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開  会 
 

○司会（豊田） 

大変長らくお待たせをいたしました。 

ただいまから，「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トーク」を開催いたします。 

私は，広島県広報課 豊田と申します。本日は，チャレンジに向けて元気の出る会にし

たいと思いますので，どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 

知事挨拶 
 

○司 会 

それでは初めに，湯﨑英彦広島県知事がご挨拶を申し上げます。 

 

●知事（湯﨑） 

皆様，こんにちは。（「こんにちは。」の声あり） 

今日は土曜日で，公私ともどもお忙しいと思いますが，たくさんの皆様にお集まりいた

だきまして誠にありがとうございます。 

この県政知事懇談会は，就任して以来，継続して行っておりまして，今が４巡目となり

ます。最初は，１年に１巡するということで頑張っていたのですが，県内 23 市町あると，

２週間に１度のペースでやらなければいけなくて，少しペースが遅れて，今６年目で４巡

目をやらせていただいてるところであります。 

庄原市では，３回目の開催になりますが，一度，県北地域というくくりで三次を会場に

開催させていただいたこともありますので，それを合わせると４巡目ということになりま

す。 

この西城は，道後山や比婆山も含め，私自身いろいろな思い出がありますが，直近では，

やはり庄原のゲリラ豪雨。大戸や篠堂の方では，大変な被害があって，たくさんの方が避

難されていらっしゃったということが，非常に生々しい記憶としてあります。 

今は，順次復旧をしているのではないかと思っております。 

この自然豊かな西城に，今日は，午前中，現地訪問ということで，３か所ほどお邪魔さ

せていただきました。１カ所目は県の天然記念物のゴギを養殖している現場を拝見をさせ

ていただきました。県の天然記念物を養殖し，それを食べるという（笑） 

養殖してれば，もちろん食べても大丈夫なんです（笑） 

実際に焼いたのをいただきまして，本当においしかったです。川魚ですが，すごく噛み

応えがあって，味がしみ出てくるんですね。本当においしいお魚でした。 
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皆さん，手塩にかけて育てられていて，これをこの庄原の中のいくつかのところで食べ

ることができるそうで，あるいはいくつかのイベントでも出品をされているということな

ので，是非，皆さんにも食べていただきたいと思います。 

その後は，熊野神社にお邪魔をさせていただきました。私も熊野神社へ参拝をさせてい

ただくのは初めてだったのですが，本当に素晴らしいところでした。 

樹齢 1,000 年にもなるような杉が立ち並んでいたり，また，参道が真っすぐではないこ

となど，これら古い神社であることの証でして，非常に歴史を感じた次第です。 

その後，目の前にあるお茶屋さんでお茶をいただきました。ここでは，地元の皆様が手

づくりのお菓子やお餅などを置いておられ，神社へ来られる方のおもてなしをされている

そうです。これからも益々，市の方でも力を入れて，このいざなみ街道を売り出されると

いうことですので，多くの観光客の方が来られるのを楽しみにしているところであります。 

今日，木山市長にも来ていただいておりますけれども，庄原市さんには午前中から，ま

た，この会場の設営についても大変お世話になり，改めて御礼を申し上げたいと思います。 

そしてこのチャレンジ・トークですが，毎回どこでも，また，これまで庄原で開催した

各会でも，元気の出る会になってます。市民の皆様，町民の皆様それぞれが取り組んでい

らっしゃるいろいろなチャレンジをご紹介をいただくのですが，本当にすばらしいお話を

聞かせていただけるので，今日も私自身，大変楽しみにしております。 

これまでずっと言っていますが，お伺いした一つひとつのお話は大きな味噌樽に入れて，

じっと寝かせていい味噌を作り，これを県政の味付けにするといったような，県政運営の

良い参考にさせてもらっています。 

今日もまた新しい味噌の原料が入ってくるので，楽しみにしております。 

それでは，これから少し長い時間になりますが，最後までお付き合いよろしくお願いい

たします。 

（拍手） 

 

○司 会 

湯﨑知事，ありがとうございました。それでは，檀上の方へお移りください。 

 

事例発表者紹介 
 

○司 会 

続きまして，本日の事例発表者の皆さんをご紹介したいと思います。発表者の皆さんは，

檀上の方へお進みください。 
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それではご紹介させていただきます。西城町で青ネギ栽培を行い，ブランド化し，地域

特産物としての定着化に尽力されております西城町野菜生産協議会の会長，西野実さんで

す。（拍手） 

トマト品種麗夏を生産し，トマトを使った地域の特産品やメニュー開発などに取り組ま

れている道後山トマト倶楽部の栃木明美さん。（拍手）協力者の広島経済大学の川原慎さん。

（拍手） 

続きまして，生徒会執行部として西城町内の保育園から小中高校まで連携した地域貢献

活動などに取り組んでおられる市立西城中学校の山本晴日さんです。（拍手） 

続きまして，生徒会活動や総合学習，部活動による地域文化の伝承などを通じ，地域の

活性化に貢献されている県立西城紫水高校の引田久美子さん。（拍手）三谷敏実さん。（拍

手）三村鉄也さん。（拍手）掛札悠太さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。それでは，事例発表者の皆様はお席にお戻りください。 

