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開  会 

 （知 事（湯﨑）） 皆様こんにちは。それではただ今から県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし」を始めたいと思います。 まず，本日は御参加いただきました 10 名の皆様，お忙しいところ誠にありがとうございます。 また，傍聴の皆様も，土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す。 始める前に，この会の趣旨を私から簡単に御説明させていただきたいと思います。 この県政知事懇談会は，私が昨年 11 月に知事に就任いたしましてから，各市町で直接住民の皆様とお話をさせていただくということで始めているものであります。その目的は，一つ一つの具体的な課題を解決していくというよりは，いろいろな方々が地域にいらっしゃって，いろいろなことに取り組んでおられる。こんなすごいことをやっているということを教えていただいたり，あるいは，こんな課題があるというのを教えていただいて，それをだんだんとためていく，味噌樽の中にためていくというイメージで，それらがだんだんたまっていくと熟成発酵して良い味噌ができるのかなと。それが広島県の県政全体の基礎になっていく。あるいは，色味，調味料といいますか，味付けになっていくと思っております。そういうことで，私としては県政の基礎づくりの一環と位置付けてやらせていただいております。 これとはまた別に，各市町の市長，町長と直接行政の立場でお互いに意見交換をするというのをやっておりまして，そちらはまた行政としての視点で，それも同じような形で進めております。 そういう意味で，今日は住民の皆様と直接お話しする場ということになり，この二つで県政の土台固めをやっているということでございます。 立場的に言うと難しいのですが，今日は町長もいらっしゃっていますので，余計なことを言うなと怒られてしまいそうですけれども，普段，我々は行政のフィルターがかかってお話を聞くことが多いわけです。今日はまさにフィルターをかけずに直接お伺いするという趣旨でありますから，そういう意味で率直に日ごろお感じになっていることを遠慮なくおっしゃっていただくことが大事だと思っております。是非よろしくお願いします。 遠慮なくという意味で，私も前はスーツを着てやっていたのですけれども，それをやめて，こういうカジュアルな格好でやらせていただいております。 最初はなかなかくだけた雰囲気となりにくいのですけれども，リラックスしてお話をいただければありがたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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懇  談 

 （知 事） それでは，早速始めさせていただきます。初めに，順番にお 1 人 5 分程度でやりとりをさせていただいて，合計 1 時間ぐらいそれに使わせていただきまして，その後，全員で 30分程度やりとりをさせていただきます。ただ，これは目安ですので，多少の前後はございますけれども，そういう時間配分という心づもりでやらせていただきますので，よろしくお願いします。 では早速，鎌田さんからよろしくお願いします。 
 （鎌 田）  トップバッターにはふさわしくないと思いますが，今とても緊張しています。対話形式でやってくださいと先ほどお話がありまして，何を言い出すか分からない状態でいますので，すみませんが，よろしくお願いします。 私は基本的には主婦なのですけれども，「野うさぎ文庫」というところに所属していまして，そこの活動の中での思いを二，三お話しできたらと思いますので，ちょっと「野うさぎ文庫」を簡単に紹介させてください。 発足して 11 年目になるのでけれども，会員の年齢層が 30 代から 80 代まで幅広く，人数は 30人程度なのですけれども，発足当時は 20代の人ばかりでしたが，人生の大先輩と一緒になりながら活動させてもらっています。 子育て真っ最中の人が多い中で，子どもと一緒に楽しめることをいろいろ企画しながら，単に読み聞かせをするということにとどまらず，楽しくやらせてもらっています。 
 （知 事） 地域をベースにした活動，グループですか。 
 （鎌 田） そうです。安芸太田町内にほとんど在住しているメンバーです。 行政のほうの紹介で県の予算，基金をいただいたり，そこら辺ではとても助けていただいています。教育委員会をはじめ，役場のほうであったり，社協であったり，地域の方々にとても力をいただきながら本当に楽しくやらせてもらっています。 その中で一つ具体的な活動で紹介をしたいのが，写真を用意してきたのですけれども，こんな４人の幼児さんとの出会いです。これはこの春に閉園になった上殿幼稚園の子どもたちなのです。この４人ですべての園児という，とても小さな幼稚園だったのですけれども，この春に閉園するということで，最後の 1年間，毎月読み聞かせ，お話し会に行かせ
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てもらっていまして，たった４人ということではなくて，４人だからという思いで先生方がかかわっておられて，私たちもその中に入っていく中で，４人と何を楽しもうかということで毎月行かせてもらっていたのですけれども，そういうとても。 
 （知 事） 泣きそうな顔をしていらっしゃいますね。 
 （鎌 田） そうなのです。４人だからこそという部分を私たちも感じさせてもらうし，そういう部分がありまして，こども園ということが国からも進められていて，その利点も十分分かる中で，こういう笑顔を，ここから大人が得るものもすごくたくさんあって，読み聞かせというのではなくて，私たちが心を耕してもらっているという出会いだったと思うのですけれども，ここら辺を生かす方法はないのかなというのが，安芸太田町ではそういうところがいっぱいありますので，日ごろ思うことの一つです。 それから，同じように過疎化のこともあると思うのですけれども，図書館なども都市部と比べれば利用者数とかも少ないと思うのです。一生懸命頑張ってやっていただいているのですけれども，例えば財政が厳しくなっていくと，文化的なところよりも緊急性を帯びるものにお金がいくということになったら嫌だなと，そこら辺のバックアップがほしいということや，田舎でも利用率が上がる方法，ほかのまちではどういうことをされているのかというのも日ごろ感じていることです。 私たちもいろいろな子どもを巻き込む行事をやる中で，ここのホールがいっぱいになるぐらいの行事を持たせてもらっていることもあるのですけれども，お客さんをいっぱい集めて，子どもたちがステージに立って，応援をいただきながらやったこともあります。行政主催でもいろいろないい講演会とかいろいろ企画をされるのですが，そこへたくさんの人を集めるいい方法があればいいなというのも日ごろ，子どもや子育て中のお母さんたちとかかわりながら思っていることです。というようなことです。 
 （知 事） ありがとうございます。最初おっしゃった４人しかいないということではなくて，「４人だから」というのは本当に僕は大事な視点だと思います。実は第 1回の「宝さがし」というのは北広島町で，あそこには加計高校の分校があるのです。小学校，中学校，高校と連携をして教育に取り組んでいらっしゃるのですけれども，そこでも同じことがテーマに出てきました。少人数だからこそできる目の届く教育だったり，あるいは，大都会，地方においても誰のことか分からないというところではなく，地域の周りの人，誰のことも知っている。そういう中での温かい人と人とのつながりというのができるという点があって，
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４人もみんなに見守られて，とてもいい体験をしているのではないかと思います。 他にも例えば雪の話で，前は雪が迷惑なものだったという認識ですが，今度は，ためてそれを夏に利用する，そういう動きが県内でも出てきていていますし，北海道などでもあります。弱みだと思っていたものをいかに強みに変えるかということです。これはすばらしいです。「４人しか」ではなくて，「４人だからこそ」ということは，本当にすばらしいことだと思います。 そういう中でまた読み聞かせというのは，子どもにとってはすごく大事なことだと思います。僕も子どもが小さくてよく読み聞かせをやっているのですけれども，ますます，引き続き御活躍されますようお願いします。ありがとうございました。 それでは，重高さん，お願いします。 
 （重 高）  加計高校生徒会長の重高佑也といいます。よろしくお願いします。 こんな場に僕がいていいのか，そういう思いがすごくあるのですけれども…，気合いを入れて原稿用紙にめっちゃ書いてきたのですけれども，さっき打ち合わせでかみ砕いて言えと言われたので，うまく言えるかどうか分からないですけれども，僕なりに言いたいと思います。 最初は加計高校の紹介からしたいと思います。全校生徒が約 100人という小規模校です。加計高校は地域に密着した授業とか活動に力を入れています。総合的な学習の時間でキノコを栽培したり，野菜を栽培したり，学校の校庭にある炭窯で炭をつくったりして，それを地域の人たちに配ったりしています。 活動としては，花いっぱい運動や校外清掃活動という活動を行っています。花いっぱい運動というのは，毎年 4月に学校で育てた花を学校周辺の家などに配って，地域の緑化につなげていこうという活動です。 
 （知 事） それは苗ごとあげるのですか。切り花にしてあげるのですか。 
 （重 高） プランターで育てた花を，プランター50個とか，結構量があります。学校の生徒全員で配っています。 もう一つ，校外清掃活動というのをやっていて，毎月これは第 3木曜日に学校周辺の道路や公園などをみんなで回って清掃をしています。去年からは加計小学校の児童と一緒に行うようになって，一緒に行うことで加計高校を身近に感じてもらえたり，地域をきれいにする大切さが小学生にも伝わればいいなと思って行っています。 
