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開  会 

 （知事（湯﨑）） 皆様，こんにちは。本日は，第 14 回になるのですけれども県政懇談会「湯崎英彦の宝さがし」を開催させていただきます。本日は 10 名の皆様，土曜日でお休みの方も多いのではないかと思いますけれども，お時間をいただきまして本当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，ありがとうございます。 この会を始める前に，少し私のほうから趣旨を御説明したいと思います。 この県政懇談会は，各市と町で住民の皆さん大体 10 人ぐらいに来ていただいてお話をするという会です。これまで 13 の市と町を回ってきました。今日は 14 回目，神石高原町ということになっております。 この会の目的なのですけれども，何か特定の問題とか課題を解決していこうとかいうことではなくて，直接住民の皆さんの御意見を伺って，それをずっとためていく，そういうことを目的にやっています。 どういうことかと言うと，直接住民の皆さんのお話を聞いていき，いろいろな御意見があると思うのですけれども，それをだんだんとためていって，よく例として僕は味噌樽と言っているのですけれども，味噌樽の中にだんだんと入れていくと，最後はおいしい味噌ができる。県政を考えていく上での基礎，基盤にしていきたいと思っています。 実はもう一つ市長や町長ともこういう会をやっていまして，それも同じように特定の目的のためにやるのではなくて，いろいろな御意見，普段考えていらっしゃることをお聞きして，我々の感覚を皆さんとあわせていくということをやっています。その会の場合には，行政の皆さんの頭の中とあわせていくということで，こちらは住民の皆さんとの頭をあわせていくという，そういうイメージでおります。 今日せっかくこうやっていただいた機会ですので，是非普段お考えになっていることをそのままおっしゃっていただくというのが一番いいと思っております。場合によっては，団体の活動をされていて，団体として考えるみたいなところもあるかもしれませんけれども，むしろ自分の感じていることを忌憚なくおっしゃっていただくのが我々としてもありがたいと思っております。 今日これから全体としては２時間ありますが，何卒よろしくお願いいたします。 進行としましては，最初の 90 分ぐらいでお一人ずつ順番にお話をいただいて，私とやりとりをさせていただきます。その後，全員で意見交換するという形で進めたいと思っております。それでは，よろしくお願いします。  
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懇  談 （知 事）  最初は岡さんからお願いできますでしょうか。 
 （岡） よろしくお願いします。トップバッターということで，半分緊張しておりますが，よろしくお願いします。 
 （知 事）  最初の人は肝心なのでよろしくお願いします。ますますプレッシャーを与えてしまいましたが。 
 （岡）  本日は県政知事懇談会にまず出席をさせていただいたということを感謝申し上げたいと思います。 
 （知 事）  ありがとうございます。 
 （岡）  私は旧油木町出身で，現在，神石郡ＰＴＡ連合会の会長をさせていただいています。並びに，神石高原町立油木小学校のＰＴＡ会長を併せてさせていただいております。よろしくお願いします。 湯﨑知事さんとは，今年の 6月 4日ＰＴＡ連合会の県の総会のときに，私，ＰＴＡ連合会の会長ということで行かせていただいたときに御挨拶いただいて，そのときに感銘をかなり受けて，帰ってから皆さんに，小学校の皆さんとか先生方，ＰＴＡの会員の皆様に，こんな話をされちゃったのですよということをちょっと，そのときに初めてお会いさせていただいたので，とてもうれしく思って。 
 （知 事）  私，何か言いましたか。 
 （岡）  かなり堂々とした感じでお話をされたので，とてもうれしく感じたのです。 
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（知 事）  そうですか。ありがとうございます。 
 （岡）  早速話題に入るのですが，先日ＰＴＡ連合会の全国大会が千葉でございました。その全国大会の会場が千葉県の幕張メッセであったわけですが，神石郡から私ともう 1名の 2名出席させていただいて，その場で森田健作知事さんが。 
 （知 事）  永遠の青年ですね。 
 （岡）  最初はかしこまって挨拶をされたのですが，その後，持っておられたペーパーを胸の中にしまわれて，今度はすごく気さくに全国からお集まりいただいていた 8,000 名の方々と挨拶をされて，心を打たれました。元俳優さんですけれども，湯﨑知事さんもそういう雰囲気のある方ではないかと思って，そのときにも感じたのです。 平素，神石郡ＰＴＡ連合会として，この 9 月 26日，再来週の日曜日なのですが，広島県ＰＴＡ連合会の研究大会がございます。こちらは三次大会で，三次のカルチャーセンターで開催されます。会では何かの話題について発表するという団体が 3ＰＴＡあるのだそうですが，歴史をひもといて見ると，神石郡ＰＴＡ連合会が 15～16年前に発表されておられる。今回は，15～16年ぶりに神石郡ＰＴＡ連合会が発表するということで，この 5月から，活動についてまとめて，パワーポイントで資料をつくりながら，ようやく完成したのが今月の初め。それで今月の 26日に本番を迎えるわけです。 神石郡ＰＴＡ連合会では，地域の活動が生み出す子どもたちの成長ということを基本に考えております。神石郡ＰＴＡ連合会は油木，豊松，神石，三和の四つの地域で構成されており，県立高校がその中に 1 校，小学校が七つ，中学校が四つ，計 11 校。生徒数は，小学校 415名，中学校 225名の計 640 名で，県内でも一番小さなＰＴＡ組織です。小規模校が多く，またＰＴＡの会員も少ない中で，地域と連携をとって子どもたちを育てていくために各学校のＰＴＡの会長さんを通して話をさせていただき，各地区の特色を生かし，今までの伝統を引継ぎながらもやらせていただいています。特に私は，油木小学校のＰＴＡ会長でもありまして，今年は県の教育委員会主宰の夢配達人プロジェクトで，当校，油木小学校 5年生を対象にした神楽のお面づくり，来月のふるさと祭りでの発表というのを，学校の伝統芸能の授業での指導を踏まえて，民間の方にお手伝いをいただきながら活動させていただいています。 各地区の方々のお話を聞いたりする中で，豊松地区においては，例えば夏休みに福山市
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内の子どもたちを豊松地域へ招いてホームステイをされるなどの活動をされているのを知りました。三和地区，また神石地区独自の特色を生かした活動をされているところを今度の発表大会でも県内の皆さんへアピールしていきたいと思っているとともに，神石郡の出身の方が広島とか福山とか各県内におられると思いますので，その方々に，自分たちのふるさとを思い出していただくとか，懐かしみの気持ちを抱いていただくとか，そんな発表ができれば，と思っています。大きな場でうまく話せるかどうか分からないのですが，全力で話していきたいと思っておりましたので，今日は湯﨑知事さんとお話をさせていただく，アピールできるいい機会でもありました。子どもたちにとって住みよい環境をつくることを常に考えながら，これからも活動をやっていきたいと思っているところでございます。 実は明日，私の油木小学校の秋の運動会が開催される予定でございます。児童が 100名ちょうどの学校です。 
 （知 事） 
6学年でですね。 

 （岡） はい。6学年でちょうど 100名で，神石高原町の中の小学校では一番多い学校ではあります。ＰＴＡの会員と油木保育所の園児の子どもたちをあわせて大体 200名の大運動会が行われる予定です。 
 （知 事） それは楽しみですね。 
 （岡） 今週はずっとその準備で，小学校の校長先生や事務局といろいろな連絡をとりながら，やっと，昨日までに準備が大体でき，明日の天候待ちということになりました。明日の天候は，昨日までは雨の模様だったのですが，今朝の予報では曇りになっているということで，大変うれしい気持ちでおります。成功に終わるように，私もＰＴＡ活動が集大成という気持ちでやっているので，頑張っていきたいなと思っていますので，今後とも御支援をいただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。準備されている，こちらですよね。すみません。皆さんにあまり見えないかもしれないのですけれども，こういうパワーポイントの。見せてよろしいで
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すか。 
 （岡） 全然大丈夫です。 
 （知 事） すごい凝ったパワーポイントのプレゼンテーション。写真もいっぱい使われていて。 
 （岡） そうですね。私１人がつくったわけではありませんで，皆さんの考えを持ち寄っていただいたりしてつくりました。やっぱり神石高原地区の特色を生かすという意味で，写真を使ったり，町のホームページの許可をいただき，神石高原地区の特産品など，帝釈峡とか小畠の黒い雨の文学碑とか，仙養ヶ原，道の駅さんわ 182ステーションとかいうところの題材を入れさせていただいたりしました。昨年の役員の方から最初に話を聞いたときには，すごいことを請け負ったな，大丈夫かなと思っていたのですが，皆さんに支えていただいたのがとてもうれしい。地区の代表の方が集まった三役会の中でもかなりいいものができたという言葉をいただきました。 
 （知 事） こういうイベントがあると，また皆さんが力をあわせて，一体感が生まれたりしますよね。 
 （岡） その三役会の皆さん，会長さん方と以前は 1回から 2回ぐらいは懇親会を持つのですが，最近は忙しく全然そういった時間がなかったので，この大きなイベントが終わったら，皆さんで祝賀会というか，そういったものをしたいと思っています。今年度，もう半年あり通過点ですが，神石高原町のＰＴＡの皆さんの人材に恵まれて，大変私はうれしく，感じているところでございます。 
 （知 事） ありがとうございました。一つだけお伺いしたいのですけれども，人口が少ない，小さい学校だと思うのですけれども，そのいいところはどんなところにあるとお感じになられますか。 
 （岡） 
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やっぱりいいところというのは，例えば大規模校のように，あの子はどこの子とか，あのお嬢さんはどこの娘さんとか，そういうことがなくて，親も，みんなも誰もが分かっているアットホームな雰囲気と，また，田舎ならではの子どもたちの純粋さというのをすごく感じられるところです。 また，神石高原は自然に満ちた環境の中で子どもたちが生活をしているということで，コンビニなどはないけれども，子どもたちの生活環境はの水準は良いほうへ向かっているなという感じで，少なければ少ないところなりのよさというのが子どもたちには感じられると思います。 来年の春に，この小学校 7校，中学校 4校という体制になって，小学校は，統廃合の関係で，三和地区が三和小学校，高蓋小学校，二幸小学校というのが一つになって，二つ減るという情報も入っています。少ない子どもたちがまた集まると，100 何名の学校になるということでございますので，そういった中でも子どもたちの絆，親との絆，また地域のおじいちゃんとおばあちゃんたちとの絆というのは切らすことなくやっていきたいと，１人の親としてそう感じております。 
 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。 
 （岡） ありがとうございました。 