ここからは，湯﨑知事にコーディネーターをお願いしたいと思います。 

それでは知事，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

事例発表 
 

●知 事 

それでは，早速事例発表に入らせていただきたいと思います。今日，発表いただきます

４組の皆様は，それぞれの職場，地域，あるいは学校で積極的な活動をし，挑戦をされて

る方々でいらっしゃいます。 

最初は，西城町野菜生産協議会会長の西野実さんにお願いをしたいと思います。 

改めて西野さんをご紹介をさせていただきますと，平成 18 年に仙台からＵターンをされ，

西城町で就農をされました。県が実施をしています広島農業者経営学校で農業経営につい

て学ばれ，西城町で栽培した青ネギのうち，特に品質の良いものをヒバゴンネギとしてブ

ランド化をして，販売や普及，地域の特産物としての定着化に尽力をされておられます。 

そして今日の発表のテーマは，「農業生産者から農業経営者へ！～農業経営安定への挑戦

～」です。 

それでは西野さん。よろしくお願いします。 

（拍手） 

 

事例発表①  

○事例発表者（西野） 

どうも。西野です。先ほど紹介にありましたように野菜生産協議会の会長と，もう一つ，

その中の青ネギ部会の部会長もしております。このヒバゴンネギ。皆さん大体ご承知だと



－4－ 

思いますが，こうした袋に入れて売っているネギを栽培して生活しています。 

今日は，チャレンジ・トークということなので，どんなことを頑張っているかを話させ

ていただければと思います。 

今，西城でつくっている青ネギの全てがヒバゴンネギではなく，西城でつくってるネギ

の中でもいわゆるＡ品，特に品質の高いものだけ，このヒバゴンネギという袋に入れて売っ

ています。ですから，我々がつくってるネギの中でこの袋に入らない状態で売られている

ネギもあるわけです。 

これがウチの２階から撮った写真ですが，ここに写ってるハウスが，我が家で栽培して

るネギのハウスの全てです。これが何とか家族を養えるぐらいの規模でして，中山間地と

いう地理的な条件もあり，なかなか広い面積でやっていくというのが難しい中，いかに狭

い面積で生きていけるかというのを考えております。 

ヒバゴンネギの特徴というか，産地の特性，利点としては，ちょっと写真が暗いですが，

これは西城川の源流の一つであるところの川の写真です。特に景色のいいところを撮った

わけではなくて，白いホースが見えると思いますけれども，家でつくってるネギはこの川

の水を汲んで育てております。非常にきれいな水で育てられるということで，これも品質

のいいネギをつくるために役立っているのではないかと思います。 

実際ネギどういうふうにつくってるかというと，こういう形でパイプハウスの中で土で

育てております。 

これは，今のネギの苗を定植した１週間後ぐらいの状態。こんな感じでポンポンポンと

10 センチ間隔で定植しております。そして，これが一月半ぐらいたちますと，これくらい

の大きさになって収穫ということになります。もうちょっと近くで見るとこういう感じな

ネギになります。ちなみにネギが緑色なんですけれども，ちょっと表面が白みがかったも

ので覆われてる，これがいいネギの見分け方の一つで，皆さんぜひ，スーパーで見たとき，

きれいな緑色の上に薄ーく白いカバーのようなものがかかった状態のものをぜひ選んで買

われるといいと思います。 

そくて，これが我が家のネギの出荷場というか，出荷調整場。抜いてきたネギを袋詰め

し，箱詰めするのをこのスペースでやっております。ここに写ってる人たちがうちに来て

くれているパートの皆さんです。先ほどの作業から袋詰めをして，箱に詰めたものをこう

やって軽トラックに乗せて，そして，農協の協働の出荷場のほうに持っていって，こうやっ

て箱に積んでおきます。で，これが大雑把にいう今のヒバゴンネギの栽培の流れなんです

けど，ここにいくつか問題がありまして，演題にもあります生産者から経営者って，経営

者へって話なんですけど，今まで農業生産っていうものは基本的に，この，農協に箱をポ

ンと，農協に箱を預けたら，あとは農協のほうで売ってくれて値段は行った先のところで

決まる。これを系統出荷というんですけど，相場に左右されて，収入を安定させていくこ

とが難しくなってきてまして，以前はそれでもよかったんですが，最近，県内でも産地が
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増えてきてましてなかなかしんどい状況になっています。ですんで，ここから先，どこを