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安芸太田町は少子化・過疎化が進んでいるまちなので，学校で魅力をつくって，将来的には町外とか町内の子どもを 1人でも多く加計高校に来てもらえたらと，そういう思いでやっているのですけれども，やっぱり市内からはずれていて来るのに不便な町なので，不便な面としては可部線がなくなったことで交通手段が減ったり，一番大変なのは高齢者とか車が運転できない人たちです。今はバスだけが公共交通機関で，それもほとんど 1日に
10本ぐらいの少ない便なので，そういう面があるので，安芸太田町から離れてまちに住もうとか，そういう家が実際僕の友だちでもあるので，そういうのはすごく残念なことだと思うので，そういう交通の便をもうちょっとできれば補助してもらえたらと思います。僕らももっともっと加計高校を魅力のある学校にしていきたいと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。重高くんは生徒会長なのですよね。 
 （重 高） はい。  

 （知 事） 生徒さん自身が自分たちの学校を魅力あるものにしたいという，これが一番大きいですよね。それでこそ力が出るのではないかと思います。実際に花いっぱい運動とか，地域のために活動されていて，そういうところが先ほどの話にもつながるのですけれども，やっぱり都会の学校とは違う良さという部分がすごくあらわれていると思います。 交通の問題はおっしゃるとおり深刻な問題だと思います。今，安芸太田町もいろいろ力を入れて，デマンド型タクシーとかやられていると思うのですけれども，タクシーが利用できるところは限られているということがあるかもしれませんけれども，そういう交通機関に対する助成は県もやっています。これはただ日常のお買い物だとか，あるいは雪があるときなどにはより不便になったりして大きな問題であるというのは確かです。 交通機関の話だけではなくて，今のような買い物なども日常のことで，本当に離れた集落はどうするのかということも，少し実験的にいろいろなことをやってみようと計画では考えているところです。そういうところは少し支援をしつつ，重高くんのような学校をよくしたいとか，地域をよくしたいという思いと一緒に僕たちもできたらうれしいなと思って取り組んでおります。よろしくお願いします。 
 （重 高） お願いします。 
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（知 事） ありがとうございました。 川本さん，お願いいたします。 
 （川 本）  よろしくお願いいたします。私は現在，広島県最高峰の恐羅漢というところでスキー場の運営に携わっております。そのほかに，商工会青年部というところに属しておりまして，地域の活性化の取組みとして，伝統である神楽の競演大会の事業を行って，商工会のネットワーク，横のつながりを活用して，地域の発展に微力ながら貢献させていただいております。 なかなかスキー場のほうが，地球温暖化も含めて大変なのですけれども，スキー場がメインというところで，冬のことを中心に少しお話をさせていただきたいと思います。 広島県というのは，本格的にウインタースポーツ，スキーとかスノボーが楽しめる本州最南端として数多くのスキー場があって，特に九州のほうから多くのお客様がいらっしゃっています。 そういった中で，各スキー場それぞれ個別に取組みはされているのですけれども，なかなか最近の経済状況の悪化等，個々のスキー場でやれることは限界がきておりまして，協議会等を立ち上げて地域が一体になって，特に県外からの誘客に力を入れることはできないかということでいろいろ議論しているところです。 そういった中で，今回広島県から冬季の観光客誘致強化事業というところで予算をいただいて，それから中山間地域観光連携事業ですか，そちらのほうでもちょっと予算をいただいて，大変ありがたいと我々業界の中でも喜んでいるのですけれども，それをどういった生かし方をするかということがこれから重要なことになってくると思うのですけれども，単年度ではなくて，今後継続してそういったバックアップを是非していただきたいと思っております。 広島県というのは海から山まで 1時間ぐらいで行けると思うのですけれども，そういった冬，スキーを楽しんだ後，例えば宮島のほうに行くとか，そういった今までにない観光ルートを見直していろいろつくっていかなければいけないのではないかと思っております。 最近，外国からの誘客ということで，この 4月から中国のビザが緩和されるということで，かなり外国からの利用客も増えてくると思うのですけれども，こういった道路を一つとってみても，例えばサインです。ローマ字標記と当然漢字はあるのですけれども，そういった中国語とか韓国語という標記をしているところはまだまだ少ないと思うのです。そういったハード面のことを事業者がやっていると大変だと思いますので，そういったところも是非いろいろバックアップをしていただきたいと思っております。 
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それから，特にこの安芸太田町も少子高齢化ということなのですけれども，なんとか身近に雪に触れあう環境ということで，スキー教室みたいなことを現在は安芸太田町を中心にやっているのですが，そういったのを例えば教育委員会を通じて広島県外のほうまで広めていくとか，そういった新たな取組みについてもいろいろ御協力，アドバイスをいただければと思っております。 
 （知 事） ありがとうございます。恐羅漢は私もよくお世話になりまして，高校のころ，16歳ぐらいからスキーをやっているのですけれども，昔はよくバスセンターからバスで行ったりとか，恐羅漢はバスは出てなかったですか。ありましたか。 
 （川 本） あります。 
 （知 事） 友達のお兄さんとかに連れて行ってもらったりして，恐羅漢は雪がいいので行かせていただいていました。 広島県が南限ということは私も認識していまして，あと，海の道の話を盛んに報道もされますし，取り上げられるものですから，山もやってくださいとよく言われるのですけれども，むしろ，事業費としては今年は山のほうに多くついています。先ほどの冬季観光客誘致強化事業も活用していただいて，これもアイデアというか，地元の皆さんが推進力になってやっていただくのが一番効果が上がると思いますので，是非この機会にお願いしたいと我々も思っておりますのでよろしくお願いします。 あと，観光の道路標識ですが，これはおっしゃるとおり非常に大きな課題で，全部やるとものすごくお金がかかるのです。もちろん事業者ではできることではないので，道路管理者がやらないといけないのですけれども，看板 1枚掲げるのに種類によっては 100万円くらいと非常に高い場合があるので，全体というと本当に大変なのですけれども，どこかの時点でエリアを選びながらやらなければいけないことだと思っています。 あと，子どものスキー体験とか雪体験なのですけれども，今年から，「山・海・島」体験活動推進事業といって，要するに，小学生の子どもたちが例えば島に行って何日か島の暮らしを体験してもらう，山に行って山の暮らしを体験してもらうという事業を，これは教育委員会の事業として予算を付けまして取り組んでいます。これはまさに教育の話ですから，ずっとやっていきたい。形は変わるかもしれませんけれども，基本的に続けていきたいと私は思っている事業です。これは，今のところ季節はあまり問うていない部分もあって，こういうのも是非地元の教育委員会等ともお話しいただいて，例えば実際に冬の生活
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体験をしてもらうとか，その中でスキーなりスケボーなりやってもらうとか，そういうこともあると思いますので，是非御検討いただければと思います。ありがとうございます。 それでは，栗栖智典さん，お願いします。 
 （栗栖（智））  よろしくお願いします。私は株式会社百姓屋の栗栖と申します。名前のとおり，農業をやる会社で働いているわけですが，もともとは町内で農業をやっている人とか，農業関係の団体を辞められた方とか 6人で出資してつくった会社です。主なことは受託作業，春とか秋の機械作業，防除作業とか，今年度で約 50ha ぐらいを受託作業させてもらっています。 
 （知 事） 
50haですか。 
 （栗栖（智）） はい。50ha なのですけれども，枚数でいったら 1,000 枚ぐらいになるかも分かりません。とても小さい田を請け負ってやっています。 あとはＪＡさんから太田川緑地センターの業務委託を受けたり，販売面では安芸太田町の特産である祇園坊柿，特に干し柿なのですが，東京のデパートと契約させてもらいまして，歳暮用品として，とても高く。 
 （知 事） 直接契約しているのですか。 
 （栗栖（智）） 仲介が 4段階も 5段階もあるのですけれども。 それと，米なども自作，小作でつくっているところもあるのですが，それは町内の学校給食とか福祉施設とか，今の恐羅漢さんとかのスキー場とかで利用いただいております。 小作の規模は 5haぐらいなのですが，毎年 2ha，3haずつ増加しています。特に高齢化と後継者不足で委託がどんどん増えているというのが現状だと思います。 それと，小さな会社ですので，初めは正社員 1人だったのですが，今年から若い従業員を 1人増やしまして，期待しているところです。 農業方面の問題点はいろいろあるのですが，安芸太田町は特に小さい農家，平均が 1町もつくらない 3 反とか 4 反とかで，1 枚の面積が 3a，5a といった基盤整備ができていないところがほとんどでして，お年寄りの方がなんとか荒らすまいと頑張っておられるわけ