 （知 事） ありがとうございました。 それでは次に中平さん，よろしくお願いいたします。 
 （中 平） 中平と申します。よろしくお願いします。 今日はこうして知事にお目に掛かることができ，さらに，こうしてお話もできるということで非常に光栄に思っております。よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。よろしくお願いします。 
 （中 平） 私は今日，ここにもありますように神石高原町青年会の副会長として，青年会活動を行っ
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ております。なかなか若者が少ない地域でございますが，こういった活動に賛同してくれる若者を集めて，様々な活動を行っております。 合併を機に，4 町村の青年会も合併したような形でやっておりますが，基本的には旧の町村での活動が多いように思います。私は豊松村の出身で，生まれも育ちも豊松村です。 
 （知 事） 紙飛行機の。 
 （中 平） そうです。紙ヒコーキタワーがあります。 活動内容にもあるのですけれども，ずっと地域で引き継がれてきた盆踊りを伝承しようということで，青年会が引き継いで盆踊りを行ったり，近年は，若者，特に地元にいる男性に婚活ということで，イベントを立ち上げて，町外から女性をお招きして，パーティーといいますか，親睦会といいますか，そういうようなことを企画しております。今年も今月末に行う予定にしています。 話は変わりますが，私は趣味で音楽活動をしておりまして，実は音楽好きな若者が地域にはたくさんいまして，バンド活動であったり，個人的にされている方もいらっしゃるのですが，そういった方とも交流を持とうということで，青年会活動ではないのですけれども，年に一度，山なみロックフェスというタイトルをつけまして，公民館の協力もいただいて，中学校，高校の生徒さん，一般の社会人で集まって音楽イベントをやったり。 
 （知 事） それはみんなバンドとか，そういうので演奏してというようなものですか。 
 （中 平） そうです。無料でお客さんを呼んで，日ごろの活動を見てもらおうということで，青年会とは別で活動をしております。 
 （知 事） ありがとうございます。神石高原町は高齢化率がたしか 4割を超えていると。 
 （中 平） 
42％を超えています。 
 （知 事） 
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そういう意味では，若い方というのは少ないのかもしれないですけれども，今日は比較的若い方もたくさんいらっしゃっているのですけれども。どうですか，その活動というか，みんなやっぱり一緒になって何かやろうという感じですか。 
 （中 平） 実際活動してみまして，やっぱり人数，数の問題というのはあると思います。その上に，昔とは違って，生活スタイルが随分変わっています。住所は神石高原町にありますが，私もそうなのですけれども，福山であったり，神辺であったりというところに働きに出ている方もたくさんいます。そうすると，なかなか時間的な部分であわなくて，登録者数は 80人，90人いても，集まろうといったときに，あらら，というようなことがあったりして，その辺での運営の苦労はありますが，集まれば実際楽しくわいわいやれていますので，いいコミュニティーの場にはなっていると感じております。 
 （知 事） 中平さんは医療法人紅萌会でしたか，福山に働きに行かれている。 
 （中 平） そうです。ずっとここ小畠に事業所がありまして，13年ぐらい勤めたのですけれども，この 6月に本部のほうへ異動になりまして，今は豊松から福山に片道 1時間かけて通勤をしているような状況です。 
 （知 事） 車で行かれているのですか。 
 （中 平） 車です。 

 （知 事） では，もともと地元，豊松の御出身なのですね。 
 （中 平） そうです。生まれも育ちも。 
 （知 事） 地元で働いていたのだけれども，今はたまたま福山になったということですね。 
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 （中 平） はい。そうなってくると，今日は青年会副会長ということで来ているのですけれども，なかなか本部の会議とかも出席ができなかったりとか。 
 （知 事） 通勤に 1時間かかると，なかなか，帰ってくるのが遅くなりますよね。 
 （中 平） そうですね。 
 （知 事） 実は，福山で働いて，ここで住む魅力は何ですかとお伺いしようと思ったのですけれども，逆にずっといらっしゃって，たまたま今，福山に転勤になっちゃったという形ですね。 
 （中 平） そうです。でも，幼なじみもいますし，先輩，後輩もいますし，何より家族もありますので，地元で暮らしていきたいというふうに今は思っています。 
 （知 事） 婚活イベントとかやられて，どうですか。今，例えばロハスみたいなのが流行っていると言うとあれですけれども，そういうのに関心が高い方もたくさんいらっしゃいますよね。特に女性など多いのではないかと思うのですけれども。 
 （中 平） そうですね。逆に，こういうイベントをしますと，地元の男性は結構引き気味というか，ちょっと照れるな，恥ずかしいなという感じがありますけれども，女性は積極的で，去年も定員をオーバーしたのですけれども，やっぱり関心のある方が，田舎の方と知り合いたい，田舎にちょっと興味があるようです。 
 （知 事） なるほど。神石高原町は，もちろん山と田んぼに囲まれたところですけれども，福山へも 1時間と近いですし，広島でも 1時間半あれば十分行けると思うのです。そういう意味では都会からも近く，そういう楽しみなり，必要なものを求めようとすれば割と近いところにあって，なおかつ緑に囲まれた暮らしができるという意味で，すごく関心ある人がい
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らっしゃるのではないかと思うのです。 
 （中 平） そうですね。それはあると思います。道もかなり整備されましたし，1 時間は苦ではないです。やっぱり田舎は田舎というところもあるにはありますけれども，いいところもたくさんありますので，そういったアピールを今後も続けていきたいというふうには思っています。 