どう変えていくかというのがこの先いろんな課題があると思います。一つには，まずこの

先どういうふうにしていくか，部会として，今，考えてることは，このパイプハウス，う

ちが約 24 棟あります。これをうちのおやじが建てたころはまだ安かったんですけど，現在，

これ１棟建てるんにもう 100 万 200 万の世界になります。そうなるともう，新規就農者で

これを全部いきなし建てるのはほぼ無理な状態，もちろん借金もされると思いますが……。

なので，まず一つ。これは農協さんと中心にやってます，行政ももうちょっと巻き込んで

いきたいんですが，中古のハウスの流通をもうちょっと積極的にやっていければ，と考え

ています。これからリタイアされていく方たちのハウスがそのまま朽ちていくのはもった

いないので，これをなんとかネットワーク―今の空家バンクじゃないですけど，そういう

パイプハウスバンクみたいなものをつくって動かしていければいいなと思っています。 

で，先ほどと同じ実は写真なんですけど，これは，苗の定植というのを最近機械化して

できるようになりましたんで，この辺で作業を省力化できればなと思っています。どうい

うことを考えてるかっていうと，稲のやり方って言えばいいんですかね。今，稲作なんか

の場合ですと，まるごと田んぼを委託される方もいますけど，田植えだけ委託される方，

その後田んぼの水を見たり管理は自分でやられる。で，その後で，今度，稲刈りとかのと

ころはまた委託されるというケースがあります。こういうやり方をすると，稲の場合です

と，大型の機械を買うというのはとても大変なんで，そういう大型機械がいる部分は大き

な農家さんに任せるようなやり方があります。 

青ネギの場合も，実際この収穫してからのこの出荷調整作業というのが，実は栽培の全

体での労働時間の半分を超えています。この出荷調整作業を個人の家でやるのをやめて，

協働化することによって，労力を減らすことで，若い人が入るのも大事なんですけど，高

齢者の方が離農されるのを防げないかなと。この苗を，苗を定植する前の段階，この前に

肥料をまく，耕すとかそういう作業もそれなりに大変な部分があります。例えばこの辺の

部分ももっと元気な人たちでカバーしていけば，行く行くはこの状態からこの状態までを

しんどいな，作業がしんどいなと思ったら，ここまでの部分だけ見てくれと。そしたらこ

こはもうこちらで面倒を見れる。こういうことをすることによって，この先，年齢が原因

の離農を減らしていけるのではないかなと考えています。 

 また，こういうことをしていくことによって，この部分でものすごく時間をとられるの

で，逆に若い，どんどん規模を増やしたい方が，結局ここの作業，調整作業というものに

ものすごい時間をとられるんで，ここをしなくて済むんであれば規模拡大もしやすくなっ

ていくだろう。ということで，全てが今，行われてるわけじゃないですけど，計画してる

段階，実際進めてる面もありますけど，今後このような形で少なくとも産地の規模を維持

する。場合によってはこれでうまく規模が拡大できればいいなと思っています。 

もう一つ，今のその生産面とは別に，いかにじゃあヒバゴンネギをアピールしていくか
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ということで，そこのステージのとこにもありますように，このような小さなのぼりを立

てたり，レシピをつくって配ったりしています。このミニのぼりというのは取引のある小

売店さんであるとか飲食店さんにも配ってますし，あと，ＪＡとか市にも置いてますし，

広島県庁のほうにも何本か無理やり送りつけたのがあるはずなんですけど（笑い），知事，

見られたかどうか知らないんですけど，そういう形でいろんなところでアピールしていけ

ればなと思っています。売ってる先だけじゃなくて，行政の方とか農協のとこにこういう

ものを置くことによって，こちら側としてはこういう産品が県内にはあるんだから，これ

に対して何かいいアイディアあったらちょっとヒバゴンネギ，話聞いてみようかなとか，

考えてもらえるあれになればいいかなと思って，こうやって無理やり，主に行政を中心に

押しつけて配っております。そういう形で出荷してここの量を増やすことをした後，今度，

売る先については，農協から市場に行って，問屋に行ってスーパーに行くという流れが基

本ですが，農協さんといろいろ考えて，例えば通信販売を行っていくということも考えて

います。通信販売を行うにしてもその窓口は農協にやってもらっています。 

 ここにもし，庄原市外から来られているような方で，スーパーで見かけないよとかいう

方がおられましたら，ＪＡ庄原のほうに電話していただければ，ヒバゴンネギが欲しいと。

スーパーで見んと。欲しいから送ってくれと言ったら，じゃあこういうふうにして着払い

で送れますという連絡が来ると思います。 

ちょっと時間がオーバーしたのですが，せっかく来られてて今の話もそんなに面白くな

かったと思いますんで，おまけで青ネギの目ききの話を１つだけしておきます。先ほど言

いました，地面から上の部分の青い部分，見ればまあ，大体でもどこのネギも青いんで，

大差ないんですけど，一番見ればいいのはこの根っこのところです。一番根っこのこの白

い部分と同じぐらいな根の白い色。なおかつそれなりに太くてちゃんとしっかりした根っ

このネギ。これをぜひ選んでみてください。ちなみに，ヒバゴンネギの袋もそうなんです

けど，大体スーパーで売ってるネギって，ここ。根。隠してます。うちの場合ひっくり返

せば見えるようになってます。ここをしっかり隠してるネギというのは，ですから根っこ

を見られたくない。要するに品質面にちょっと問題があってもばれない。もちろん隠して

あってもいいネギはありますよ。隠してるネギ全部悪いというわけじゃないですけど，皆

さんスーパーで見るとき，ここ，ぜひ根を見てください。ちなみに根っこの部分もこれ食

べて非常においしいので，そちらでネギの物販のほうをしてます。そこにネギの食べ方も

ちょっといくつか紹介してますんで，ぜひネギの根っこも残さず食べていただければと思

います。 

ちょっとオーバーしましたが，以上で終わりたいと思います。 

（拍手） 

 