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ですが，高齢となって後継者不足で，ちょっと百姓屋さんつくってくれないかということで増加しているのだと思います。 ただ，預かるにしても小さい田が多いですし，コストが非常にかかるわけです。それを維持，耕作しようと思うと，どうしても農道とか水路とかの改修，補修というのが必要になります。前は会社ではないのですが地域で単県事業で水路の改修をお願いして，1 年目でやってもらいました。2 年目に継続のものをお願いしたところ，もう広島県は集落法人にしか予算をつけないのだと，そういう悲しいお話をいただいて，あちこちにお願いして，どうにか継続分だけはお願いできたわけですが，安芸太田町は集落法人が 1カ所だけなのです。あとは山が狭い，川が狭いというところで，とても県の事業に乗れる地域，集団というのがありません。 そこで，安芸太田町，太田川流域になると思うのですが，農業は県内でいえば集落法人が中心となって活躍されると思うのですが，やはり地域にあった，こういう棚田の多いところには棚田にあったような施策なり，事業を応援していただければと思っています。 もう一つ大きな問題がありまして，今朝もうちの畑にサルが出ました。ナスやらニンジンをとっていったのですが，安芸太田町は広島県でも一番ツキノワグマからシカ，すべてのものが動物園のようにいると思われます。とりわけ困るのが，高齢者の方，女性の方で，サルのほうもばかにして反対に脅してきます。今朝視察いただいた産直市ですが，そこにも高齢者の方にたくさん出荷していただいているのですが，特にサルは脅しても脅しても繰り返し出没して，生産意欲を大変削がれてしまっているということで，高齢者にとっては年金の足しと思ってつくられている野菜をやめられるという家がだんだん増えてきているのが現状です。 町に鳥獣駆除とか，それを防止する助成金というのもあるわけですが，なかなか単町でやられるのも限度がありますし，シカが特に今年は北広島町方面から安芸太田町方面にかなり入ってきています。やはり県単位で，何らかの有効な手立てがあればと思っているところです。 それに，鳥獣駆除をされる鉄砲を撃たれる方も高齢化が進んで減少している。他府県においては，警察官ＯＢだとか，消防団員をそういうふうに育成しようではないかという試みもされているようです。是非有効な施策をお願いしたいと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。今，受託をされているのは，例えば機械で田植えをするとか，そういう部分の受託をされているのですか。 
 （栗栖（智）） そうですね。機械作業を受託しているという格好です。 
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地主の方が水管理と収穫はやられて，機械作業だけを請け負っています。 
 （知 事） それとはまた別に自作というか小作を。 
 （栗栖（智）） はい。小作で農業をやっている。条件の悪いところから小作に出てくるわけです。 
 （知 事） こういう棚田とか，あるいはほ場整備がされていないところとの両立というか，要するに，ほ場整備をしないで収益を上げていくというのは，実際にやっておられてどうお感じになりますか。それは可能なのか，それとも実態としては難しいのか。 
 （栗栖（智）） 可能だとは思うのですが，小作地が一体で集団的にその地区すべてとか，1ha なり 2haなり集団的に小作をお願いしますというのであれば，移動距離とか，水管理にしてもできますので，コスト的にはかなり下げることはできると思います。 
 （知 事）  そうすると，やっぱり集落法人的な形でまとまってくれると，例えばそれ全体でやってもらうというほうがやりやすいということなのですか。 
 （栗栖（智）） そうですね。法人でなくても，地域でまとまっていただいて，担い手として一緒にやらせていただければ，かなりいいことがあるのではないかと思います。 
 （知 事） 今年からそういう担い手というか，集落法人に至っていなくても，その準備をされている段階というか，法人化していなくてもいろいろな助成をしていくという施策も始めています。周囲がばらばらだとなかなか難しいというのが実態かと私も感じてはいます。 それとは別に，今日拝見させていただいた棚田の場合は，もちろん農業ということもあるのですけれども，それ以上に，地域の景観などといった，別の意味がありますよね，文化財的な意味というか。それをどういうふうに守っていくか。どちらの価値を重視して守っていくかということかなと感じています。つまり，例えば農業ということに重点を置くとしたら，棚田というのは非効率ですから，それは対象外になってしまうと思うのですが，
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一つの景観や，観光資源，あるいはまちや集落のシンボルとして，それを守っていくということはまた地域づくり施策の観点から必要かと思います。たまたまそれが農業と関連しているわけですけれども，そういうことはほかにもあって，別の形でやっているのは伝統的建造物保存地区，例えば竹原で江戸時代の町並みを守っていたり，呉の大崎下島の御手洗でそういうことを守っていたり。今，話題の鞆もそういう指定をしろと。それらとある意味では似たような，あちらは建物だけれども，こちらは山や田んぼでと。そういう発想で今後考えていく必要があると私は思っています。 あと，鳥獣被害ですね。これはどんどん深刻になっていて，おっしゃるように県内で猟友会の方々も高齢化が進んで，だんだんと減ってきてしまって，被害がどんどん増えていまして，本当に大変です。どこかでこれは本腰を据えてやらないと，小さくやっていてもあまり効果が出ないという感じで，これはよくいろいろなところでおっしゃられることですので我々も考えてみたいと思います。ありがとうございます。  それでは，栗栖康裕さん，お願いいたします。 
 （栗栖（康））  栗栖続きで恐縮です。はじめまして，栗栖と申します。私の会社は林業を今まで一筋でやってまいりまして，大正初期ぐらいからこちらの安芸太田町でお世話になっています。昔は，この建物の向こうに川がありますが，あの川に筏を組んで，その筏を横川とかあちらのほうに流していたというような歴史で，ずっと携わって林業をやらせていただいております。 今日二点ほど知事さんにお伺いしたいことがあります。私どもの会社は 2年ぐらい前から高性能林業機械を入れまして，今までの林業の形態から一遍して新しい形態で林業をやっていこうと思うようになりました。他県のほうに行きまして，林業の機械の使い方とか道のつくり方，機械が入る道のつくり方ですね。ああいったことを研修してきました。今日，知事さん，いろいろ御視察をしてこられたと思いますが，安芸太田町は山が厳しく，特に急斜面地が多いです。あそこにもスギ，ヒノキが植えてあります。 
 （知 事） そうですね。立派な林が，いっぱいありますね。 
 （栗栖（康）） それを今からどうしようかというようなことで，我々もちょっと悩んでいたのですけれども，そこに道をつけて，切った木を出す。搬出をするという仕事に今から進んでいくのではないかと思っているのですけれども，ここでまず一点，作業道に対しての補助金がいろいろ付けられているのですけれども，これが一律の補助金率になっているのです。これ
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を急斜面地の多いこういう安芸太田町なり広島の山間部地域について，少し割り増しではございませんが，補助金率を上げてもらいたい。というのが，我々林業をやっているのですが，建設業の方と一緒にやらせてもらっています。建設業の方に手伝っていただく折りに，その辺の補助金の問題が，今の道をつけるのに経費がかかり過ぎるということからちょっと難しいということで，もうちょっとこの辺がどうにかならないかという話をよく聞きます。 
 （知 事） お金がかかるということですか。 
 （栗栖（康）） そうですね。急斜面地過ぎて，なかなかいいように，今のままではできませんよということです。 昨年度くらいから安芸太田町のほうで安芸太田町の山を活かす方を探る会というような会が発足いたしまして，これが林業家と建設業者さん数者を交えて，あと安芸太田町の役所の方と官民一体となって今やり始めたところでございます。 そこら辺の道の考え方，お金の付け方を地域の特色に応じたように，一律ではなくて，急斜面地なら急斜面地のように，これが後その道が壊れますと，全部我々が直していかなくてはいけないということになりますので，これも含めたものを考えていただきたい。 もう一点は，この平成 22 年度から広島県のほうで農林水産業の次期行動計画，大きな計画がございますけれども，こういった計画を今から施策していくに当たりまして，ちょっと我々のほうにもこういうふうにやっていきますよとか，風通しのいい林業というものを少し考えていってもらいたいというのが。 （知 事） ごめんなさい。それは，計画の説明とかがあまりないという，そういうことですか。 
 （栗栖（康）） そうですね。ないのは分かりますけれども，今からこういうふうにやっていこうやとか，こういうふうな考えを持っているとか，安芸太田町は安芸太田町のやり方，この太田川の源流になりますけれども，特にこういうところが今までは遅れているのではないかと。他県のほうに行っていろいろ技術を学んで，他県の方とお話をして，その辺が少し，林業施策が遅れているというのが分かったというようなことです。以上です。 
 （知 事） それは残念ですね。分かりました。ありがとうございます。 



 － 13 － 

今の高性能林業機械，県は低コスト林業団地というのを進めているのは御存じのとおりだと思います。この高性能林業機械は，ドイツ製，あるいは日本製ですか。 
 （栗栖（康）） 国産です。 
 （知 事） ありがとうございます。こういう機械を入れるというのも，御存じのとおり県政として路網整備を随分とやっているのですが，補助金が全く均一であるということは私も不勉強で知らないので，戻って勉強したいと思います。それは確かに随分とコストが違うでしょうから。 