 （知 事） ありがとうございます。 
 （中 平） ありがとうございます。 
 （知 事） それでは藤井さん，お願いいたします。 

 （藤 井） 私は三和出身で，藤井と申します。よろしくお願いいたします。 今日は女性会の代表ということで，こうして県知事さんとお会いする機会をいただきました。私，これで県知事さんとお会いするのは 2回目なのです。広島県女性会の総会のときに受付におりまして握手をしていただきました。 
 （知 事） そうですか。それは失礼いたしました。ありがとうございます。 
 （藤 井） 私は世界一，幸せな人間だと思っています。 
 （知 事） それはすばらしいですね。 
 （藤 井） 私より幸せな者はいないと思う中で，そんな生活の中で，今の一番の悩みは，女性会組織の件でございます。 
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私たち女性会は広島っ子と心を結ぶ声のかけあい運動，そして，老人会との交流事業，そして，郡内女性党の交流事業というような，いろいろな事業，そして，地域のイベント，すべて女性会はボランティアで参加し，活動しています。 そんな中，女性会が減少していく。 
 （知 事） メンバーの方がですね。 
 （藤 井） 高齢化して，減少していく。若い人がなかなか入ってくれない。その減少していく中でも，私が一番悩んでいるところは，地域ごとに団体で脱会していく。一人一人が抜けてくれるのならまだしも，どこそこの振興区は全員そろって脱会しますというふうな，大きな脱会が現在見られてきております。 そういう中で，今まで活動してきたことが女性会として活動できるのか，できないのかということを一番心配しております。いずれ女性会は消滅してしまうのではなかろうかというような中で考えておりますけれども，国とか県とか，各市町村，そういうようなところに住んでいらっしゃる皆さんが，行政も含めてですけれども，女性会組織とは何かということ，本当に中身が分かってくださっているのか，いないのかということが一つ疑問でございます。 というのは，ここで言うと悪いとかもしれませんが，各町村や神石高原町にも議会へ出ていらっしゃる方がございます。でも，その議会へ出て一生懸命神石高原町のことを運営してくださっている家の奥様で女性会へ入ってくださっている人が非常に少ないということです。そんな中で，本当に町内の運営，そして，これから先の行く末を見ていかれるのだろうか，どうだろうかということが一番心配でございます。 どうして女性会が減少するのか。高齢化になるのか。私も後期高齢者ですが，その中で，若い人が入ってこない。なぜ若い人が入ってこないかということも，私，支部長をさせていただいてから最近までずっと悩み，考えてきましたけれども，ある女性会の会合で講師の先生がこのようにおっしゃいました。今の若い人に女性会組織に入れということは酷なことですよということをおっしゃいました。それは何かということは別に詳しくはおっしゃらなかったのですが，私がじっくりその話を聞いて帰って，今の若い人のことを考えたときに，今は男女共同で働く時代。若い女性はほとんどお勤めです。お勤めをしながら，女性会組織にボランティアに出るということがなかなか難しい。休むことができない。というのでこれは入ってくださいというのは無理だなというのが今やっと分かってきたようなところでございます。 必要であるならば，もう少し協力を，女性をどうとかこうとか言うのではありませんけ
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れども，各町村に住んでいらっしゃるお父様方，御主人様方が女性会活動は大切なものだから，入ってできるだけの支援はしてあげなさいというような優しい声をかけていただきたいなと。女性会なんか何のメリットもないのだからやめてしまえという御主人が非常に多く見られます。この女性会がなくなって，知事さんはどういうふうに考えられますか。県でも郡でも女性会組織がなくなって，本当に今の自治振興会の中でいろいろな面に対して行事とか生活ができると思われますでしょうか。 
 （知 事） それは各自治体というか，自治会組織はみんな大事ですから，それぞれ活発に活動していただきたいと思いますね。 
 （藤 井） 今回も 9月 23日に老人会との交流で郡内を回って，老人会が 55名，女性会が 20名でバス 3台を借りて，地元を見学して歩きながら，老人会との交流をとる目的で日にちを予定しておりますけれども，この内容は，やはり私，三和の高蓋というところに住んでおりますけれども，三和に来見というところがございます。そして，今の中平さんの豊松というところもあります。そんな中にいらっしゃる年寄りの方の顔が分からない女性会で，どこで困っておられても，どこの人か分からない人に手を差し伸べるというのはお互い気兼ねなことがあってできないということと，もう一つが，年寄りの方が女性会は優しいのだと，どこでも困ったときには気軽に声をかけていただきたいというような組織づくりにと一生懸命頑張っているところでございます。よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。私，どうしてもこれをお聞きしたかったのですけれども，世界で一番幸せというのは，どうしてそうお感じになられますか。 
 （藤 井） 私の主人は理解がいいのでしょうか。私がしたいことは何でもさせてくれます。 
 （知 事） そういうことですね。 
 （藤 井） そして，家族，子ども 2人おりますけれども，2人とも遠方に出しておりますが，でも，困ったときはすぐに駆けつけて走ってきてくれる。主人は，おまえのしたいことは何でも
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やれということで応援してくれますので，実を言いまして私も町会議員に 2期ほど出させていただきました。そのようにしたいことを思う存分，女性会の役，商工会女性部の役，いろいろな役職に就いて地方を飛び歩きますけれども，愚痴一つ言わずに，仕事一本で頑張ってくれる人に恵まれて，幸せだと思っております。 
 （知 事） なるほど。そういうことですね。優しい御家族に支えられて，理解されて，というところが一番大きいと。 
 （藤 井） はい。 
 （知 事） 神石高原に住んでいることで幸せになるということは，どうですか。 
 （藤 井） 神石高原に住んでいて，合併してからというのはちょっと難しい面もありますけれども，しかし，春はツツジが咲き，秋はモミジが咲き，そして若葉に恵まれ，非常に車で走っていてもさわやかな町並みです。そういう空気のいいところで住んでいかれるということが一つの幸せですね。 
 （知 事） 空気がよく。 
 （藤 井） 水もよく。 
 （知 事） 美しい景色があって，優しい家族がいらっしゃると。 
 （藤 井） 特に女性会はいろいろな行事をしますと，今のところここの三和で 60 人ぐらい会員がおりますけれども，いろいろなイベント，行事があるたびに，会員さんのほとんど，60％ぐらい駆けつけてきて，みんな一生懸命協力してくださる。そんな中に恵まれた私の役職も，これもいい友達に恵まれて幸せだなと考えております。 
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 （知 事） 分かりました。ありがとうございます。本当にそういう意味では，女性会に限らず，自治会活動全般が今いろいろな形で難しい。後継者問題とかに直面しているということですね。これはもちろん神石高原だけではなくて，県内どこでもそうなのですけれども，さっき中平さんがおっしゃっていました，ライフスタイルが変わってきているというところですかね。そういうライフスタイルが変わってきているということも大きく影響してきていると思いますけれども，なかなか皆さん地域でお互い助け合うということにまだ慣れていないというのはあるかもしれないですね。昔だと農業とかがベースにあるときには，ある意味でいうと，それが当然で，それがないとみんな仕事ができないということがあったと思いますけれども，今はそれぞれ皆さんお仕事をされていて，福山であったり，神辺であったり，もちろんここであったり，みんなばらばらでやられていますからなかなかそのつながりが難しいのかもしれないですね。 ありがとうございます。 それでは伊勢村さん，お願いいたします。 
 （伊勢村） 私は伊勢村と申します。旧神石町，帝釈峡神竜湖の岩の上で 30 年間無農薬有機農業を続けております。そんな山の奧なのですけれども，この春から後継者ができまして，大変ありがたいことだと私は思っております。 そういう経営の中で，30年間有機農業をやってきたわけですけれども，歴史というのは，全国に先駆けた有機農業の歴史を持ったこの神石町です。その 30 年のうちに，いろいろ口コミで話が全国に飛びまして，毎年 1人，2人は神石町へ有機農業の研修生として 1年間学習しに来ているわけです。それで，私たち小さなボランティアグループというのですか，そのグループを 30 年前に結成して，最初はかたつむりの会という，消費者と生産者と提携でつながった会をつくっていたわけですけれども，今度 2代目になりまして，かたつむりの会，うちの後継者ができたのと同様に，消費者・生産者の団体にも 2代目としてかたつむりの会というのができまして，これはちっちゃな会です。60人ぐらいの生産者，消費者の組織なのですけれども，そういうつながりがありまして，30年間続けてこられたということです。 
 （知 事） こちらですね。 
 （伊勢村） 
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そうです。それは消費者がつくってくれたパンフレットなのですけれども，私は自慢をしてあちこちに配っています。裏の写真を見ていただければ分かるのですけれども，ちっちゃい子どもさんがたくさんおられます。 
 （知 事） そうですね。 
 （伊勢村） それが 30年前の姿だったのです。6年前に写真を撮ったら，またそういう姿になっていたわけです。 
 （知 事） なるほど。世代がね。 
 （伊勢村） だから，そういうつながる農業を，消費者は今，安全・安心を叫ばれていますけれども，顔と顔の見える運動としてこれを拡大していきたいと私は思っています。 それで，明日も計画しているのですけれども，食育講演会といたしまして，大体神石高原町後援だったのですけれども，あえて福山市で行うようにしているのです。平成大学で明日行うのですけれども，やはり神石高原町で生産されたものを理解して食べてくれるのは街の人なのです。だから，その理解を深めていくために，その講演会をあえて街のほうで行うように計画して，明日，それがあります。 先ほど言いました研修生の問題なのですけれども，その会で対応していくのは限度なのです。去年も 3名，私の家に研修生として来ました。大体私の家は 1名なのですが，無理矢理押しかけてきたもので，仕方なしに，仕方なしということはないけれども，喜んで受けたわけです。 
 （知 事） 大変でしょうけれども。 
 （伊勢村） そういう農業を継続したい，やっていきたいという若い人たちがそういう目的を持って研修をするというのだから，少々苦しくても受けにゃいけんということで受けたわけですけれども，１人は横浜の女の子で北海道で有機農業を始めています。１人は広島県の吉和村で有機農業を始めています。１人は美星町で農地を借りて有機農業を始めています。 
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農業をするのはいいのですけれども，それを受け入れて研修させる場というのがないもので，今，どうしようかと考えているのです。 一つ，私が考えているのは，これはできるかできないか分かりませんけれども，今，廃校があちこちに見られますよね。そこを有機農業の養成塾ではないけれども，1 年間そこで研修できるような場をつくってみたい。その中で，老齢化が進んでいる神石高原町を活性化するには，4 日間は有機農業を専門的に勉強して，あとの 2 日間は普通の農家へ行って，ばあちゃん，じいちゃんの手伝いをするというような格好の組織ができればいいなと，今，試行錯誤しているのですが，これは私の夢なのです。そうすると，今度は神石高原町へ定住してくれる若者が増えてくるのではなかろうかと。そうなったときには，町のほうとしても後継者対策，新規就農者対策事業がありますので，それを利用していただければつながっていくとは思うのですけれども，そういうような形で一つはやっていこうと思っています。 もう一つは，黄金の里井関があるのですが，あそこのところで有機農業塾という，短期間の 3日，4日の農業を理解してもらう塾を，これは今月 19日から始まります。ちっちゃなことですからすぐできますので，できるところからということで，それも今後拡大していって，手に負えない人には理解ある消費者になっていただく。理解していただける人は，今度は神石高原町に入って住んでいただいて，農業の後継者になっていただくというような道が開けないものかと。その第一歩として，今月 19日から始めようと募集しています。 最後になりますけれども，一つほど知事さんにお願いしたいことがあります。これは県の有機農業研究会としてのお願いなのですけれども，この春，国のほうも示しているように有機農業推進計画というのを各県樹立しなさいというような話があると思うのです。その中で，推進計画を生産者とともに協議して策定してほしいということをお願いしたいです。県のほうへある程度話は持って行ってますが，1 年以上経ってもなかなか前へ動きません。これをしていただきたいのです。県内の有機農業の指導課というところがないのですよ。 
 （知 事） 有機農業専門というのはないかもしれないですね。 
 （伊勢村） ないのです。夕べも吉和の新規就農者の人から，トウモロコシとトマトをつくっていたのだけど，イノシシに全部食べられたと泣いて電話してきました。 広島県内全部の新規就農者の人がちょっとしたことを連絡してくるもので，私もなかなか大変で，そういうところは手分けしてやっているのですけれども，まだまだ手に負えない点がたくさんあります。その点もあわせて一つお願いしたいと思って今日はやって来ま
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した。よろしくお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。有機農業を 30 年前から始められたということは，全国の先駆けになるのですか。 
 （伊勢村） はい。 
 （知 事） それは，すみません，私も存じ上げなかったのですけれども。 
 （伊勢村） 一番いい例が，20年前ぐらいに岡山県が有機認証制度を全国に先駆けてつくりましたよね。あれは神石町をモデルにしてつくったのですよ。 
 （知 事） そうなのですか。 
 （伊勢村） 何回も大型バスで神石町へ視察に入られて，それを元にして，岡山県の高松農協を中心に，岡山県が全国に先駆けて有機農業認証制度をつくられた。もう一つは，島根県の柿木村，有機農業の村になっていますけれども，あの世話をした人は，神石町で勉強して帰って，そういう道を開かれたという歴史があるわけです。それがもったいないことに，いまだに日の目を見ず広島県の場合はムズムズしているというところです。農地集積化ということで，集団法人というのも大切なのですけれども，県で話を聞いたら，50％がその計画の中に入っていて，あとの 50％はまだ白紙の段階だと言われたような気がするのです。それで，その白紙の段階を，こういう山の中の農業は地の利を生かして有機農業の道，付加価値のある農産物をつくる。若者が有機農業といえばかなり魅力を持って参入してくれるので，それらを全部組み合わせてやってみればおもしろい展開になるのではないかと私は思って，一つずつできるところをやっています。だけど，大きくすることはなかなか難しいので。 
 （知 事） 手間が掛かりますからね。 
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 （伊勢村） そうなのです。ここにも今年度の研修生，ちょっと福山から帰りに連れて来ているのですけれども，もう一つ，今度新しい農業というのをしているのですけれども，自分でつくったものは，自分で持って行って売るという，週に 1回は若い者が街の空気を吸いながら，街の人の顔を見て，帰りはちょっと遊んで帰るというようなライフスタイルもいいのではないか。土にばかりしがみついて農業をするよりは，週に 1回は街に出るとか，そういうような若い人のニーズもあわせてすればおもしろい展開になるのではないかと私は思っているのです。 
 （知 事） そうですね。アメリカなどではファーマーズマーケットというのがあって，土曜とか日曜に街の駐車場とかを農家の方が借りて，ばーっと，お店を出して売っておられるというのはよくありますよね。 
 （伊勢村） それをちょっと利用させてもらうではないけれども，そういう方法も一つあるのではないかと。 
 （知 事） そういうところは，有機のものを売っておられるのが多いですよね。   