●知 事 
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ありがとうございました。実は先ほどお昼をご一緒させていただいたのですが，そこで，

ヒバゴンネギが出てきて，根っこがついてたんですね。私知らないでそれを残してしまっ

たのですが，大変失礼な話でして（笑）後からちゃんといただいたのですが，本当におい

しかったです。ネギの根っこが肝なんだっていうことを，今日初めて，勉強させていただ

きました。 

西野さんは，庄原に戻られる前は仙台にいらっしゃったということですが，仙台では何

をされていたのですか。 

 

○事例発表者（西野） 

高校を卒業して，仙台の大学の方に行ってまして，そのままずっと残って，仕事として

は主に海洋での観測みたいなことをしていました。 

 

●知 事 

海洋での観測ですか？ 

 

○事例発表者（西野） 

船に乗って海にいろんな観測装置を入れて，データを集めて解析し，学会で発表すると

いったようなことをしていました。 

 

●知 事 

学者さんですね。 

 

○事例発表者（西野） 

平たくいうとそういうことになります。 

 

●知 事 

気象関係ですか？ 

 

○事例発表者（西野） 

地震関係です。地震のあった少し前に戻ってきました。 

●知 事 

どうして戻ろうと思い立ったのですか。 

 

○事例発表者（西野） 

生活には困ってはなかったのですが，仕事を 10 年ぐらいやってきて，もう，船も普通の
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人の人生の何十倍も乗ったし，海はもういいかなと思って（笑）また，その頃ちょうど子

どもが３歳ぐらいだったのですが，仕事を変えるのであれば，子どもが学校に上がる前く

らいのタイミングが良いかなとも思いまして。 

 

●知 事 

でも，学者さんから農業への転換っていうのは，かなり抵抗がなかったですか。 

 

○事例発表者（西野） 

今お話した転職理由は，聞こえがいいですけれども，実は，子どもの頃から数学や理科

は成績が良かったのですが，英語と国語がダメだったのです。 

研究者になると，報告書と論文がやたらとあって，物を書くのが嫌で研究者になったの

に，仕事の大半が物を書くことになってしまって。 

農業もある意味理系ではありますが，これは比較的物書く量が少ないんです。 

たまに補助金の申請書を書くぐらいで，これは学者の頃に比べたら何十分の１なので，

まあ，これなら向いてるいるかな，という感じです。 

 

●知 事 

なるほど。でも，御実家は，農業をされていたわけですよね。子どものころは少しは携

わっていたのですか。 

 

○事例発表者（西野） 

実家は農業ですが，父親も実はＵターンでして，僕が小学校に入学する時に西城に引っ

越してきたのです。 

だから小さい頃から農業を見ていたというわけではないです。小学校の頃，手伝いはし

たことありましたし，生活の中では見ていましたけれども，中高は部活や勉強などで，ほ

とんど関わりませんでした。 

 

●知 事 

農業もある意味科学ですよね。今やＩＴを使った農業というのも始まりつつありますが，

この理系的なこの考え方は，きっと応用できるのではないかと思います。 

農業生産者から農業経営者へ転換というところで，これから役に立つのではないかと思

いますが，我々県も今，若い就農者が非常に少ないということを大きな課題として捉えて

いまして，今，農家の方の平均年齢は 80 ぐらいになっているのですよね。西野さんで物凄

く平均年齢を下げていただきまして，こういう西野さんのようなお若い方が，次の農業を

つくると。そして，新しいことにトライして，農協にただ販売をするというだけではなく
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て，そこからさらに販売先をどうしていこうかなど，文系的なマーケティングというもの

が入ってくるわけですよね。来年からは，県立大学の方でビジネススクールが始まるので

すが，そこには農業も入っていますので，ぜひそちらの方にも来ていただければと思いま

す。新しいこの農業のあり方，経営のあり方にチャレンジをしていただいており，素晴ら

しい転身を実現していただいております。 

西野さん，これからもおいしいネギを，いえ，きっと 10 年ぐらい経ったらネギ以外のも

のもいっぱいつくられているのではないかと思いますが，新たな農業に挑戦していただい

ております西野さんに，もう一度大きな拍手をお願いをいたします。 

（拍手） 

 