 （栗栖（康）） そうです。急斜面地過ぎますので，普通 3種類ほど作業道の種類を分けているのですけれども，道幅によって率が変わるのです。それでも難しいと。先ほどもちょっと申しましたように壊れたときの補修も全部込み込みなものですから，そこら辺が今のままではやっていかれないということなのです。 
 （知 事） それは，最終的には路網をつくって，路網維持なども山から出る木の販売というところで補修をしていく。最終的にはそういうふうに回っていかないといけないと思うのです。最初，路網ができないと切り出しができないので，路網をつくるところはお手伝いしますということで進んでいますが，補修は，もう木が切れる，切って出荷する状態ですので，補修はお願いするということが基本的な考え方だと思います。 今，国のほうでも林業の再生ということは大分力を入れて考え始めていますし，安芸太田町は特にそうですが，森林というのはすごく大きな財産で，特にこれから戦後すぐに植林された木が切りごろとなって，大きな経済価値が生まれてくる可能性がありますので，今エコや，ＣＯ2 対策等での森林再生というのは非常に重要なことだと認識をしておりますので，広島県も今年林業の農林水産業活性化計画というのをつくるのです。それについては皆さんときちんと対話ができているのかどうか，今のお話を聞いてやや不安になったのですけれども，現場の声なり，現場で起きていることをよく踏まえて，そういった計画づくりなり政策づくりをやりましょうという話もしておりますので，この計画に是非その声を反映させていただければと思います。それには町や市の御協力も必要かもしれませんが，いずれにしても，計画だけつくってもしようがないと思っていますので，実際に実行可能で，本当に活性化していくような計画にしていきたいと思っています。またよろしく
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お願い申し上げます。ありがとうございました。 ちなみに，栗栖さんという名字はこの地域には多いのですか。ほかにもたくさんいらっしゃるので。 
 （栗栖（康）） 多いです。電話帳を開くと 3ページぐらいあります。 
 （知 事） そうなのですか。何か由来があるのですか。 
 （栗栖（康）） 後ろに来られているお年寄りの方に聞いていただければその辺は分かると思いますが，すみません。大分多いです。 
 （知 事） ありがとうございます。 それでは，新宅さん，お願いいたします。 
 （新 宅）  よろしくお願いします。戸河内町で県指定の伝統的工芸品になっている戸河内挽物というものの製作をしております新宅智也といいます。僕が製作しているのは，主に西中国山地の豊富な木材を使用して，国産材で木地を挽いて，そこに国産の漆だけを塗って漆器をつくるという，この地域で昔からずっと続いてきた漆器づくりの産業を引き継いでいます。 こうした漆器づくりの産業なのですが，僕の年代よりも若い方になると，漆器というもの自体が分からない。この地域でも，県指定で戸河内挽物という名前はついていますが，挽物と言っても分からないという現状です。 そうした中で，まずは知っていただこうということで，町内で自分の工房を公開して，体験講座ということで木工ろくろの体験講座をやっています。そういう活動を通して，まず知っていただくということから僕のところは始めています。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。新宅さんは，御出身は安芸太田町なのですか。 
 （新 宅） はい。安芸太田町の旧戸河内町で生まれて，ずっとそこで育っています。高校時代も戸
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河内町におりました。 
 （知 事） 師匠の方がいらっしゃいますよね。すみません，お名前を忘れてしまったのですけれども。 
 （新 宅） 増谷さんです。 
 （知 事） 増谷さんは御親戚ですか。 
 （新 宅） いえ，全く違います。 
 （知 事） そうなのですか。では，この戸河内挽物を継がれようと思われたきっかけはどういうところですか。 
 （新 宅） 僕自身が漆器とかいうものをあまり知っていなくて，いろいろな産地に行くと，そういうものが好きなのでずっと見ていました。そういうのを見ているうちに，漆器がつくられているものの中身が，実際には表示されているものと違っていたり，プラスチックにウレタンが塗られたものが漆器として販売されているとか，そういう現状に不満を持ったというところから入っています。 
 （知 事） 子どものころから身近に漆器があったのですか。 
 （新 宅） はい。主に人が集まる席ではそういうのが出されていたのですけれども，ただ，そういうものがあまり見た目にきれいなものではないので，自分自身がそれを使ってみたいという感覚というのはありませんでした。ただ，自分がこういうものをつくり始めて，この地域にはそういった伝統，文化，そして，それを知る方々，素材，すべてがそろっているというので，全国的に見ると非常に価値のあるものなのだということに気づきました。それ
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で，本当に原点に戻ったものづくりをしていこうというので活動はしているのですが，ただそれが原点だというのを主張してもなかなか分かっていただけないので，まずはやっているのを全部公開して，今まではそういうものは伝統とか秘伝とかいう形で公開されないできた世界なのですが，そういうものを全部公開することで，技術が漏れることを覚悟で自分のものづくりをアピールしているという現状です。 
 （知 事） ほかの地域にはない技術ということもあるのですか。 
 （新 宅）  はい。この地域に残っている技術というのが，全国にあるものの基準になっているものと同じようなものになります。歴史的なもので見ても，1647年ごろの資料から既にこの地域でつくられていたということが記載されているぐらい古い歴史があります。 

 （知 事） そうなのですか。 
 （新 宅） そうした歴史があるものというのは，全国で見てもそう多くはないのです。ただ，こういうのが時代の流れの中で忘れられている。そういうところがあるので，まずは自分が公開しながら少しずつそういう部分を見ていただいて，今の時代には必要があるのか，ないのか，そういうことをお客様のほうに判断していただきたいという思いで活動しています。 
 （知 事） 戸河内挽物にとっては，逆に戸河内挽物が新宅さんを選んだのかもしれないですね。そういう方が出てこられるというのは，すごく幸運ではないかと思います。新宅さんももちろんこの戸河内挽物を選ばれて幸運なのかもしれませんけれども，こういうことは情熱を持っている方がやられるのが一番だと僕は思うのです。各地でいろいろなことに取り組んでおられる方々とこの一連の中でもお会いさせていただいているのですけれども，やっぱり情熱を持っておられる方が 1人いると，それがどんどん伝播していくということがあるので，是非引き続きその情熱を傾けていただければ県としてもありがたいと思います。よろしくお願いします。 ちなみに，伝統的工芸品に指定していますよね。僕が聞くのもおかしいのですけれども，例えばＰＲとかで指定は役に立っていますか。 
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（新 宅） 非常に発言するのが恐ろしいのですけれども，現状は，県指定をいただいたら，県指定であるということの主張ができるということになります。他県では県指定でやると，県指定伝統的工芸品のラベルとかがつくられていて，それを張って証明することができるのですが，広島県にはそういうものが現在ございません。 
 （知 事） ないのですか。すみません。そんなに大した予算ではないと思うのですが，もうちょっと考えて……。シールは 100万円もあれば皆さんに配れるような気もするのですが。 
 （新 宅） そうなのですが，そういうものができてしまうと，今度は逆に何にでも張られてしまって，品質が低下してしまうという現状も起きてしまうので，非常に難しい状態があります。 
 （知 事） 伝統的工芸品に指定されていて，しかも，工芸品だけではなくて，新宅さん御本人も何か技術者として指定されていませんでしたか。 
 （新 宅） 伝統的工芸品の指定で，その製作者という技術方面の指定になっています。あと漆関係の，国産の漆の研修に行かせてもらったりする団体の会員になっています。 （知 事） それとセットで考えていくと，品質というのは問題ないと考えていいですよね。 
 （新 宅） そういうのも難しい分野があって，自分ですべて主張していかないと，補助金などをいただいて行政の管轄になってしまうと，今のスタートを切られてしまうと，ひな形ができあがってしまいますので，まだ自分自身がはっきりとした国内の現状をすべてつかんでいるわけではないので，何が必要かと言われても，すぐに必要なものを出すことはできないので，まずは自分が活動していることを知っていただいて，その上で，この分野は自分たちにかかわっている方の意識のほうが重要で，助成金をいただいてしまうと，その範囲でしか動けなくなってしまうので，まずは活動している者，それに携わっている人たちの活動を少し聞いていただいて，宣伝の分野で少し力を入れていただくというのが一番いい方法だと思います。 
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（知 事） 貴重な御意見をありがとうございます。本当にそうです。私は共感する部分があって，補助金とか，安易なものは麻薬みたいなものになるのですよね。その麻薬を一度使うと，そこから逃れられなくなって，麻薬なしでは生きていられなくなる。すべての活動がそのために動いていくという，本末転倒になることがよくあります。これは関係のない話で大変恐縮ですが，よくある政府や地方公共団体の委託事業で開発事業をどこかに委託をして，受託をするビジネスがありますね。あれも同じで，受託を始めるとそこから逃れられなくなるのです。そこがなくなった途端にビジネスが回らなくなるみたいな，そういうところもあるので，大変共感いたします。そういうふうに考えていただいているということも含めて，すばらしいと思いました。ありがとうございました。よろしくお願いします。 それでは，菅水さん，お願いします。 