 （伊勢村） ほとんどそうですね。 
 （知 事） 逆に形とかにあまりこだわらないで，直接売られるので中間のマージンをとられなくて，そこそこの収入になるという，結構繁盛しているというか，活発にやっていますよね。皆さんそれが楽しみでやっておられるのをよく見ますけれども。 
 （伊勢村） そうです。県内としては，神石高原町をそのモデル地区として，一つ何かつくりあげていくと，今度県全体に広がっていく。だから，県の人は見守ってくれているのですよ。今度は何をするんやという格好で。 
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（知 事） 今，有機に取り組んでおられる農家というのは，神石高原町の中では何軒ぐらいいらっしゃるのですか。 
 （伊勢村） 
30軒ぐらいです。農法は違うけれども，有機農業というのは 30軒ぐらいおられます。 

 （知 事） 一つ，神石といえば有機だというようなブランドマークがつくと，いい感じはしますね。 
 （伊勢村） そうですね。そうなりたいと思っているのですけれども，なかなかちっちゃい会で。 
 （知 事） 先ほどの廃校を利用されるというのも，制度としては多分使えるようになっていると思うのですけれども，まだそういうことは。 
 （伊勢村） 全然そこのところは話をしていないのですけれども，地域の人とは，この学校をどう利用しようかというような話は進めているので。 
 （知 事） なるほど。今日もまさに朝，小畠の総合福祉施設に行ってきたのですけれども，あれも廃校を利用されていますよね。あれは町が主体で始められて，それがだんだんと発展しているところではありますけれども，ほかにもいろいろ廃校の活用というのはいろいろなところでされていると思うのです。 
 （伊勢村） その活用の方法の一つとして，できないものかと。 
 （知 事） そうですね。神石高原だけでもかなりいろいろ，公民館に使われたりとか，教育施設に使われたりとかされていますよね。 
 （伊勢村） 
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そうですね。それをより有効的に使いたいなと。 
 （知 事） あとは，有機農業の計画でしたか。 
 （伊勢村） 推進計画。 
 （知 事） 推進計画。これは，県のほうがつくらないと……。 
 （伊勢村） そうなのです。つくっていただければ，より，有機農業者に力を与えるのではなかろうかという気がするのです。安心して取り組める。それから，県外からの呼び込みも，広島県はこういうことで進めていますというのを全国で注目しているのです。さっき申したように，有機農業と言ったら広島県神石町というのを全国の人は。 
 （知 事） 知っている人は知っている。 
 （伊勢村） 知っているのです。だから，注目して，広島県とか神石高原町がどこまでの推進計画をするのかというのを注目しているのです。期待しているということで，いろいろ連絡をいただくのですけれども，なかなか思うに任せないというので，今，農業技術課のほうでお世話をしていただいているのですけれども，まだいろいろ忙しくて。 
 （知 事） なるほど。分かりました。それはまたちょっと個別に御相談させていただいて，今，農林水産業活性化計画という県全体の計画をちょうどつくっているところで，みんなそこに忙殺されているというところもあるのかと思いますけれども，いろいろな地域ごとの特色を生かしたものというのは大事なことでもありますから。 
 （伊勢村） ありがとうございます。 
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（知 事） 逆にその点について私の御提案としては，有機農業をやられている方皆さんがお集まりになって，こんなことをやりたいというのがあったら，それがベースになるのではないかと思うのです。県が考えて，こうしようというよりはむしろ。 
 （伊勢村） 一応こういうことがしたい，こういうことをやってほしいという要望書は出してあるのです。 
 （知 事） そうですか。 
 （伊勢村） また 12 月の終わりぐらいには総会をしようと思うので，都合がつけば覗いてみてやってください。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （伊勢村） どうもありがとうございました。 
 （知 事） 次は河上くん，お願いします。 
 （河 上） 旧三和町出身で，今，町内唯一の高校，広島県立油木高等学校の産業ビジネス科 3年生の河上です。 私の家は酪農家をしていまして，今は全部で 100頭ぐらいいると思います。今日もちょっと手伝いをしてきたのですが，よく手伝いをしながら，将来的には家を継げたらと思っています。 その中で，高校に行って技術も持たないといけないし，もっと必要な資格とかもあるので，さらに大学校のほうに行こうと思っているのですけれども，将来的な自分の中のビジョンとして，搾乳ロボットというのがあるのです。自動で牛が来たらそれを搾乳して，乳を搾ってくれるというロボットがあるのですけれども，そのロボットを導入していきたいと
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思っています。 今，県に 1台だけあるのですけれども，その機械は県の保有する施設の中にしかないのです。やっぱり県に 1台あるだけでは意味がないので，民間にもないといけないと自分は思っています。 それ自体がまだ高いので，高価なものなので，一般の，費用ばかりかかって乳価がまだ上がらないような，そんな酪農家の中で買うというのはやっぱり大変なもので，僕が継いでいこうと思った中で，今やっている人たちだけでも，ただでさえ高齢化が進んでいて，知っている人でも 2人もう酪農をやめています。 そこで，自分が継いだときに，頼れる人がいなくなっていっているので，その中で継ごうと思ったら，新しいものを自分が入れて，自分がつくりあげていくみたいなのができたらと思っています。 その中の一つとして，学校の課題研究という授業があります。農業系の学校は全部あるのですけれども，その中で，耕作放棄地を利用して，牛を放牧して，牛を飼っていく一環で経費を削減できないだろうかとか，受精卵移植をして，乳牛の酪農家から和牛の子牛を生産するというのもできないだろうかとか，いろいろ研究したりしているのですけれども，やっぱり酪農をしていく中で一番大変なのが搾乳なのです。牛も生き物なので，乳を搾らないと，１日でもさぼったりとかできないのです。明日やればいいとかではないので，そんな中で，搾乳ロボットが入ると，すごい人件費の削減になったり，あいた時間にほかのことができたり，この搾乳ロボットというのは 24 時間ずっと動いているけど，人間がやるとこの時間にやってと計画を組まないといけないので，牛にも乳が今いっぱいあるから絞ってとか，今，少ないからまだ絞らなくていいよみたいなのがあるのです。その搾乳ロボットが入ると，24時間いつでもいいので，牛が絞ってほしいときに行って，絞ってくれて，とても経営していく中で便利なものになっていく。そのことを考えると，ほかの酪農家の人もほしがっていたりします。今度，学校で先生に頼んで，その県にあるロボットを見に行こうと思っています。将来的に入れようと思ったら，さっきも言ったように高いものなので，自分個人ではどうしても手が届きません。こういった高価なものは国からの３分の１の補助があったりするのですが，その搾乳ロボットは対象になっていないのです。 
 （知 事）  そうですね。共同利用する場合には補助金があると思いますけれども。 
 （河 上） だから，僕たち高校生などの若い人たちが家を継ごうとしたり，就農とか，仕事をしていく中で，こういう新しいものを取り入れるための県からの補助があったらとても助かると思っています。 
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僕の友達，同じ産業ビジネス科の 3年生の友達の中にも，高校を卒業したら家に入って親の手伝いをしながら継いでいくという人もいますし，また，県内の専門学校に行って，農業の勉強をして家に帰るという僕と同じような人も何人もいます。そういう人たち，僕の友達とかが大人になっていく中で，頼れる人がさっきも言ったように本当に少なくなるのです。自分の父親だって，自分が家を継ごうと思ったら 30代とかで，あと 20年以上，ちゃんとずっとまだ働けているかといったら，そうではない可能性があるわけで，その中でこういう機械を早いうちに取り入れていたら，今まで家を継がないと言っていた人も，家に入ってもいいと思う人もいるかもしれないし，こういった新しい技術とかを入れていってほしいし，入れていけたらと思っています。県からの補助をお願いします。 
 （知 事） ありがとうございます。すごく酪農に対して強い思いを持ってくれていて，しかも，新しいことをやって続けていきたい。ずっと，これまでどおりではなくて，新しいことをやらなくてはいけないというのは，本当にすばらしい考えだと思うのです。だから，是非その情熱を失わないで頑張ってほしいと思うのですけれども，これから河上くんもいろいろなことを勉強すると思うのですけれども，例えば今，説明してくれましたよね。搾乳ロボットがあると，人件費が削減できます。それから，その余った時間，つまり，自分が搾乳しなくていい時間にほかのことができます。それがどういうことなのかということを，これからまたずっと考えていってほしいのです。つまり，どういうことかというと，人件費が削減できるということはコストが下がるということだし，ほかの作業なり，ほかのことができて，それによってほかの生産ができるということは収入が上がるということなのですね。ということになりますよね。 
 （河 上） うちの場合だけでも，朝晩，搾乳をやっているのですけれども，朝も１人頼んでやってもらっていたり，夜，同級生とか後輩のバイトを１人，２人頼んでやっていたりと，やっぱりそうやってコストがかかるのです。それだけではなくて，人間でも抗生剤を打つように，牛も病気だったら抗生剤を打ちますが，そういう牛は出荷できないのです。そういう牛は別にする必要があり，そうすると手間や時間がかかります。ロボットだったらきれいに 1回 1回調べてくれるので，そこでこれはだめ，これはいいと分けてくれ，その分作業が減ったり，牛が絞ってほしいときに絞ってくれるから乳量も増えていくのです。うちの場合は 60頭ほどいて，朝晩で合計 4時間をとられます。ロボットがあれば，牧草をつくっている牧草地に行けたりとか，牛ふんをとるとか，いろいろなものを洗ったりとか，えさをやったりとか，そういう時間に使え，また，全体的なイメージ，酪農家は朝から晩まで働き通しというイメージも払拭できてくると思うし，そうなったら，やろうと言ってくれ
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る人も増えるのではないかと思っています。 
 （知 事） そうですね。そういう形でコストが下がって，売上げが上がるということになっていって，主に機械だと思いますけれども，機械の導入とかは，そこで下がるコストであるとか，上がる売上げの中でその機械のお金を払っていくという，それが基本になっていくわけです。それがどうしたら成り立っていくのか。つまり，この搾乳ロボットを導入したときに，例えばどれだけ生産を増やしたら成り立つのか，あるいは，コストがどれだけ下がったら成り立つのか，そういうことをこれからいろいろな経営の勉強とかもされると思うのです。場合によってはもうやっているかもしれないけれども，そこで，この機械を買っていく，そのための支援というのは，実はリース事業だとか，お金を貸し付けるというのもやっていますし，あと，共同で，1 軒だと導入しても牛の頭数が今すぐには少なくてなかなか経済的に回らないということがありますよね。それで，共同して導入する場合には，さっきおっしゃったような補助金，これは共同でやるというのはなかなか難しいので，補助金という形が出るのですけれども，そういう支援をやらせていただいています。農業にしても，酪農にしても，経済的にきちんと回るものをやっていかないといけない。それが，これからの農業とか酪農とかに求められていることなので，その情熱を失わないで，そこを是非勉強して考えてくれると，たぶん河上くんのような人が次の世代の農業とか酪農を本当に支えてくれるようになると思うので，僕は頑張ってほしいと思います。 
 （河 上） ありがとうございます。 
 （知 事） 本当に今，広島県の農業とかは大変だというのはよくよく私も分かっていますので，ただ，同時に，だからこそ，今，自立できる農業というのをどういうふうにつくるかというのを僕らも一生懸命考えているので，是非新しい世代として一緒になってやってくれるとうれしいです。 
 （河 上） ありがとうございます。 
 （知 事） ありがとうございます。 では，平川さん，お願いできますでしょうか。 
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 （平 川） 私は旧豊松村から参りました平川と申します。家族は 5人いるのですが，孫を育てながら一生懸命自営業の自動車修理販売業をやっております。 今日は商工会女性部の代表として来させていただきました。女性部員が 75 名いるのですが，今，女性会の藤井会長さんも言われたとおりに，やはり中小企業も大変厳しいものがあり，部員の脱会もあり，なかなか加入者も難しいという中で，いろいろな高原町内支部でのイベントに取り組んでおります。 それと，一番今年問題になりましたのは，プロフィールにも書いておりましたように，沿道へ美化運動として花を植えたのです。その水やりが大変だったのです。皆さん当番でされる方もいらっしゃいますし，担当でしてくださる方もいますし，今年は猛暑で大変困難で，花も一部は枯れてしまいましたが，町の人に何かきれいな元気づくものがあったらいいかなということで，花いっぱい運動も毎年の行事で掲げてやっております。 それと，イベントでございますけれども，秋は，私は元豊松村なのですが，荷車レースで，いつも 10 月にフェスティバルをするのですが，大変広島県下でも有名で，いろいろなところからたくさんおいでてくださるのですけれども，女性部が私の地元は 9名しかいないのです。出てもらえる女性部も 4人から 5人ぐらいで悪戦苦闘しながら頑張っており，なかなか大変でございます。 
 （知 事） 御苦労様です。 
 （平 川） 今日は，それと話が違いますけれども，県知事さんと初めてお会いして，うちの商工会の局長さんが，若い方だから弾んでいっておいでということで，今日は楽しみにして参りました。 それから，中学校 1年生の孫がいるのですけれども，おばあちゃん，あの湯﨑英彦と会うんか。格好ええ。と言っておりましたので，これは申し添えておきます。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （平 川） それと，なかなか商工会の活動も難しいのですけれども，広島県下でペットボトルのキャップを集める事業をされているのですけれども，この前，フラワーフェスティバルに
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も参加して皆さんに声かけしたのですけれども，なかなか難しいところがありまして，こういう取り組みは知事さんのほうではどういうお考えでしょうか。いろいろ井上会長のほうからもお聞きされていると思うのですけれども，各商店に置いてもらって集めていただいているのですが，それもなかなか難しいところもありますし。 
 （知 事） そうですか。ペットボトルのキャップを集めるのですよね。 
 （平 川） はい。世界の少年へワクチンをという運動で，一生懸命しているのですけれども。 
 （知 事） 結構集まっているなというのがむしろ僕の印象だったのですけれども，そうでもないですか。 
 （平 川） それがですね，やはり事務局の方には大変負担がかかっているみたいなのです。ちょっと汚れていても返品されますし，ということで大変困っているように思えるのですけれども，それでも，広島県下で，井上会長のもとで一生懸命皆さんで取り組んでおりますので，そのことだけは頑張って続けていきたいと思っています。 
 （知 事） ありがとうございます。 
 （平 川） それと，困っていることというのは，それこそ部員数が限られておりますので，なかなかいい案も浮かばないので，知事さんのほうで，こんなイベントをしたらいいというような提案がありましたらお教えいただければと思います。 
 （知 事） 皆さん以上にアイデアはないと思います。8 人もいらっしゃるのでなかなか勝てないと思いますけれども，でも，そういう少ないメンバーの方で一生懸命活動されているということですよね。 
 （平 川） 
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頑張ってはいるのですけれども，なかなか部員にも負担がかかってきたりして，大変なこともあります。 
 （知 事） そうですね。やっぱりこういうコミュニティーの活動というのは，商工会の場合だと，御自分の商売の時間を削りながらやらないといけないので大変ですよね。 
 （平 川） ですから，計画は立てても，なかなか出られないときもありますし，少人数で頑張っていただくこともあります。 
 （知 事） 私はお伺いしていて，例えば荷車レースにしても，エコキャップにしても，こうしたいという思いどおりにはならないかもしれませんけれども，大変な中でもちゃんとそれぞれ前へ進んでいるということが僕は大事なことではないかという気がします。それがすばらしいと思います。 
 （平 川） ありがとうございます。なかなか人数がそろわないとできませんから，本当に苦労する面もあります。 
 （知 事） きっと目標を高いところに置かれているのではないかと思いますけれども。 
 （平 川） いえいえ，目標も掲げていても実行できないときもあります。 
 （知 事） 私はどっちかというと楽天家なものですから，集まってこれだけやったからいいかとか，ついそういうふうに考えてしまうのですけれども，自らに厳しい方はこれじゃ足りんといって一生懸命頑張られるのですけれども，きっと高い目標を掲げておられるのかなと。 
 （平 川） もう少しリラックスしたらいいということですね。 
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（知 事） 本当に地域の活動というのは，私もいろいろなところで拝見していて，無理なく自分たちができることを少しずつでも積み上げていくというのが一番大事なことのような気がするのです。皆さんができるときにできることをやる。前向きに取り組んでいる。というだけで，全然雰囲気が違いますよね。だから，そうやって活動を続けておられるということだけでも，私はすごくいいインパクトがあるのではないかと思うのです。 
 （平 川） ありがとうございます。またこれからも頑張ってやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
 （知 事） ありがとうございます。よろしくお願いします。 それでは大本さん，お願いいたします。 
 （大 本） 私は旧三和町から来ました大本優です。よろしくお願いします。 私は，井関・大矢という地域の 20代から 40代の青年の会，名前は「新友会」ですが，新友会の会長をしております。 
 （知 事） 新友会というのは，神の友ですか。 
 （大 本） 新しい友です。新友会は，20年ほど前に，地域のイベントや行事に協力し，会員みんなで楽しく飲もうというのが目的で立ち上がりました。現在もその一番の目的は変わっておりません。 
5 年前からは，地域の活性化の一助になればという思いで，井関・大矢納涼花火大会を開催しております。今年も 7月 17日に開催し，約 2,500人の方に来場いただきました。 