●知 事 

どうもありがとうございました。 

そして，続いて発表をしていただくのは，今度も，農業つながりでありまして，道後山

トマト倶楽部の栃木明美さんにお願いをいたします。そして，広島経済大学の川原慎さん

にお願いをします。 

栃木さんは，道後山高原でトマト品種「麗夏」を栽培をして，トマトを使ったジャムを

商品化するなど特産品開発に取り組んでおられます。また，トマトづくりや，トマトを通

じたイベントを開催し，他の地域の人たちとの交流も図っておられます。 

現在は，川原さんをはじめとするとする広島経済大学カフェ運営プロジェクトメンバー

と協力をされ，トマトを使った新たなメニュー開発にも取り組んでいらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「トマトのリコピンだけでない若返りのヒミツ」です。それでは

栃木さん，川原さん，よろしくお願いします。 

 

事例発表② - 

○事例発表者（栃木） 

ただいまご紹介をいただきました栃木と申します。 

トマトを栽培しております。まず，少しだけ三坂地区の説明をさせてください。 

庄原市西城町三坂地区は，道後山の麓の集落で，65 世帯 147 人で構成されています。広

島県の最北端で標高が 700 メートルほどあり，春から秋にかけて多くの登山者が道後山を

訪れます。また，冬には１メートルを越えるくらいの積雪があり，スキー場へ天然雪を求

めて多くのスキーヤー，スノーボーダーが訪れます。冬の寒さは大変厳しく，夏は冷涼な

気候で，のどかな高原地帯です。 

さて，私がなぜトマトをつくり始めたかといいますと，きっかけは５年前になります。

その時既にトマトをつくり始めていた友人が，真っ赤なトマト「麗夏」の品種を紹介し，

話をたくさんしてくれました。そして私は，すぐ翌年からつくり始めることとなりました。
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少し「麗夏」を見てください。皆さんのほうから見えにくいかもしれないですが，今朝，

採ってきました。例年だと，もう赤く熟れなくなる時期ですが，今年は今日を待っててく

れたかのように真っ赤になりました。気温もあたたかく，雨の影響があったのかもしれま

せんが，今年に限り，この時期までもってくれてました。 

大変光を持っており，反射をします。これは私がワックスを塗ったわけではありません。

少し濡れた布で上を拭いただけなんです。「麗夏」は，大変きれいなトマトだと自負してお

りますが，まだまだ知名度が少ないトマトだと思います。普段のトマトでしたら，スーパー

に並んでいるものはたいてい青いうちに採って，スーパーで時間をかけて熟れていくとい

う状態でしょうが，この「麗夏」という品種は畑で真っ赤になってから出荷をいたします。 

 これは大変肉厚だというところもあるのだと思いますが，日持ちが十分します。そして，

うまみと酸味と甘みを兼ね備えております。生食でも十分おいしいのですが，加熱してト

マトソースなどにしますと，うまみが最高に増してきます。 

今，いろいろ言われているリコピン，こちらの方が大変多くなるというふうに聞いてお

ります。 

このトマトは，収穫をした時，よく言う「規格外」という商品が大変多く出ます。 

少しの傷でも出荷先の方では引き取ってくれないことがありますので，このたくさん出

てくる規格外のものを皆さんにぜひ食べていただきたいという思いで，加工品にできない

かということを考えました。 

一番最初は，ケチャップをつくれないか，試作をして保健所に届け出したのですが，加

工品はケチャップは認められないとのことでつくれませんでした。そしてその時，たまた

ま保健所の方から，「ジャムなら大丈夫ですよ。自宅を加工所として届けを出せば，ジャム

ならつくってもいいですよ」と言われ，許可をいただきました。すぐに自宅を加工所とし

て試作し，ジャムが完成いたしました。 

この写真は，瓶に詰めているところです。しかし，自宅では一日がかりでやっと 30 個ぐ

らいしかつくれません。そうしたこともあって，平成 26 年に行われた庄原農産物加工セミ

ナーに参加をした際に，島根県益田市の会社へ委託加工をお願いすることにしまして，１

日約 150 個つくれるくらいの状態になりました。また，デザインもちょっと変えました。

地域おこし協力隊の方の力をお借りして，リニューアルをしました。これが現在販売して

いる状態のものです。ちなみに，今日はこの会場の前の廊下の方で販売をいたしておりま

す。試食もございますのでぜひ召し上がってみてください。 

こういうことになりまして，これで販売できるぞということになり，大変意気込んで販

売先を探しましたが，加工所が県外であるということで，受け入れ先がなかなか見つける

ことができませんでした。この時，市場に製品を出していくことの難しさを痛感いたしま

した。どこかよい売り先はないかと，先ほどお話したセミナーでお世話になった市の職員

さんと話をする中，広島経済大学興動館カフェタイムさんを経営されている川原さんを紹
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介していただきました。 