 （菅 水）  私は，広島県で現在 4人しかいない印刷会社で，家族なのですけれども，安芸太田町商工会青年部の部長をやっております。 今年の 4月に商工会も合併しまして，安芸太田町商工会になったのですが，私は加計地区におりますので，旧加計の商工会の活動のことでちょっと問題点やら御質問やらがあります。 今日の昼に加計のまちを視察されたということで。 
 （知 事） はい。おいしい鯛焼きもいただきました。 
 （菅 水） 新しいことをやるというのもあるのですが，いま現在あるものをどんどん有効活用していこうということで，旧加計保育所に木炭自動車の館ということで展示させてもらっています。新宅さんのところのような伝統は結構あるのですけれども，今日行かれたと思うのですけれども鍛冶屋さんとか，そういったものを全面に押し出して，それを一つの観光資源にしようではないかということで，いま現在動いております。それぞれ自然やらダムやら三段峡やら，うちのまちにもいろいろな自然があるのですが，そういったものを大事にしながらこのまちを盛り上げていこう。それが商工業，産業の振興につながるかなと思ってやっております。 その中で，どうしても加計地区というのはこのまちに入ってくる導線がなかなか狭い。分かりにくいというのがあります。僕は商工会青年部におりますので，いろいろなイベントやらの企画もしているのですが，イベント時はお客さんも来てですけれども，なかなか
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日中そういったものを見に来られるお客さんも分かりにくいとか，入ってこられないというのがたくさんあります。そういった導線を，その地域に応じた，地域住民の意見を聞きながら，それにあった道路整備なり，是非とも国のほうにやってもらえたらというのと，あと，青年部の活動で，安芸太田町を PR していこうということで，イベントの PR などをやっておりまして，その中で地元でとれた餅米を昔ながらの杵と臼でぺったんぺったんついて，それをきなこ餅にしまして，配りながら安芸太田町のイベントなり，安芸太田町の PR をしているのですが，なかなか浸透しない。安芸太田町という名前が，お客さんに聞くには，どこにあるのかという話がいっぱいあるのです。全国的に見て，広島県といえば安芸の宮島とか原爆ドームというのがあるのですけれども，広島県の中で安芸太田町の位置といいますか，認知度といいますか，そういったものがなかなか知られていないということで，僕らも PR するためにまちのイメージソングなりキャラクターなど考えていろいろやっているのですが，ほかに何かこういったものがあるのではないかというのがあったら教えてもらいたい。アドバイスいただきたい。こういうのがあるのではないかというのが聞きたいので，よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。というか，私も専門家ではないので何とも言えませんが，どうしても新しい町名なので，なじむまでに時間がかかりますよね。それこそ加計とか戸河内とか，そういう名称のほうが我々にもなじみが深い。ただ，私が思ったのは，安芸太田町に来て，皆さん安芸太田町とおっしゃるのです。多分皆さんそれが当たり前だと思っていらっしゃるでしょう。ところが，ほかの地域の合併市町に行くと，昔の町名でおっしゃられるところも結構あるのです。今の新しい合併市や合併町の名前を全然おっしゃらない地域もあって，私は逆に安芸太田というのは一体感が出ているという感じがしています。そういう一体感があると，浸透に時間はかかるかもしれませんけれども，でも，だんだんとそれは浸透してくるのではないかというのが私の感想です。 
 （菅 水） 例えば県のホームページなどもよく見るのですけれども，もうちょっと分かりやすいというか，これがここという，開きやすいというか，見たらすぐ分かるような県のホームページに改良とか。 
 （知 事） すみません。回答いただいて，ありがとうございます。ホームページもおっしゃるとおり大きな課題です。それはまた別途というか，いろいろな契約の都合とかもあってすぐにはできないのですけれども，また来年に向けていろいろ考えたいと思います。 
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ただ，本当にさっき言ったのはおべんちゃらで言っているわけではなくて，そういう地域の一体感を皆さんが持つのが一番の浸透方法だと思うのです。旧地域名で呼ばれるところは，それはそれでよさが別にあるのですけれども，でも，そういう皆さんの意識が一番の推進力だと思います。 これから三段峡や恐羅漢等のスキー場を，観光を増やしていくためにいろいろなプロモーションに出ていくと思うのですけれども，そういうところで安芸太田という名前も一緒にどんどん出てくるのではないかと，私は期待しています。 もう一つ，地域にあった導線ということについては，それはおっしゃるとおりだと思います。最初に設計するときが非常に大事ですよね。ただ，今のトンネルはいつごろできたのでしたか，町長，御存じですか。 
 （安芸太田町長） 加計に入るトンネルですか。50年代の初めだと思います。 
 （知 事） 
50年代ですよね。あれも便利にするために道を通したのですけれども，逆に，まちの中を車が通らなくなる，人が通らなくなるという，これはよくある現象でして，皆さん困っておられるのです。ただ，トンネルをつくるまではとにかく便利になりたいから，あそこを通れるようにしてくれということでつくるのですけれども，つくってみたら，肝心のまちが衰退してしまうという，そういうことはよくあります。それはこれまでの教訓として考えていかなければいけないことだと思います。 ただ，そうは言っても，今もトンネルをくぐって右折してまちに入るというのが普通の入り方ですね。そこをもっと工夫していくというのがあるかもしれないですね。ありがとうございます。 それでは，梶原さん，お願いいたします。 
 （梶 原） 今日は湯﨑県知事とお会いできるということで，新しいスーツを買って着てこにゃいけんと思ったのですが，子どもに新しいジャージを買わにゃいけんかったので，今日はネクタイだけ新しくして，参加させてもらいました。 
 （知 事） すみません，僕がこんな格好で。 （梶 原） 私はこちらに帰ってきて 18～19 年ぐらいになるのですが，地域の人に勧められて神楽
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団に入って，その後，消防団にも入って，神楽の継承，発展の活動をしたり，防災に取り組んだりしております。 一番自分が気になっていることが，先ほどから出ていた少子高齢化，過疎化という部分なのですが，その中でも細かく言えば子育てに関すること，子育てがしやすい環境をつくれば過疎化に少しでも歯止めがかけられるかなという思いがあります。 その子育ての中でスポーツ少年団にこの 10 年間ぐらい保護者としてかかわってきているのですけれども，私たちが子どものころは近所に同じぐらいの子がいて，隠れんぼうをしたり，缶蹴りをしたり，ろくむしをしたり，遊んでけんかして仲直りしたりして，その遊びの中で自分の気持ちを伝えることや友達のことを考えたり，コミュニケーション能力が自然とついてきたと思います。スポーツ少年，具体的に言えばソフトやサッカーなのですが，そういう子どもたちがやっている姿を見て，昔，遊びの中から学んでいたことがこのスポーツの中にいっぱいあると感じております。それ以上のものもあるのではないかと思っております。 神楽や消防を今後維持していくためにはどうしたらいいのかということもあるのですが，まず子どもたちの学校のことなのですけれども，先ほども出ていましたけれども交通の便が少ない。スポーツをするにも 1カ所に集まるのが難しい。いろいろなお金のかかる問題が出てきます。自分の意見を文書にまとめてみて，これは知事に言うことかなと思ったのですが，結局，町内の分配の話かなとか，いろいろ考えたのですが，今日はせっかくお会いできるということで，もしいい麻薬がもらえるのなら得かなと思って，うれしくなって参加しました。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。これは麻薬かどうか分かりませんけれども，総合型地域スポーツクラブというのを各地域でつくるのを県がお手伝いをしていまして，地域の年齢層にかかわらず，子どもたちだけではなくてお年寄りも含めて，みんなでスポーツを楽しめるスポーツクラブ，これを推進しています。実は安芸太田町はまだなくて，今のところ 19 の市と町で 36 のクラブが実際にできています。そういうことも，これは町にお願いするということではなくて，最終的にはそういうことも必要かもしれませんけれども，是非地域の皆さんで話し合っていただいて，考えてみていただけるといいのではないかと思います。 スポーツはおっしゃるとおり遊びというところだけでなくて，規律だとかルールだとかも含めていいものはありますので，それは県としても推進しているところであります。是非よろしくお願いします。 
 （梶 原） 今日，神楽団でバーべキューをしますので，時間があったら。 
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 （知 事） そうなのですか。ありがとうございます。 それでは，佐々木さん，お願いいたします。 