 （知 事） すごいですね。 
 （大 本） 
26人の会員みんなが仕事や子育てなど時間的制約のある中で，できるだけお金をかけず
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にできることをみんなで準備してまいりました。第 1回こそ町の助成をいただきましたが，第 2回から今年の 5回までは地域の団体，企業，住民の御寄附で運営しています。 
 （知 事） すばらしいですね。 
 （大 本） イベントの収支や来場者数で成功を計ることもあると思いますが，私は地域の若い者が地域のために何ができるかを考え，時間的制約のある中で準備しやり遂げることが大切だと思います。それこそが地域の財産だと思っております。また同時に，地域の皆さんが温かい目で協力，支援してくださることが重要であると思います。 高齢化が進む神石高原町において，若い人は多くはおりませんが，私たちはここで生まれ育ってきました。我々の親たちもしてきたように，地域の行事や伝統を守っていかなければならないという気持ちはあります。行政に頼ることばかりでなく，自分たちの町や村を自分たちで守り，発展させていかなければならないと思います。我々の新友会もそうですが，地域の発展には新しい方の知恵や発想が必要だと思います。年の離れた若い人や，町外から新しく住まわれた方，これまで地域の行事や伝統にかかわっていなかった方へのアプローチが今後の課題だと思います。また，我々や地域の皆さんがそういった方を受け入れる度量が必要だと思っております。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。今のお話，私は本当にすばらしいと思うのです。県内各地でこういう対話会をやらせていただいていて，元気なところというのは，自分たちでやりますというふうにやっていらっしゃるところなのです。その理由は，おっしゃったように人がいっぱい来るということももちろんあるのですけれども，自分たちがそれを一生懸命工夫することによって，やっていらっしゃる方々の絆が強まって，周りの人がまたそれを見て応援してくれたりとかして，それ自体がおっしゃるようにみんなの気持ちを明るくさせるというか，そういうふうになっていると思うのです。 逆に，そういうところは，今，地域の人だとか企業から寄附をいただいてやっていらっしゃるとおっしゃいましたけれども，そういう何かやらなければいけない，これが足りないからどういう工夫をしようかというふうに一生懸命考えられるのです。最初からお金がたくさんあるところ，人手もたくさんあって，いつでも言ったら使えるというか，そういうところは，実はあまりそういうことが活発にならないのです。工夫しなくてもお金があるからあまり考えないというか，むしろお金がないほうがどうやってできるか，お金を集めるほうでも考えるし，使うほうでも考える。この制約の中でどうやったらみんなに喜ん
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でもらえるかというのを一生懸命考えられますよね。そういうふうにやっていらっしゃるところが本当に活気づいているし，結果としても，たくさん人が集まったりとか，その成果が出ていると思うのです。この花火大会も 2,500人でしたか。 
 （大 本） はい。 
 （知 事） 
2,500 人というと，神石高原町の人口が約 1 万人ですから，町内のかなりの方が来られているということですよね。すごい結果ですよね。そうやってみんなで知恵を出して，工夫されながらやるということは，本当に活性化につながっていくと思うので，是非引き続き頑張っていただければと思います。 