この写真が，タイムさんのお店の様子です。 

そして，カフェでトマトのジャムの販売をしていただけることとなりました。その時，

川原さんから，このトマトジャムのトマトはどうやってできているのか，また，どういう

ふうに大きくなっているのかというところ知りたいので，自分たちで生育体験をしてみた

いというお話をいただいたため，学生さん達，川原さん達とともに計画を立て，トマトの

定植作業と収穫作業を実践することにしました。最初にこの交流の話を受けた際に「いい

よ。」と大変気軽に引き受けたのですが，後で冷静に考えてみると，待て待てと。学生さん

達が都会から，こんな田舎に来て本当に楽しいんのだろうかと。大変不安に思いながら実

践日を迎えてしまいました。 

これハウスで，小さなハウスで恥ずかしいのですが，学生さん達が私の説明を聞いてく

れている映像です。 

こういう状態で始めたんですけれども，不安が結局不用なものでした。学生さん達がこ

この雰囲気を積極的に楽しもうとしてくれました。「いい。いい。」みたいな声をどんどん

私にかけてくれたのです。そういう声をいただくと，こちらもどんどんやる気になって，

学生さん達にこういうことを話したい，ああいうことを話したいという感じで，どんどん

話をしてしまったような気がします。 

大変さわやかな学生さんでして，私自身は学生さんと話をする機会が最近，とんとなかっ

たものですから，大変カルチャーショックを受けました。とても素直で，パワーをくださ

るので，みんなで定植した時は，私，３歳ぐらいは若返ったなあと思ったのです（笑） 

収穫に至っては，10 歳ぐらい若返ったので，もう私，二十歳ぐらいになってると思うん

ですけども（笑） 

一緒に作業をしている映像です。定植作業を行っております。今年は，苗に花がつくの

が遅かったものですから，本来なら花芽を自分の手前の方において植えるのですが，つい

てなかったので学生さん達が一緒に悩んでくれました。この状態で植えて大丈夫なんだろ

うか。トマトができるんだろうかっていうふうにとっても心配しながら丁寧に植えてくれ

ました。 

これは８月になって収穫をして，学生とともに料理をつくって食べる前のところです。 

一緒に作業をしたことについての振り返りを真剣にしてくれました。とっても笑顔で，

参加してくれた方 25 名全員が，一人ずつ自分の言葉でトマトについて語ってくれました。 

このように，彼らと交流したことで，私は，顔は若返ることができてはいませんが，心

の方はとても若返ることができてきました。今後は，ハウスを少しずつ大きくして生産量

を増やしていきたいと思います。そして，一人でも多くの方に「麗夏」を食べていただき，

トマトを通した交流ができたら最高だと思います。 

最後になりますが，いつも私と「麗夏」のほうに力を貸してくださる皆様に感謝を申し
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上げたいと思います。 

ご清聴ありがとうございました。 

（拍手） 

それでは，バトンタッチして川原さんに変わります。 

 

○事例発表者（川原） 

それでは，栃木さんに変わりまして，カフェ運営プロジェクトの川原が発表させていた

だきます。よろしくお願いします。 

（拍手） 

私たちは普段，広島経済大学興動館ＨＵＥカフェタイムというお店を学生だけで経営し

ております。交流する前は全く庄原市のことを私たちは知りませんでしたが，こうして交

流をする中，農家さんと交流する中で，庄原市には，たくさんおいしい野菜があるんだと

いうこととか，そのおいしい野菜を知ってもらうためにいろいろな活動をされていること

を知りました。 

今回，定植体験と収穫体験をさせていただいたのですが，最初僕は，トマトは，はさみ

で切って収穫するのではないかと思っていたのですが，実は根元を手で簡単に折ることが

できるということを知ったりだとか，あと，栃木さんが選別の作業とかされていたのです

が，少しでも傷があったら，商品にならないことなど，普段，スーパーなどに簡単に並べ

られてるようなトマトも，農家さんはすごく苦労をされているということも知りました。

そういう思いを知ると，商品開発に対する考え方も変わってきました。 

 栃木さんのトマトを使って「ツナとトマトのペスカトーレ」というパスタを開発しまし

て，それを実際にお店で提供したのですが，普段トマトを食べられないお子さんも，栃木

さんの作ったトマトだったら食べられると言って食べてくれまして。火を通すと甘みが出

るのです。作る側としてもうれしいですし，お母さんにもすごく喜んでもらいました。 

自分たちがこういう体験をしてみて，もっと小さい時にこういった体験ができていたら

良かったなとメンバーと話をしている中で感想が出てきまして，来年度はこのプロジェク

トとのつながりがある子育てサークルさんを対象として，僕達が体験したようなことを企

画したいと考えてます。そういうことで，来年，子どもゆめ基金に応募しようと思ってい

ます。湯﨑知事さん，お願いします。（笑） 

それでは以上をもちまして，私の発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうご

ざいました。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。 



－13－ 

栃木さんも，トマトの前も農家をされていたのですか。 

 

○事例発表者（栃木） 

はい，家は農家で，米づくりから野菜づくりまで行っております。 

 

●知 事 

その中で，この「麗夏」に，何かビビビっと出会ったような感じなんですね。 

ほかの皆さんも結構栽培されてるものなんでしょうか。 

 