 （佐々木）  障害のある方たちが通う作業所に勤めています。私は，生まれは岩国で，20年岩国にいて，それから 10年廿日市で働いて，それからここに嫁にきて 17年になります。こういう仕事をずっとしてきたのですけれども，いつも思っていたのが，日本の中でもいろいろなところに視察に行きますけれども，そこに生まれた人たちはいいよねと，ここに生まれた障害のある人たちはいいよねというようなことになってはいけないというのがあって，自分の住んでいるところの人たちがここに生まれてよかった，障害はあるけどここに住んでいてよかったというふうになっていくのがいいなとずっと思っています。 安芸太田町に嫁いできて，私の墓はここだなと思うときに，このまちがそういうふうになっていくところに自分がいれたらいいなと思っています。 安芸太田町は小さなまちなので，作業所が，市内とかほかのところだと，例えば廿日市だったら知的障害のある方のところ，精神障害のある方のところ，身体障害と分かれていますけれども，いろいろな障害のある方がみんな来られます。その方たちと本当に一緒にやっていく中で，そのつらさというのが，特に精神の障害のある人たちのつらさというのが私は分からない。どんなに話をしても，どんなに一緒にいても分からない。反対に分かるのが変だなと思いました。身体に障害のある人たちの気持ちは分からないからできる。知的障害のある人たちのことが分からないから，分かったら活動ができない。精神の障害のある人たちの気持ちが分かったらできない。できないからできることを，分からないからできることをしなきゃというふうに思って一緒にやってきたのだけれども，いつも何もできないなと思います。何もできないと思ったときに，ずっとこの仕事をしてきて，今は一緒に年をとってお茶を飲めたらいいよねと，問題にぶつかったら一緒にお茶が飲めたらいいね，年をとれたらいいねといつも話すのですけれども，毎日何もしなくてただ年をとってお茶を飲むのでは生きがいがないよねというところから，本当に毎日，ああだったらどうかな，こうだったらどうかな，いろいろな障害のある人たちからああじゃない，こうじゃないと言われながら，みんなで一緒に挑戦をしている毎日の中でやっています。 今年の 4月にパン工房をオープンしたのですけれども，頑張って店をやろうと言いながらも，90％不安の中でオープンして，最初，特に障害のある方たちというのは不安のほうが大きくて，なかなかお店の仕事に入ってこれないという現状がすぐに生まれました。お互いに一緒にやっていくと信じて始めたのだから，2 年待てと自分に言い聞かせて，2 年待てばなると思ってやってきて，今 3ヵ月目ですけれども，朝，昼，晩と徐々にみんなが
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働けるようになってきて，これだけ時間がかかると。仕事があって働くということに対しても時間をかければできると，今から 2年後が楽しみだなというふうに思っています。ただ，形というのがすごく問われるので，できたか，できないかというところ，いろいろな障害のある人は分からないのです。やってみなければ分からない，一緒にやってみないと分からないという中でやっているので，見切り発車的なことをしながら，役場や行政から監査を受けなければいけないという厳しいところがあります。一生懸命やるのだけれども，
2 年かけてやるんだと思っても，監査は数ヵ月で入るとか，こう言ったからといって監査に来ないでくださいね。すごく行政が重荷になっているときもあります。 いつまでも行政のほうに障害のある人たちの支援体制を強化してほしいというのではなくて，言うばかりではなくて，自分たちでできることをまずやろうというところで，パン屋さんもみんながいろいろな本を読んで，グラム単位で材料を変えて，必ずこれならおいしいと言わせられるというものを置いています。そういうことにこの 6年間費やしてきました。その点，今出しているパンに関してはすごく自信があって，それがみんなのこれから 2年間と思える基盤になっているのではないかと思っています。 あと，このまちが進化していくのに，私たちが進化していくのに，今いろいろな話を聞いて，どれもすごく大切なことだと思うのですけれども，私も当然のことながらあれもこれもできるわけではないので，私は安芸太田町の中でこの担当をもらったのかなというふうに思って，このところは続けていけたらといいなと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。皆さん，クローバータウンは御存じですか。町の中では有名ですね。皆さんパンを買われましたか。食べられましたか。 （「メロンパンがおいしかった」の声あり） 

 （知 事） 今日はメロンパンはなかったですよ。 
 （佐々木） すぐ売り切れるのです。 
 （知 事） そうなのですか。とっておいてください。いただいたのですけれども，本当においしかったです。値段も結構高いのですけれども。 （佐々木） 一斤だと高いのですけれども，スライスしたら 1個が 100円なのです。 
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 （知 事） いや，1 枚じゃ，子ども 1 人食べたら朝御飯がおわってしまう。私が言いたいのは，あの値段であっても僕は買おうと思うということです。それがすばらしいと思うのです。安かろう，悪かろうじゃなくて，高かろう，よかろうで。安かろう，悪かろうでもいいのかもしれないのですけれども，高かろう，よかろうで，いいものだからちゃんと値段をとるというのがすばらしいと思ったのです，本当に。これはもっともっと売れるのではないかと思います。ただ，あまり売れすぎるとつくるのが大変ですからね。 
 （佐々木） 職員とメンバーさん一致団結してつくります。 
 （知 事） 行政が重荷になるというのは，これは本末転倒ですよね。なるべくそういうふうにならないように僕も内部では気をつけたいと思っています。例えば監査一つをとっても，本来はその事業所の運営がうまくいくために監査というのをやって，うまくいけるようにアドバイスをしたり，中には会計的なものがきちんと処理できていないとか，そういうことを含めて，そうしないと長続きしませんから，そういうことのためにやっているはずなのですけれども，ときどき目的を忘れて融通が利かなくなるというのが行政の特徴で，規則とか法律でつくってしまうと，それが金科玉条になる。そういうことを言う職員がいると，では，ルールを変えればいいじゃないかと，僕は必ず怒るのですけれども。自分たちでつくったのだから，変えればいいじゃんといつも言うのですけれども。そうならないように我々も気をつけます。ただ監査は必要なものです。 
 （佐々木） 言い忘れたことがあったのですが，パンを始めたきっかけが，ずっと下請けの作業が中心でやっているのですけれども，私たち元気な者が一生懸命やってもできないぐらいの量を皆さん慣れていらしてこなしていって，さらにすごく不良を出すということには敏感で，責任を持ってやられるのですけれども，1時間一生懸命やっても 100円ちょっとぐらいにしかならないのです。内職種って何であるのかと思うのですけれども，内職で 1時間が 100円なのですよといろいろなところで話をさせてもらっても，障害のある施設だからねと。障害のある人が一生懸命働いて，私ら以上に働いて，1時間 100円もらうことに対して，なぜこんなにみんな鈍感なのだろうと思います。その現状の中で毎日向き合って，それを受け入れて働いている職員が一番惨めだな，一番情けない存在というか，何で私たちがもっと言っていけないのだろうという部分があるのです。遠くのイラクとかいろいろなところ
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の人権はすごく大きな声で訴えられるのだけれども，この現状は日本全国どこでも言われてきて，知られていることなのに，どうしてそれが通ってしまうのだろうと，私の個人的な疑問なのですけれども，思っています。 
 （知 事） 僕も今すぐに何か解があるわけではありませんけれども，工賃向上のための施策というのは幾つか行われてはいるのですが，今のパンの件についても，開発は終わっていると思いますので，これが軌道に乗っていけば，当然そこに付加価値があるということですよね。そういうことがつながっていくということで，既にお分かりだと思いますけれども，今日実は，行かせていただいたのです。障害者の方々の作業施設ということは全く知らせずにやられていて，お客さんは，これはおいしいと言われている。そういうところが鍵になっているという気がいたしました。ありがとうございます。 それでは，横畠さん，お待たせしました。 
 （横 畠） 今日は雨の中，吉和郷へようおいでくださいました。それから，那須へも行かれまして，とても道が狭くて，クマがお出迎えをせやせんかったかなと思うたのでございますが，いかがでございましたでしょうか。 
 （知 事） 石がちょっと落ちていたので，どけておきました。 
 （横 畠） ダンプが通って離合が大変だったと思うのですけれども，那須，打梨にも行っていただいて，私たちの今日来ていただいた吉和郷，あの 3集落がみんなで元気になろうという活動で，私たちのＹＵＮプロジェクトが発足しております。このＹＵＮが絆ということで，

5 年目を迎えましたので，この絆ＹＵＮプロジェクトということでは活性できたので，今日吉和郷会館に来ていただきまして，私たちがもんぺでお出迎えをいたしまして，あそこにおりましたのがほぼ全員集合でございますが，皆さんに会われてどうだったでしょうか。 
 （知 事） 皆さんお元気だなというのが，私は思いました。もうお年ですよね。 
 （横 畠） そうなのですよ。 
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 （知 事） いや，でも本当にお元気ですね。 