 （大 本） 頑張ります。ありがとうございました。 
 （知 事） ありがとうございました。いいお話を聞かせていただきました。 それでは，門さん，お願いいたします。 
 （門） やっと順番が回ってきました。 
 （知 事） すみません。お待たせして。 
 （門） 私は神石高原町立病院で看護師をしています。看護師になってから 30年になります。1年半前までは私も県の職員で，県の職員の時代には県知事さんと生でお会いすることは全然なかったのですけれども，皮肉なもので，やめた途端に会えることができて，こういう場に呼んでいただいて非常に光栄に思っています。 
 （知 事） どうもありがとうございます。 
 



 － 31 － 

（門） 神石高原町の医療の現場というのを是非知事さんにお伝えしなければいけないと思うのですけれども，3 町 1 村が合併して，神石高原町は非常に広範囲です。高齢化率も非常に高いです。42％。その中で，県立病院から町立病院となって医療を展開しているところなのですけれども，公設民営化ということで，県下で初めてのことだと思うのです。当時六十数名いた看護師のうち，現地に残ったのは 20 名足らずです。その中で町立病院として今も活動しているのですけれども，郡内は本当に広いです。病院がやっている細かな事業を一つ一つ挙げれば切りがないのですけれども，まず私が長くかかわっていた訪問看護なのですが，訪問看護というのは，やっぱり入院が長くなると，退院という話になります。患者さんの中には，どうしても最後は家で死にたいと言われる方もいらっしゃいます。そういう方がいらっしゃって，1日 100㎞走ることはざらでした。もちろん雪の中も走るわけなので，車の入らないところは長靴を履いて歩いていくということをずっと繰り返してきて，少しは患者様のために，地域医療のために貢献してきたのではないかと思います。 先ほどもここは都心に出るには 1時間か 1時間半で通えますよね，道も整備されましたよねと言われましたけれども，高齢の方が手術をしないといけないとか，都心の病院に入院しないといけないということになると，老老介護のこの地域では，面会に行くのにも，世話をするにも時間がかかります。私もそうでしたけれども，やっぱり乳飲み子を抱えて
1 時間の距離を福山の近くまで，一番近い病院にかかっても 1 時間かかります。すぐ診てもらえればいいですけれども，2時間，3時間待ちはざらです。で，診察は 2～3分です。そういうところを通院しないといけないということは，すごく時間がとられて，私も仕事を途中辞めていかないといけない。今，若い御夫婦で子どもさんを大きくしないといけない方は本当に大変な思いをされていると思います。 町立病院になってからも，医師の数が半分になりました。あとは本当に外部委託の先生にお願いして病院が成り立っている状況です。 一番何が言いたいかというと，県から民間にかわりました。公設民営となって，建物は町の運営ではありますが，中で働いているスタッフは，個人の，法人の職員です。町民さんからは，町の職員になってよかったねと言われますけれども，全然そんなことはありません。 
5年先は，公設民営になって 5年間は県がみてくれています。今もです。ですけれども，その先のビジョンが全然分かりません。町からも，県からも 5年先にはこういう医療ができますよ。こういうふうにしますよという提案がありません。 一番深刻なのが医師不足ですし，看護師は底をついています。町内から看護師を呼び寄せるということは不可能です。だから，県の時代のときも，広島県立病院のほうから二十数名の派遣を受けて，やっと病院が成り立っていた実態があります。 
5 年先，ここに絶対に病院は必要です。縮小になることも問題だと思いますし，医者の
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確保と看護師の確保が困難になったときに，県はもう民間になったのだから，公設民営になったのだから民間がすればいい，町がすればいいではなく，やっぱり県は病院を見放してはいけないと思うのです。そういうのを近いうちに示してほしいと思うし，二十数名が残ったのですけれども，二十数名残ったのは県の職員であり続けようと思っていたわけですよね。そのために採用になったわけですから，ですけれども，家族の事情だったり，この地域の医療が気になるから残って頑張っているわけなので，そういう誠意を汲み取っていただいて，是非とも病院の支援を欠かさずしてほしい。 今回初めて公設民営になったのですけれども，このことについても，それがよかったのか，悪かったのか，県の立場としてどう思っているのか。そういうことをしっかり検証していただいて，今後の県政に生かしてほしいと思います。 
 （知 事） ありがとうございます。地域の医療は，本当に皆さん苦労されていると思うのです。去年だったか，今年の初めかに，豊松の開業されているお医者さんが 1件だけありましたね。 
 （門） 三原先生ですね。 
 （知 事） はい。三原先生の地域医療表彰というのもさせていただいたのですけれども，おっしゃったように冬になると，雪の中を車はのぼらないので，長靴を履いて歩いてのぼって往診したんですよというお話をされていまして，本当にそういう熱意というか，本当に頑張らなければいけないという気持ちがないと続かないですよね。そういう方々に維持していただいていて，本当にありがたいと僕もそのときに思いました。 今の神石高原病院については，門さんが持たれている印象だと県は見放したみたいな感じで受けとめられているのですけれども。 
 （門） そんなことはないのですけれども，実際に話も伺って，頑張ってくれているのは重々理解はできますが，でも，3 年半先のことが，多分町民さんはこのまま町立病院は存続すると思っておられると思います。確かに残ると思います。だけども，現場で働いている看護師は，今の規模は維持ができないかもしれない。縮小になるかもしれない。だったら，私たちはこの地域で頑張ろうと思ったのに，人間としては町の職員ではないのです。そうすると，この地を離れなければいけない時期が来るのではないかとか，そういうことも実際口にしています。第一，広島県は医者の数が少なすぎますよね。全国的にも無医地区が多
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すぎるのではないかと思うので，医者を育てることも大事なのですけれども，本当に自治医大の先生が今来てくださって，自治医大でもっているようなものではあります。今年度から広島大学医学部の 5年生の方が来られて，地域医療について学んでおられるのです。いろいろなレポートを読ませていただくと，医者と患者の距離が近くてオールマイティーに働けるという理想は抱いておられるのですけれども，でも，実際やはり急性期の先端の医療を学んだ後にこの地に来たいというのを見ることが多くて，じゃあ，本当に来てくれるのかなという不安がありますし，何かメリットがないと，この地に先生は運びにくいと思うのです。看護師もそうなのですけれども，今から看護師を育てても，やはり都市部のほうが 7対 1の看護体制をとっていて，そこに全部吸収されて，実際町立病院でも看護師の平均年齢は 50 歳近いのではないかと思うぐらい高齢化が進んでいるのです。私もあと
10年もすれば定年になりますので，本当に町立病院の行き先が不安です。 
 （知 事） そうですね。ですから，私もちょっと申し上げたかったのは，今，県でやっていることが皆さんに伝わっていないということだと思うのです。例えば今の広大のふるさと枠の話にしても，従来であれば，自治医大の学生が 2名，広島県の地域医療で働いてもらうということで確保していたのですけれども，今度，広大のふるさと枠と岡山大学の地域枠ということで，合計 17になるのでしたか，17ですよね。17名，これまでの自治医大の 2名に加え，毎年さらに 17名増えるのです。10年たったら 170人になっていくという，こういうことをやっていまして，地域にお医者さんが配置できるように，こういう人たちは広島県で働かなければいけないという，そういう約束でやっていただいているものです。また，地域医療に関心のある人たちで，そういう希望が皆さんそれぞれあると思いますけれども，それは順繰りに配置していくことができるような仕組みをつくって，すぐに，そういうお医者さんが育つわけではないので，ふるさと枠もできて，一人前のお医者さんになるまでには 10年ぐらいはかかると思いますから，それが機能し始めるのは 10年後なのです。それまでの間も，その地域の中でのお医者さんの配置というのをやっていこうということで，今度地域医療推進機構というのを来年からつくることにしていまして，その地域にお医者さんを配置していく。そのための調整をしていくということを来年から始める予定にしています。 すぐに各地で必要なお医者さんがすべて確保できるというのはなかなか難しいと思うのですけれども，だんだんとそれができるように体制を整備していきたいと思っています。 そこで，私が一つ問題だと思ったのは，そういうことをいろいろやっているのですけれども，現場の皆さんがそういう不安を感じていらっしゃるということは，それがやっぱり伝わっていないということですよね。それからどういうふうに変わっていくのかということがです。そこは我々の中で手を打っていくというだけではなくて，地域医療の現場で頑