○事例発表者（栃木） 

三坂の方，４軒で栽培されています。一緒に，といいますか，トマト組合ということで

栽培させていただいております。 

 

●知 事 

それでは，これを三坂の特産品のようなものにしていきたいと。 

あるいはもう既になっている？ 

 

○事例発表者（栃木） 

進行形だと思ってます。 

 

●知 事 

何か新しいイメージですよね。「麗夏」というのは。 

 

○事例発表者（栃木） 

はい。私も出会うまでは聞いたことがありませんでした。 

 

●知 事 

川原さんたちとの出会いに至るまでに，結構行政も手伝ってあげていて，僕も聞いてて

ありがたいなと思いました。 

 

○事例発表者（栃木） 

本当にありがたいと思っています。個人名を出していいのかどうか分かりませんが，市

の宮本さん，お世話になりました。彼がいなかったら，私は，ここに立っていないと思い

ます。 
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●知 事 

いろいろな人の力を借りることは，すごく大事なことだと思うのです。もちろん行政は

そのためにいるわけですけれども，そこから転じて，今度は川原さんにつながっていった

わけですものね。本当に農業体験みたいなものは初めてだったのですか？ 

 

○事例発表者（川原） 

はい，そうです。僕の周りに畑をされてるおじいちゃんおばあちゃんはいますが，遠い

とこに住んでいますので，僕の周辺で農業を目の当たりにすることはありませんでした。 

トマトの収穫は，この歳になって初めてやりました。初めてのことばかりで，大変でし

たが，感動しました。 

 

●知 事 

川原さんの力を栃木さんが借りられて，そして，新しい世界を切り開いていかれている

のですが，逆にその川原さん達，学生さんの方も，スーパーに並んでいる商品の裏にはこ

んな苦労があるのだということを実感したといったような，お互い学び合いがあって，そ

してさらに，もっと小さい子どもがそういったことを知っていたら，ものに対する違った

見方があるのではないかと考えられたということですね。 

ということで，来年，こども夢基金ですか。お金のことは私が直接管理しているわけで

はないのでよく分かりませんが（笑） 

でも，輪が広がっていく感じでいいですね。いろいろな農家さんがいらっしゃると思い

ますし，いろいろな苦労もされていると思いますけれども，こうやって，周りを巻き込ん

でいくと，互いにいいこともあったりして，それが最終的には広島県の子どもたちの教育

にも役に立つかもしれませんね。どんどん輪を広げていただけるとうれしいなと思います。 

トマトづくりで 20 ぐらい若返って良かったですね（笑）つくるだけで若返るという，新

しい挑戦をされている栃木さん，そして，それをお手伝いいただいて，さらに子どもたち

にも広げていこうとしている川原さんへ，もう一度，大きな拍手をお願いをします。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。 

それでは，次は，市立西城中学校，山本晴日君にお願いをいたします。 

山本君は，生徒会執行部として西城町内の保育園から小中高校までの連携した環境保全

活動や，地域イベントの企画・運営など，地域貢献活動に取り組んでおられます。また，

西城中学校では読書活動の推進や，アウトメディアの取組を通じて主体的な学習態度の定

着にも取り組んでおられるということであります。 
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今日の発表のテーマ，「つなぐ」です。 

それでは，山本君，よろしくお願いします。 

 