 （横 畠） 平均年齢が 70 代ではないかと思うのですが，今，うれしかったのです。私たちがモットーにしているのが，そこの絆，元気です。それを感じていただけたということは，本当にありがたいです。 ほいで，いろいろ活動を，要するに，昔の人たちの技を伝承するということを私たちが一気に燃えておりますが，今から先やっていくためには，今日団子を食べてもらったのですが，あの団子も今から先 100円から 150円で売っていって，ああいうものをつくって売って儲けて，今から活動していく建物を建てようと。さらに大きな夢は，みんなで海外旅行に行こうと。既に私たちは，今日見ていただいたように，みんながとっても燃えております。何かをやろうと言ったら，よっしゃーと，あの意気込みは今，最高です。今日ちょっと寂しいことに子どもたちがおらんかったのですけれども，普段は唯一宝物の 7名ほど子どもがおります。その子どもたちが将来的にふっと心が寂しくなって沈んだときに，やっぱりふるさとを思い起こしてもらえれば，田舎に帰ってちょっと心を休めてみようと，今ある川，山，この自然のままを，本当にすごい宝物がありますので，これを私たちが一生懸命守って，この活動を大事にして，みんなで元気で守っていって，大切にして，子どもたちが将来的にはふるさとを大切にして，ふるさとで過ごそうというような思いにまで持っていくように，今，元気で燃えております。今日は本当にお会いできて最高です。ありがとうございます。 
 （知 事） ありがとうございます。すばらしいですよね。建物を建てかえて，海外旅行に行く。夢があったら実現すると思うのです。夢があって，それに向かって皆さんが燃えていたら，実現するのではないかと，本当にそう思います。 
 （横 畠） 既に畑をいっぱいＹＵＮプロジェクトがつくっています。地産地消ではないですが，すべてのものをつくって，そこでイベント的に大いにやって，とにかくいろいろな人に来ていただきたい。知っていただきたい。 そのために知事さんにお願いがありまして，情報発信というものを広報紙とか，テレビの隅にでもちょこっと，そんなことを今回お願いできればと，あつかましいお願いではございますが。 
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 （知 事） いえいえ，それはどういう形がいいのか，いろいろな手段がありますので，県のホームページも，分かりにくいというのがありましたが，それらも含めて考えさせていただきます。ありがとうございました。 
 

自由討論 

 （知 事）  これで一通りお一人ずつからの御意見はお伺いできたのですけれども，私から次のテーマでお伺いしたいと思います。安芸太田町は合併したということも含めて，非常に地域的にも広くて，ある程度まちの部分もありますけれども，集落が非常に離れているところもあったりします。こういう中で，ちょっと言葉は悪いのですけれども，田舎だからこそいいというようなことをもう少しお伺いできたらと思います。例えば佐々木さん，廿日市の障害者施設で働いていらっしゃった。 
 （佐々木） はい。 
 （知 事） そうすると，まさに違いがよく御覧になれそうですけれども，この安芸太田，あるいは地域だからこそ，あるいは田舎だからこそ逆にいいなと思えるようなことは何かありましたでしょうか。 
 （佐々木） 廿日市にいるころは，行政はまさに敵だったのですけれども。 
 （知 事） そうなのですか。 
 （佐々木） 行政はまさに敵という感じだったのですよ。だから，いろいろなところで予算をとるとか，もっともっと支援体制を強化してほしいとか言う上で，言っても分からんかったら親が行って座り込もうとか，そういうような感じのところで，昔の話ですけれども，そういう状態の中でこちらに来たときにびっくりしました。役場に行っても，あそこもやりなさ
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いとかみんな知っているし，私たちがいろいろな課題を相談に行っても，誰々さんよね，あそこのよとか，私が誰のことを相談しているのか名前を出さなくてもよく分かってくださったりとか，お互いにぶつかるのではなくて，分かり合って，手をつないでいかんと日常生活がうまくいかないみたいな，部落の中でけんかするわけにもいかんみたいな，同じような障害の方たちのことを話す上で，同士や友達だったです。びっくりしました。全然違う。 名前も，先ほど知事さんがおっしゃったのですけれども，栗栖とか佐々木とか異常に多くて，下の名前で呼ぶのです。まちのほうから来たので男性を下の名前で呼ぶなんて，とても考えられなかったり。 
 （知 事） 康裕さんとか，智典さんとか。 
 （佐々木） はい。男性の人から下の名前で呼ばれるのもとても多く，びっくりする感じでした。役場に行っても，どこに行っても「育子さん」と言われるのです。「佐々木さん」じゃないのです。それがすごく親近感があって，難しい課題を話す上でもお互いが親身になって話せるという感じがありました。 
 （知 事） なるほど。ありがとうございます。 ほか，川本さん，お願いします。 
 （川 本） 田舎のいいところということで，先ほど 60分という話で，後から 90分に延びたので，先ほど冬のことをメインに言いましたが，今の田舎のいいところとつながると思うのです。こちらの後ろのほうにポスターがあるのですけれども，三段峡，深入山，恐羅漢という写真の入ったポスターです。安芸太田町には非常にこういった森林資源を含めて，自然が豊かな観光資源がたくさんあって，それが大変いいところと思います。 最近になってフィトンチッド，森林，木々から出される化学物質が非常に体にいい，心を落ち着かせるということで，中高年の登山者，トレッキングというのも非常に増えてきております。そういった田舎ならではの観光資源をもっともっと生かして，いろいろな多方面に知っていただくということが大切だと思っております。そこが田舎のいいところだと思います。 
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（知 事） ありがとうございます。そうですね。緑とか，昔はよくマイナスイオンという話もありましたけれども，それをどう生かしていくかということですよね。実際，スキー場の雪は強みになると思うのですけれども，先ほどもちょっと私が申し上げたような，いろいろな弱味かもしれないと一般には認識されるようなことを強みに変えていければ，きっと観光資源にどんどん活用されていくのではないかと思います。 ほかには，菅水さん，お願いします。 
 （菅 水） 人とのつながりが大きいので，団体が熱いのです。僕は商工会なのですけれども，いろいろ各地域の団体が熱いというのが田舎のいいところだと思います。 
 （知 事） それは何ででしょう。 
 （菅 水） 食べ物がうまいからですか。やっぱり思いがあるのでしょうね。昔からの思いが，それが強いのだと思います。 
 （知 事） 例えば過疎と言われていますけれども，その中でも地域で残られている方というのは，それなりに地域に愛着があったり，人との関係が密接にあったり，そういうものが情熱のもとになっているということですかね。ありがとうございます。 梶原さん，いかがですか。今おっしゃりたそうな顔でしたので。 
 （梶 原） この時期に自分だったらエアコンを使わんでも過ごせるということぐらいです。市内に行ったら，とてもではないけれども過ごせない。そういうことは日ごろから感じています。 
 （知 事） そうですね。エコですね。梅雨になると，僕は広島市の西区にいるのですけれども，本当に暑くてたまらんなという感じですけれども，今日は市内と比べると 5度ぐらい気温が違う感じですね。 あと水がきれいですよね。水がきれいだなと思いました。ありがとうございます。 このテーマで何かまだありますか。鎌田さん，お願いします。 
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 （鎌 田） 私たちの活動の中で，広島市を動かしたというような活動があるので一つ紹介したいのですけれども，先ほどちょっとここの会場がいっぱいになるような行事を主催でしたことがあると言いましたが，それは，太田川朗読フェスティバルというのを 6年前にやって，太田川という命名も，安芸太田町に限らず太田川流域で交流しようという発想で，広島市との交流の中で続けていきたいというところで回を重ねてやったのですけれども，1 回目の参加者は 14 名で，広島市に会場を移して，第 4 回をまたここの会場でやったときには
70名ほどの子どもが来てくれて，お客さんがこの会場の 2階席にも，今日よりうんとたくさんの人が集まった会になったのですけれども，そのときに広島市のほうから同じように文庫活動をされている方が会場に来てくださって，広島市で 2 回目，3 回目はやったのだけれども，第 4回のこの会場で感じたものにかなり触発されて，今度は第何回の朗読フェスティバルということではなく，広島市が主体になって，子どもお話フェスタを毎年広島市でやっていきたいということを思ってくださるぐらいの会になって，ずっと毎年これから催されるということで企画を進めておられますが，その源流が安芸太田にあるというのがとても誇りに思える，子どもたちのエネルギーを伝えられたと，うれしく思っています。 
 （知 事） 先ほどの熱いというところとつながっていることもかもしれませんね。そのエネルギーが広島市の人たちを動かした。そういうことなのでしょうね。ありがとうございます。 重高くん，何かありますか。 
 （重 高） 僕は人と人のつながりというか，そういう話になるのですけれども，僕は今，加計に住んでいますけれども，昔は温井よりちょっと上の猪山という小学校に通っていました。もう廃校になってない学校なのですけれども，そのころから朝，加計方面に出勤される保護者の方の車が学校に行く途中に 10 台ぐらい通るのですけれども，その車に向かってみんなでとまって大きな声で挨拶をしたりとか，そういうのをやっていたので，僕らの中では地域の人に挨拶というのは普通のものになっていて，高校になっても大切だと思って続けていて，今でも高校に行くときに役場の人とか，地域の人たちに僕から挨拶をしたら大きな声で応えてくれたり，僕からでなくても普通に向こうから大きな声で挨拶をしてくれたり，そういうのがすごくいいと思います。 昔，中学生ぐらいのころなのですけれども，可部に行ったときに自然に挨拶が出てしまって，全然知らない人に思いっきり無視されまして，友達と一緒に行っていたのですけれども，めっちゃ笑われて，ここら辺ではそれが普通なのかと思いました。田舎だからこそ，