 － 34 － 

張っていらっしゃる皆さんの不安を少しでも解消するように，そういったことも十分に説明をしていったりとかしていかないといけないと改めて感じました。 看護師の確保というのも，おっしゃるように非常に課題があって，１回離れられる方がかなりいらっしゃるので，また職場復帰していただくための支援とか，そういうことも含めて，今，いろいろ進めているのですけれども，また看護師さんの場合には，地域に派遣をするということが，お医者さんと違ってむしろ逆に大変なところもあるので，地域にいらっしゃる退職された看護師さんとかいらっしゃったら，できるだけ復帰を我々もサポートできるように頑張っていきたいと思っています。 
 （門） 是非ともよろしくお願いいたします。 それと，県から町にかわる際に思ったのですけれども，広島市内，福山市内というところは本当に病院がたくさんあるのですが，こういうところは病院がないのです。それをどうして県が放すかと。病院は儲けをするところではないと思うのです。命にかかわるところなので，だから，確かに患者は少ないですし，収益も上がらないかもしれないですけれども，そういうところは命に差はないわけなので，是非とも大切にしてほしいと思います。本当に私たちは一生懸命頑張っているので，よろしくお願いいたします。 
 （知 事） ありがとうございます。 それでは，高原さん，お願いいたします。 
 （高 原） 高原です。どうぞよろしくお願いします。私もちょっと疲れました。恐らく県の作戦ではないかと思いますが，今日は知事と激論を交わそうと思ったのですが，ちょっと疲れましたので，あまり激論にならないかと思いますが，どうぞよろしくお願いします。 私は，皆さん方とちょっと違いまして，一昨年，平成 20 年 3 月に定年退職で実家へ帰農しました。定年帰農。いわゆる団塊世代の定年帰農者の一員です。 
 （知 事） もともと神石にお住まいだったのですか。 
 （高 原） ではありません。40年ぐらいはよそというか都市部，福山と東広島に住んでおりました。そんなわけで帰ってきて，農業をしながらの年金生活者です。 
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去年の 4月から神石高原町の集落支援員長に職を受けまして，なりました。 今も話が出ているように，高原町は 40％を超える高齢化率です。それで神石高原町のほうも県内の他の市町に先駆けて総務省の集落支援制度を取り入れ，条例も制定しまして，
49集落を 10名の集落支援でサポートして，何とか活性化を創生しようということで取り組んでおります。 各 10 名がいろいろやって試行錯誤しているのですが，これという成果が上がっていないのが現状です。それを踏まえまして，今回，そういう総務省とか農林省とか，働き隊とか支援隊とかいろいろ名称は違いますが，施策をやっておりまして，いわゆる地域サポーターです。これと，実施主体の市町村，それから農林省あたりのＮＰＯが絡んでいますのでＮＰＯ，それから受け入れ地域，そういう支援機関等々で全国的なネットワークをつくりまして，あそこにもパンフレットを貼っておりますが，これをネットワークでつなぎまして，課題の共有化，あるいは悩みの共有化，はたまた研修等々で個々スキルアップしていって，いわゆる地域のサポートを活性化しようという考えで，今回この 10月 13日，14日にかけて，本町内で地域サポート人ネットワーク全国協議会の発足大会とシンポジウムをやることになっています。 
 （知 事） それをここでやるわけですね。 
 （高 原） はい。やることになっていますので，是非知事におかれましても，ウエルカムスピーカーあたりで参加してもらえればと思っております。時間がありましたら，是非とも協力をよろしくお願いします。 それで，なかなか進まない原因なのですが，私はこれから知事を激高させようと思うのですが，まず，広島県の農業政策にあると思っています。伊勢村さんもおっしゃっておりますが，なぜかといいますと，あまりにも広島県は今まで，県知事が就任前の広島県は法人化一辺倒，まさに規模効率化一辺倒で，地域の実情を無視してまで法人化を推し進めてきたのではないかと感じております。私個人的にはです。調べておりましたら，富士通総研というところに元通産官僚の根津利三郎さんという方が，御存じだと思います。 
 （知 事） ええ。根津さん。 
 （高 原） 彼はこう言っています。農業の場合，耕作面積と生産性とはほぼ比例しており，大規模
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化すれば確実に生産性が上がります。小規模農家は土地を貸し出すか，振り出すかで農業からは撤退してもらうことになります。厳しい話ですが，農業人口の減少は避けられませんと。これはまさに我々が今，集落を活性化して何とか持続させようとしていることを，完全に否定しているわけです。こういう法人化一辺倒でやられますと，まさに今の農村の集落は破滅に向かうことは間違いないと僕は個人的に思っています。かつ，これからＷＴＯとかＦＴＡの交渉が妥結してきますと，この効率だけの勝負では東アジアはもちろんですが，ヨーロッパ，欧米と絶対闘えない。それを闘うためには，まず小規模でもいいですから，クオリティーの勝負。コストの勝負からクオリティーの勝負へ，少量で高付加価値の多品目をつくる。単一品目大量生産ではない。それも必要かも分かりませんよ。あわせて，そういう日本古来の小規模集約農業とか，これも県の農業施策としては，いわゆる一辺倒ではなくて，多様性を認めた，知事も御存じのように生物は多様性が必要ですよね。農作物というのは，まさに生物の一種類ですよね。One of them.それをつくるのに多様性な政策が必要ないわけはないと僕は思っています。是非とも知事におかれましては，一辺倒ではない施策を，多様性も認めた施策を実施していただきたい。 それから，就任以来知事のスタンスを見ていますと，瀬戸内海，海の道構想あたりでかなり瀬戸内海に重心があるなと思っています。それは，人口比率からいって仕方ないと思っているのです。ただ，やはり縦の線です。横の線はそれでいいかも分かりません。縦の線をひとつ考えていただければと思っております。 それから，これは提案なのですが，私もそうなのですが，第二の人生を送ろうとしている団塊世代の人間を是非ともそういう集落問題といいますか，農業問題といいますか，それに即戦力で活用していただきたい。育った時代背景から，我々は施策的にちょっと肩を押してやれば，育ったところへ帰農とか，あるいは応援団，あるいはボランティアで入ってくる状況にある。かなりの人がそう思っている。というのは，我々の世代は，今のポスト，今，私がここにあるのはまさに地域で育ったおかげだと。今度は第二の人生でお返ししようとしている人がいっぱいおります。かつ，私どもはものすごく現役時代，とにかく競争世界の中で働きました。それを勝ち抜いてきたという誇りと自信を持っています。さらに，知識，技術力，人脈，こういうヒューマンパワーはものすごいものです。これを放ったらかしたら，単なる年金の消費者です。それよりは，やはりこれを積極的に，緊急避難的であってもいいから，活用していただいて，農業とか中山間の問題に，現状維持だけでもいいですから，10年ないし 20年私らはもちますよ。多分。その間に，本当の真の農業施策を，伊勢村さんが言われたように，真の農業施策を一緒に知事，考えてみませんか。自立も必要ですけれども，自立するためには，やっぱり多様性を認めておかないと，有機農法もあれば，法人化農業もある。それを認めていかんと，ちょっと僕は難しいと感じています。そういう団塊世代を是非使っていただきたい。 
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（知 事） 私も是非頑張っていただきたいと，退職などとおっしゃらずに，まだまだ，まさに知識，経験，人脈，活用できるので，是非貢献していただきたいと思いますね。 
 （高 原） もう一つ，根津さんはこう言っているのです。日本の農業生産は 4.7 兆円，富士通の年間の生産に匹敵すると言っているのです。ただ，農業は 260万人でそれをやっている。私たちはただの 1万 3,000人で，20分の 1でやっている。そこまでに生産効率を上げないと，世界と闘えませんと言っている。こういうことを逆算すれば，私のところは，今 73 戸で
168 人ですが，20 分の 1 は 8 人ですよね。耕作面積が大体 50ha です。50ha の耕作を 8人でやれば世界と交渉できますと根津さんは言っている。逆に言えばですよ。そんなこと，できますか。 
 （知 事） 実際問題として，今，どれぐらい必要かというと，それぐらいの集約が確かに必要なのです。じゃないと，日本の中でも正直いって販売できない。お米の場合ですよ。今，10aつくって収入が大体 10万円ぐらいですから，50haつくらないと，お米の場合は，8人でやらないと，本当に成り立たないというのが現実なのです。ですから，そこから脱却するために，まさに伊勢村さんのように，有機で，野菜とかをかなりつくっておられるのではないかと思いますけれども，小規模でやるためには，そういった形，要するに，小さな農地でも収入が得られるためには，収入単価の高いものをつくらないといけない。 
 （高 原） クオリティーの高いもの。 
 （知 事） そうですね。 
 （高 原） それはヨーロッパでも，ドイツでも，イギリスでもやっていますよね。それを日本でやらん手はない。 
 （知 事） そうですね。そういう高付加価値化ということを進めること自体は県もいろいろ進めていまして，集落法人だけではなくて，個人の営農者もそういう付加価値の高い生産をされ
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ているところは一生懸命後押しをしています。 今，非常に課題になっているのは，従来から先祖代々受け継がれた田んぼを田んぼじゃなくするということが，非常に抵抗感が強いのだと思うのです。 
 （高 原） ですけれども，田んぼは田んぼで使うのが一番有効なのです。だから，そうしているのです。 
 （知 事） そうすると，今度は，今，激論なので私も激論しているのですけれども，田んぼということになると，お米の値段というのはある程度決まっていますから，高い安いは若干ありますけれども，先ほどおっしゃったような 50ha を 8 人でやるというぐらい生産性を上げていかないと成り立たないという現状ではあるのですけれどもね。 
 （高 原） いや，それをやると，まさに農村は消滅してしまいますよ。要するに，その人数が減っていくわけですから， 
 （知 事） では，どうすればよろしいですかね。田んぼでお米をつくって。 
 （高 原） お米に固執する必要はないのですよ。 
 （知 事） ということは。 
 （高 原） ただ，私が反発しているのは，広島県がその根津理論をまさによその 46 都道府県に先駆けて実証試験をしているのではないかと。それを僕はまさに疑っているのです。 
 （知 事） いやいや，そこはもう我々もまさに悩んでいるところで，田んぼを，米づくりから野菜なり果樹なりに転換が進めば，まさに地域をサポートできるだけの雇用が生まれるのです。ところが，田んぼを転換したくないということが非常に強いのです。 
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 （高 原） それは違う。転換したい。したいけど，田んぼで今，米がとれているだけの効率をほかの作物があげれないというのが現状なのです。では，何を持ってくればいいかというのは，それは私も悩んでいますよ。悩んでいますけれども，稲に固執しているわけではない。ただ，蓄積的に田んぼは稲をつくるのが一番いいふうになっている。だから，そこを変えるのは，田んぼのこうらと言うのですけれども，粘土層をぶち抜いて，かなりの工事をしないと。 
 （知 事） 土壌工事をしないといけないですね。 
 （高 原） そう。だから，我々は米に全然固執していませんよ。まさに多品目。 
 （知 事） そうだとすると，非常に希望が持てて，是非そういう土壌改良というのも個々の農家でやられるのはなかなか大変なので，そういう意味も含めて，できれば集落法人ないしは法人の準備のあれをつくって，集団でやっていくということが必要になってくると思うのです。現実としてはです。 
 （高 原） 了解です。長くなりますので次の方に。 
 （知 事） いやいや，ありがとうございました。 それでは，すみません。大変お待たせしまして，田島さん，お願いします。 
 （田 島） 私，神石の草木自治振興会の世話をしている者です。郡内 31 の自治振興会がありまして，そんな中の代表というようなものではありません。1 振興会として，思いなりを言わせていただくということです。 わが草木自治振興会という所在地は，東側に国道 182号，こっちが三原東城線，そのちょうど間にあって，地域は狭い谷間で，比較的広い大字地区なのです。ということで，自然が多すぎて特徴がないというか，都会の人たちもなかなか見向きをしてくれないというよ
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うな，エアポケットの，地図の上でもなっています。 そんなことで嘆いても仕方ないのですが，振興会としていろいろ活動を企画，立案するというようなときでも，どうしてもそういうものが頭に浮かんで，積極的な運動，活動につながっていかないというのがこれまで感じてきたところなのです。 その中でもそれなりに活動はしておりまして，いろいろやっているのですけれども，活動を進めていくのに，公設の公民館がなくなりまして，地域で草木公民館という名称は引継ぎながら，振興会の活動資金で館長を委嘱して，活動の中心的な役割を担ってもらっている。 そんな中で，我々いろいろやる中で，一つの願いは，高齢化しておりますからお互いの安否確認，そこが大変気になるというようなことで，地域住民の出会いの場，そうした中で，楽しみながら情報交換して，あのおじいさん，まだ元気じゃった。今，こうしとるでとか，あっこの若い人がとか，こういうような情報交換する中で，地域の情報が分かりあえばいいかなというような思いで，いろいろな行事を仕組んでおります。 その中で特徴的なのは，毎月集いの会ということで集まって趣味の会をやったり，それから駐在さん，消防署に頼んで交通安全，生活安全というようなことをしながら，年寄りですから，お互い自分のことを守りましょうというねらいを持ちながらやっております。あとは老人と子どもの集いとか，盆踊りのイベントとか，いろいろなことを仕組んでおります。 それから，今，言いましたように，地域が大変荒廃していく傾向にあるということから，景観保持と荒廃を防止するというねらいから，地域の有志の人，7～8年前ですか，景観をよくするボランティアの会というのを結成しまして，草木の中心となる小学校の跡地とか公民館周辺というのを草刈り，そこにちょうど県道のバイパスが通りまして，そののり面を，このほうでは俗に言うかずら，つるが伸び放題になって大変見苦しくなるというので，これを守ろうという発想からその会を 8名で立ち上げまして，今，そこをきれいにしようということで，今，13名まで会員を増やしました。 そんな中で，維持費，活動資金が不足するというので，地域住民のところへ花募金というようなことで募金の協力，地域の人あるいは地域出身の人で地域外におられる人，結構多くの募金をしてくれまして，地域外の人，地域内の人も結構地域が荒れるというのは寂しいという思いがあったのでしょう。結構してくれました。これを資金に地域を守る活動を続けております。ここから会員が増えれば，もうちょっと荒れているところがたくさんあるので，そこらにも手を広げたいという願いは持って取り組んでいるところでございます。 それから，このボランティアの会には，大阪におられる方が出身の家がありますから，月に何回か帰ってきて。 
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（知 事） 帰ってこられるのですか。 
 （田 島） 帰ってきて，家のこと，風を入れたりとか守りながら，ボランティアの会はほとんど参加してくれるというような，大変心強い人もおります。 今後，取り組んでみたいこと，これはほとんど私個人的な思いの部分になるのですが，都市住民，あるいは他地域の人との交流，是非草木の地に多くの人が来てほしいというような思いを持っておりまして，自然体験の場づくりができたらいいな。これまでマス釣り大会というのを，川を利用して，漁協から川を借りて，わが集落でやったのと，地域でやったのと，10年余りやりました。残念ながら資金不足と労力不足で去年から中断しております。あるいは農園のオーナー制度，これは来て遊びながら楽しんでもらえたらなと。今，棚田オーナー制度ができています。そういうようなことで，そこらのところもできたら広げていきたいと思っています。 しかし，いろいろやるのに，資金不足，人手不足。人材はおるのですけれどもが，通常お勤めをして，土日は自分方の家の仕事をしたり，よその人の世話には出にくいということで，なかなかまとまってこないというのが大きなところかなと思っています。 
 （知 事） そうですね。皆さん，忙しい。 
 （田 島） そんなことで，いろいろ頑張ろうとは思っていますが，そういう弱点はいっぱい持っています。 それで，自然が荒れてほしくないという一つは，河川。高原さんが言われたような田んぼが荒れてくる，畑が荒れてくると，その周囲が荒れてくる。そうすると，川が形をなしていない。それはそれでいいのですけれどもが，川というのは防火用水になっています。池をつくるとしてもできないから，川があるところはだめですよということで，防火用水に指定となっていますけれども，いざというときに，川へ下りるのに大変だというようなこともあるし，災害もあるしと。そういうようなことから，道路のほとりの草刈りもしてもらいますが，河川のほとりの荒れているところというのも是非県のほうで，森づくりとはちょっと違いますけれども，何か手を差し伸べてもらえれば。そうすると，川で遊ぶこともできる。人を呼ぶこともできる。そういうような思い，期待があります。 あと，高原さんあたりも言われましたが，腰を高くは言えませんが，自然が荒れないようにするためには，今の畑，畑というのは規模が小さいですから，特産品を創り出す，こ
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ういう指導を県のほうも，大きなことばかりではなく，小さいところへ目を配ってほしい。特に，今，指導所が東広島などへ集約されたのではないですかね。指導員さんというのが各地区におられたり，そういうことからすると，営農法人，集落営農と，ああいう大きなところだけがポイントになって，小さなところはＪＡの指導員さんあたりにかわるということで，是非県のほうも，どうしようもない地域，小規模な耕地のところへそこらの活用の仕方を指導してもらえれば，年寄りも産直市へ出すものをつくったりというようなことにつながって，少しは楽しみながら地域で暮らせることができるのではないかという思いを持っております。以上です。 
 （知 事） ありがとうございます。皆さんお忙しい中，地域を守るための活動を，今，お伺いするとかなりたくさんいろいろやっていらっしゃるみたいなので，本当にありがたいお話だなと思ってお伺いしていたのですけれども，地域を守っていくというのは，本当に口で言うのは簡単なのですけれども，大変なことだと思うのです。私はさっきちょっとでも前に進むことがいいことだというふうに申し上げましたけれども，そうは言っても，御苦労はたくさんあると思います。 いろいろな形で実は県も，表彰させていただいたりしていまして，今日も実は一つそういうところを訪問してきたのですけれども，「あるぎ倶楽部」というところですね。有木小学校の横で，福山とか尾道とかいろいろなところから人を呼んできて，一緒に農作業をして，楽しんで帰っていただく。そこで交流したりというようなことだとか，表彰させていただいたのですけれども，実際に面倒を見ていただいている方々は結構大変なのだと思います。自分の時間を犠牲にしながら，そういう活動に携われていて，田島さんも同じだと思うのですけれども，我々もなかなかすべてそれを拾うということも難しいかもしれませんけれども，できるだけの御支援をさせていただきます。 
 （田 島） 私もそうなのですが，こういう言葉を使うと地域にあたりさわりのある人がいると思うのですが，共済年金で生活し，私も共済年金で生活しているのですけれども，これがいいとは言わんのですけれども，それなりに安定しているじゃないですか。そうした人がもっと地域にお世話になったのだから，この際，ちょっと私も地域のために頑張ってみるかというムードがつくりたいのですが，なかなかつくれんのです。結構そういうようなことで人材はあるという表現はしましたが，そこらもつらい思いを持ちながら，やらしい言い方をしました。すみません。 
 （知 事） 
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いえいえ，若手も頑張っていますから，若手も一緒に是非やっていただければと思います。どうもありがとうございました。 
 

