思うのですけれども。 
 （知 事） 意識としてはやっぱりまだ。 
 （宮 本） そうですね。一歩外に出て，みんなと一緒にできるというものが今のところ何もないので，人によってはあるかもしれませんけれども，それが市民全体のものにはなっていない



 － 34 － 

と思うのです。そこらがやっぱりまだかなと思います。 
 （知 事） なるほど。どなたかほかにいらっしゃいますか。 
 （溝 本） イメージとしてですけれども，合併したことによって効率は追及されているのですけれども，その分非効率なものが切り捨てられているような雰囲気があるのが一つです。非効率でも残していかなければいけないものがあるし，あるいは，さっきもちょっとお話がありましたが，連携すべきものはしっかり連携すべきなのですけれども，そこらの情報の共有がまだできていなくて，例えば特産品の協議会の団体をつくるとか，これは市でやらなければいけないと思うのです。だけど，そういうのができていない。 あるいは，さっきの効率と非効率の問題と同じですけれども，どうしても平準化のほうに行ってしまって，没個性になってしまうとオール安芸高田ブランドになってしまって，六つの町が合併したわけですから六つの町のそれぞれの個性を中で生かしていかなければいけないものがいっぱいあると思うのです。それを一つのまちの中でどう応援していくか。サポーターになるか。例えばサンフレッチェのユースは旧吉田町ですけれども，私たち美土里の住民はどれだけその意識があるか。そこが希薄だったらいけないと思うのです。だから，美土里の住民はサンフレッチェを応援する。サポーターになる。神楽はどちらかというと美土里とか高宮に多いですけれども，向原とか甲田にはないわけです。だから，向原，甲田の人たちが神楽のファンになっていただくとか，そういうところをお互いの交流とか，お互いの個性を尊重しながら市民がまとまっていくとか，そういったところが今からの課題ではないかという気はします。 
 （知 事） なるほど。ありがとうございます。 どうでしょうか，ほかに。 
 （藤 本） 似たような話になると思うのですけれども，やっぱり高宮町で暮らしてきて，いきなり安芸高田市民になるということで，突然だったので，それぞれの町が，高宮町は高宮町，ほかの町はほかの町という，まだそういうポリシーみたいなのがあるのかな。私も高宮町民ですというのがあるので，そういうのでみんなが寄り添えていないというのがあると思います。一つになったからには，それこそいろいろ連携していきたいと思うのですけれども，逆に小学校であったり，今，適正化ということで統合の話も出てきたりで，親として
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の意見なのですけれども，まとまったからいいというのではなく，小さいながらでもよさというのは十分あり，大きいからよさもあり，悪さもありで，両方良さ悪さはあると思うので，まとめることだけが，小学校のそういう統合化によって感じるのですけれども，まとまった中で，逆に川根地域で頑張れることとか，そういうことも守っていって，主張していくべきところはしっかり主張していかなあかんと，逆に，地域が連結していくときなのかなというのは感じています。 
 （知 事） ありがとうございます。合併の問題は，私も，実は広島市佐伯区の出身なのですけれども，東京とか大阪に行くと広島市出身ですと言うのですけれども，普段私は五日市出身ですと言うのです。昔，五日市は合併していなくて，私が広島を出た後，東京の大学に入った後で合併したものですから，自分は五日市町民のまま，いつのまにか合併して，いまだに五日市出身というイメージがあるのです。それはなかなかなくならないもので，だけど，それがまずいのかというと，やっぱり個性も大事で，個性も大事にしながらいかに交流も深めていくかということが今の時代の合併の意義なのかという気もしています。 そういう意味では，それぞれの個性があって，スポーツもあれば，神楽もあって，それを大事にしながら，お互いがお互いを，先ほど溝本さんがおっしゃったような応援できるような工夫ができるといいなという感じがします。 
 （溝 本） 今日の会議のような，お互いつながりをつくるとか。 
 （知 事） そうですね。それをどうやったらできるかですね。皆さん，湯治村の温泉に入りに行くとか。 この際，何か聞きたいことがあれば。 
 （岡 崎） 私が住んでいる向原町は，合併前にいろいろな事柄が決まって，例えば老人施設とか，基本構想という形で，何年後にはこういうふうなまちになりますよという構想があったわけです。合併したら，そういうのも早くできあがると住民はみんな待ち遠しく思っていたわけですが，合併した途端，周りのほうは上下水道がついていないから上下水道，それから道路は向原以外のほうが早くから整備されていたのですが，向原町の場合は，広島三次線の県道に歩道がまだついていない，向原高校付近とか段差がある箇所が結構あるのです。ほとんど 80 歳代で，押し車を押されたり，あるいは車椅子に乗ったり，移動が非常に困
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難な場所もあるわけです。ここらあたり，合併によってむしろ格差が広がったのではないかと住民の意見が出ている現状がありますので，できるだけ早く，財政が非常に厳しいというのは分かっているのですが，せめて段差をなくして，押し車を押してお年寄りが歩かれたり，赤ちゃんを乗せた乳母車で通行できるような処置をしていただけないか。地域で，これはコンクリで埋めればいいじゃないかと簡単に言っても，県道は県でなければできないとなりますので，県知事さんのほうも耳を長くしていただいて，安芸高田市のほうから要請がいきましたらできるだけ早くお願いできたらと，図々しいお願いなのですが，よろしくお願いいたします。 
 （知 事） 分かりました。それは御要望ということで。 
 （岡 崎） はい。 
 

閉  会 

 （知 事） それでは，時間も過ぎてしまったので，ここで締めをしたいと思いますが，よろしいでしょうか。 それでは，最後に私のほうからもう一度御挨拶をさせていただきます。 本日は，傍聴の皆様，長い時間にわたりこの会にお付き合いいただきまして，本当にありがとうございました。 また，懇談会のメンバーで来ていただいた方には，本当に貴重なお時間，貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。 冒頭でも申し上げましたように，こういった各地域で本当に様々な御意見がございます。それを県としてもしっかりと受けとめてこれからの県政に役立てていきたい。1 年，2 年で変わらないこともあるかもしれません。5 年，10 年，あるいは 20 年，そういったタイムスパンで変わっていくこともあろうかと思います。 今，私がよく言っておりますのは，広島県を動かしていく，広島県が変わっていくためには，県とか県庁が旗を振って動いていくのは当然なのですけれども，各市あるいは町，もちろんその住民の皆様，あるいは企業の皆様がその変革に向かって力を出していくことによって初めて本当に変わっていくものだと考えておりますので，こうやって今日おいでいただいた方々は，いろいろなそれぞれの分野においてリーダーとして活躍されている，あるいはいろいろなことに積極的に取り組んでおられる方々ばかりですので，引き続きの



 － 37 － 

県政への御協力をお願い申し上げまして，みんなで新しい元気な広島県をつくれるように私も頑張ることをお誓い申し上げまして，今日の会の締めとさせていただきます。本日はありがとうございました。 