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こういう挨拶とかそういうものが普通にできるものなのかと思っています。 
 （知 事） 本当にそうですね。挨拶は基本だと言われますけれども，でも実際に都会だと，なかなか難しいですよね。僕なども比較的わきあいあいとしている近所なので，近所の方と挨拶することも結構あるのです。知らない人にもです。でも，なかなか全部はそうはいかないですよね。ありがとうございます。 このテーマで何かありましたら，もしなければ，もう一つ，合併のことについてお伺いしたいと思っています。先ほど菅水さんから商工会の合併もあったというふうにお伺いしたところですが，合併の功罪といろいろ言われておりまして，皆さんの目から見て合併はどういうものだったのだろうというのを，よかったこと，気になることでも結構ですけれども，何かあったら教えていただければと思います。菅水さん，どうですか。 
 （菅 水） あまりよかったことというのはなかなか難しいというか，僕は職業が印刷屋なのですけれども，ぶっちゃけた話，今まで 3 町村だったので，3 町村それぞれ印刷物があったときに，三つあるのが今は一つになった。それは効率的になったと言えばそうなのですけれども，正直利益が下がった。 
 （知 事） それは別の見方をすると，町民の方からの税金の無駄が少なくなったと。 
 （菅 水） 個人的に言えばそういうことです。団体，大きいことを言えば，話が早くなったというところがあります。例えば一つの課ではなしに，一遍に済むというか，広くなったので，告知にしても何にしても商工会がやることに対してサポート体制が広くなったというのがいいことだと思います。 
 （知 事） 商工会としても合併されましたよね。それはどうですか。 
 （菅 水） 今はまだ合併したばかりなので何とも言えないのですが，大きな主体になったのでできることもこれからどんどんあるのではないか。それぞれ住んでいるところが違っているというのもありますので，それぞれの意見が出てよくなっていく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した。 ほかにどなたかいらっしゃいますか。栗栖智典さん，お願いします。 
 （栗栖（智）） 合併して悪かったことからいきますと，合併以前からの約束事というのがあまりにもずっと引きずったままで，新町になっても旧町で約束したからということでいろいろ箱物ができたり，そういうことが一番悪いというか，約束したことですけれども，新町になったわけですから，もう一度見直しをかけて行うべきではないかと思っています。 
 （知 事） それは合併特例債，合併のときにこういう事業を推進しますというのをいろいろやるのですけれども，そういうものということですか。それとも，その前から。 
 （栗栖（智）） その前から約束していたものです。その合併で決まったことであれば，合併するのが前提なのですけれども，それ以前のものからというのもあるので，それはちょっと残念だなと思います。 それと，合併してよかったというのは，今のコスト的なこととか，いろいろなことが下がっているとは思うのですが，私は消防団のお世話をしているのですが，旧の加計町，戸河内町の消防団は一緒に大会してもばらばら，レベルもばらばら，やり方もばらばらだったのですけれども，一緒になってそれぞれのいいところをみんなが取り入れて，スムーズな運営ができるようになった。 
 （知 事） 梶原さんも消防団でしたね。 
 （梶 原） そうです。 
 （知 事） では，お二人は御存じなのですか。 （梶 原） そうです。 
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 （知 事） 地域はどちらでしたか。梶原さんは。 
 （梶 原） 筒賀です。 
 （栗栖（智）） 戸河内です。 
 （知 事） では，まさにそのいいところどりで，よりいいものが生まれたということですね。 それは梶原さんも痛感されますか。 
 （梶 原） そうですね。以前に比べたら，筒賀，加計，戸河内と張り合うみたいな意識は全然なくなって，一つの町内ということで団結はしてきていると思います。同じ気持ちを持った人が増えてきているのではないかという思いはあります。 
 （知 事） ありがとうございます。 新宅さん，どうですか。 
 （新 宅） 発言が怖くなったのですけれども，僕自身，伝統工芸をつくっているという立場からすると，よかった点，悪かった点，特に思い当たるところはないです。ただ，製作している場が森の中にあって，山の中でつくっています。そうすると，町村合併によって，旧町にあった病院や銀行などがなくなってしまって，近所の方がちょっと行こうと思っても，タクシーで片道 30 分だから行かないとか言われているのを聞いていると，弊害が出たのかなと感じるぐらいのことです。 僕自身が特に，行政の方との対応が早くなったとか，いろいろな動きがしやくなったというよい部分というのは感じていません。そういう感じです。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 
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栗栖康裕さん，いかがでしょうか。 
 （栗栖（康）） ほとんど皆さんおっしゃったのですけれども，私の母は今，体調を悪くしていないのですけれども，当時いたころは，地域を回るバスが路線別で細かくあったのですが，予算の問題とかで，こういうお年寄りとかちょっと足が難しいという方が乗られる循環バスみたいなものもだんだん減ってきて，生活，交通路線みたいなものが減っていったということとがあったので，それは残念だったなと思います。 もう一つ，昔，顔なじみで行政の方とか何でも話ができたのですが，だんだん知らない方が来られたり，いろいろなところの課を一人でやられているというようなことから，気やすく話に行けなくなったというか，「どうも」みたいな感じで行かれなくなったと，ちょっと敷居が高くなったというのは感じます。そういったところです。 
 （知 事） ありがとうございます。きっとまた慣れられて，「どうも」となるのではないかと思いますけれども，ありがとうございました。 これについてほかにどなたか，横畠さん，いかがですか。 
 （横 畠） やっぱり，私に来るかな，振られるかなと思って心臓がどきどきしていたのですけれども，私は皆さんみたいにいいことをよう言わないので，私個人的に考えてみたら，今は車に乗るからいいけど，やっぱり買い物などに困るかなと思ったり，それと，今，孫の学校の送迎をしているのですが，これも遠くなったらまた困るかなとか，そんなことです。ええこと言えなくてすみません。 
 （知 事） いいえ。別につくって言わなくていいですから，思っていることを言っていただければ。ありがとうございました。 ちょうど時間も終わりの時間になってきたのですけれども，この際，何か最後に一言言っておきたいとか，聞いておきたいということがあったらお願いします。よろしいですか。 
 

 

閉  会 
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（知 事） それでは，このあたりで終了とさせていただきたいと思います。最後に一言だけ私から御挨拶させていただきたいと思います。 改めまして，今日は本当にお忙しいところ，長時間にわたって，この県政懇談会に御協力いただきまして，御出席いただきました 10 人の皆様，貴重な意見をいただきまして本当にありがとうございました。先ほど申し上げたように，いろいろな方の御意見を直接聞いていく。それをためていく。今，大体 10人ぐらいでやっているのですけれども，23市町やると 230 人になるのです。最初 12 人でやっていたこともあるので，厳密にはもうちょっと多いのですけれども，その積み重ねが私は大事だと思っていますので，皆様からいただいた話は大事にしていきたいと思います。 行政を執り行う上でも，もちろんいろいろなデータ分析だとか調査をしたりとか，そういう客観的な事実に基づいてやるというのは非常に大事で，県としてももちろんそういう基本的なスタンスで進めているのですけれども，物事を考えるときに，直感で感じるところはすごく大事だと思っています。それは別に行政だけではなくて，どんな仕事をしていてもそうだと思うのです。例えば山に入ると，何かここは危ないんじゃないかと，そういうふうに感じることがあるじゃないですか。それって経験がベースなんだと思います。霊感を感じているわけではなく，ずっと何回も山を見ていると崩れそうなところは何となくいろいろな情報からキャッチできるみたいな，そういうことなのではないかと思うのです。行政でも同じことが言えて，全く知らなくても，データだけみれば行政はできるじゃないかと思われるかもしれませんけれども，こういう形で直接一つ一つに対応することではないですが，多くの方の御意見を聞いていると，何か考えたり判断するときに，参考となることが，引き出しの中に必ずたまっているのではないかと思っています。もちろん僕の引き出しにためるのも大事なことなのですけれども，今日来ているスタッフだとか，これをベースにして庁内でいろいろなことが伝承，伝達されていくのですけれども，そういう中での蓄積も大事だと思っています。そういう意味で本当に貴重な機会だと思っています。それに御協力いただきまして，改めて御礼を申し上げたいと思います。 そして，傍聴いただいた皆さんも，本当に長い時間お付き合いをしていただきましてありがとうございます。一番つらいのは，本当は黙って聞いていらっしゃる後ろの方々で，眠くなったりすることもあるのですが，こうやってお話を聞いているだけでも価値があることではないかと思いますので，改めて御礼を申し上げたいと思います。 それでは，本当にありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 