閉  会 

 （知 事） それで，すみません。今日は，皆さんとてもたくさん強い思いがおありで，時間を既にオーバーしてしまいまして，皆さんでディスカッションするという時間がなくなってしまいまして，私の司会も不十分でして，時間がうまくコントロールできなくて，大変申し訳なかったのですけれども，ここで時間的には大分たってしまいましたので，最後のディスカッションは割愛させていただいて，ここでお開きにさせていただきたいと思います。 今日，私も実際神石高原町に来て，これまでももちろん何度かお邪魔したことはあるのですけれども，私から見ると，逆に都会にはないいいものがたくさんあるなというのを，回っても思いますし，皆さんとお話ししていてもそう思うのですけれども，他方で，やっぱりお話に出てきたように，いろいろな面で課題に直面しているというのもまた現実だと思うのです。特に神石高原町の場合には高齢化率が非常に高いとか，人口も比較的少ないところなので，そういった意味の大変さというのはあろうかと思います。病院の医療の問題も非常に大きいですし，我々も，県としても非常に気に掛けている地域ではあるのですね。 今日お集まりいただいた皆さんというのは，その中でもそれぞれの分野でリーダー的に御活躍をいただいている方だと思いますし，引き続き地域の活性化に皆さんの御尽力をいただけると私も大変うれしく思っていますので，よろしくお願いします。 また，今日は，本当に私の時間マネジメントが悪くて申し訳なかったのですけれども，
2 時間にわたってお話をお伺いさせていただいて，皆さんに時間をいただいて，本当にありがとうございました。 今日いろいろいただいたお話は，冒頭申し上げましたように，個々対応することもあるかもしれませんけれども，各地でいろいろな御意見もあるので，そういったものもあわせながら，これからの大きな県政の枠組みというか，あるいは基礎づくりというところを考えるときに，ときどきお話を思い出しながら，活用させていただ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。 また，今日傍聴に来ていただいた皆様も，本当にありがとうございました。我々，話をしているほうは結構緊張感あるのですけれども，後ろでずっと 2時間聞かれるというのは，これはなかなか大変ではないかと思って，一番お疲れなのは傍聴していただいた方々かなとも思うのですけれども，本当に今日は熱い神石高原町の皆さんの思いに触れたような気がいたしまして，このエネルギーでまた盛り立てていただければ，今日，御出席して御意
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見をいただいた方以外の方々も是非御協力していただいて，神石高原町だけではなくて，広島県全体の発展にみんなで一緒に頑張ればありがたいと思いますので，よろしくお願いします。 そういうことで，今日は本当に長時間ありがとうございました。 