事例発表③  

○事例発表者（山本） 

西城中学校の山本晴日です。今日は，「つなぐ」というテーマで，西城中学校の取組を説

明させていただきます。お話する内容は３点で，学校とつなぐ，地域とつなぐ，家庭とつ

なぐです。どうぞよろしくお願いします。 

（拍手） 

この西城地域では，西城保育所，西城小学校，美古登小学校，西城中学校，西城紫水高

等学校が協働して地域に向けてさまざまな行事を行い，結びつきを強めています。 

まずは，西城町クリーンアップ大作戦です。高校から中学校へ，また，中学校から各小

学校へ呼びかけをして，全員で通学路や学校周辺のごみを拾い，清掃を行いました。体験

した生徒の感想ですが，保育所，小学校，中学校，高校が一貫になって行っていたので，

少しは西城のきれいなまちづくりに役立てたと思う。ほかには，次もこういう機会があっ

たら参加してみたいという感想が出ました。これからも住みやすい地域づくりに向けて頑

張っていきます。 

次に地元の祭りである「どえりゃあ祭り」への参加です。地域の祭りを盛り上げたいと

いう思いから，西城紫水高校の生徒会からの呼びかけで，保育所，小学校，中学校，高校

が一緒になって，西城川音頭という踊りを覚えて練習してパレードに参加しています。 

３つ目は西城紫水高校さんがリーダーシップをとられて，保育所，小学校，中学校，高

校が毎年協働して，このようなカレンダーをつくり，地域の一人住まいのお年寄りに配っ

て回っています。お年寄りの方に喜んでいただけるようにメッセージを書いたり，訪問時

の声かけを考えたり，さまざまな苦労がありましたが，お年寄りの方の温かい言葉をいた

だいて非常にこちらもうれしくなりました。また，この取組に向けて西城中学校では毎年

冬に３年生が愛善苑という特別養護老人ホームに訪れ，地域のご老人の方々と交流を行っ

ています。ご年配の方々に元気を出してもらおうと参加して，逆に元気をもらって帰って

くるということがあります。 

また，地域とつながるべくさらに踏み込んだ活動にも挑戦しています。例えば１年生の

総合的な学習の時間では，１泊２日の西城旅行プランの作成をしました。地域のことをしっ

かり調べてアピールできるよう，いろいろと考えてプランをつくりました。また，地域と

つながるべく２年生では西条地域の地域振興策を考えて，支所長さんに提言をまとめ，伝

えるということにチャレンジしています。このチャレンジに向けて地域の強みや課題を見

つけ解決策を考えるということを行いました。 
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これらのことを通していろいろな方に出会いました。地域の祭りを立ち上げた方のお話

や，西城にお住いの竹下さんに来ていただき，被爆体験のお話を聞かせていただきました。

ほかにも縁もゆかりもない西城に定住を決められた今村さんのお話を聞かしていただきま

した。今村さんの話では，田舎に住むことはかっこいいと考える人が多いということがわ

かってびっくりしました。また，先月には西城中学校出身である日本でただ一人のオルゴー

ル作家の橋本さんに，ふるさと西城について語っていただき，演奏も聞かしていただきま

した。橋本さんの，「何もないところで育って損をしたと思わないでください。何かなそう

とするときに創意工夫をするようになります。西城は自然豊かであり，五感を吸収できる

ところであり，私はふるさとからいただいたメロディーで作曲家になりました。西城で生

まれ育ったことを誇りに思ってください。」という言葉が心にしみました。 

家庭とのつながりというところでは家族に一緒に本を読んだり，本についての会話が増

えるよう，小中が合同して読書活動に取り組んでいます。中学校でも文化委員会による本

の紹介やブックトークなどに取組ました。私は昨年度，県立図書館主催のビブリオバトル

にほかの 12 名の生徒と一緒に挑戦しました。また，小学校と中学校ではアウトメディアと

いう取組を共通して行っています。アウトメディアは試験週間に合わせてテレビやゲーム，

携帯電話などの使用を減らす取組です。それにより，学習時間や家族での対話を増やして

いこうとしています。正直私は当初，自分の時間を制限されるのは嫌でした。しかし，や

はり，テレビや携帯のある場所で集中して勉強することはできません。なので，小学校か

らずっと取り組んでいく中で，徐々にそういった時間を有効に使うことができるように

なってきました。 

最後になりますが，西城には比婆牛やヒバゴンネギなど，おいしい食べ物があり，まだ，

比婆の山々がブナ林，大トチの木など広大な豊かな自然があります。３つのスキー場に水

夢という屋内プール。クロカンパークなどの恵まれた施設があります。その中でも一番は

地元のために頑張っておられる優しい人々だと思います。自分もふるさとを愛し，地域に

貢献できる人になれるよう，地域とのつながりを通してもっと地域のことを学んでいこう

と思います。以上で終わります。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

はい。山本君ありがとうございました。西城中学校を，代表して，生徒会の執行部とし

て発表してもらいましたけれども，橋本さんのお話で，何にもないというふうに思わない

でということだったのですが，山本君自身も最後，いろいろ西城のいいところを言ってく

れましたね。正直，そう思ってますか。（笑） 
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○事例発表者（山本） 

確かに西城に住んでいて，不便だとか，遊びに行くところなど少ないと思うことはあり

ますが，でも西城は，スキー場が３つもあるとか，あと，「水夢」というプールがあります

が，やはり屋内プールというのはあんまりないので，そういったところなど，やはり西城

はすごいなと思っています。 

 

●知 事 

どこを見るかということだと思うのですよね。例えば，私は今，県庁から近い公舎に住

んでいますが，広島市中区にいると，例えば，家から歩いて３分で確かにコンビニはあり

ます。歩いて 10 分行くと福屋デパートとかもあります。 

 でも，今日行きましたけれども，ゴギを育てているところ，きれいな水のあるところ，

あるいは，車で 20 分から 30 分もあればスキー場に行けるような環境。西城には非常に豊

かな山があって，熊野神社もある。 

先ほど栃木さんのお話で，学生さんがこんな田舎に来て喜んでくれるのかと思っていた

ら，すごくポジティブに，「いいじゃないですか，いいじゃないですか。」と言ってくれて，

元気をもらいましたとおっしゃっておられましたが，本当に見方次第かなと思います。 

自然の中で恵まれて山本君のように育つのは，これはこれで貴重で，他の町ではあり得

ない体験だと思います。 

また，保育園から小中高までみんな一緒に活動するのもいいですね。 

清掃活動以外にも何かするのですか。 

 

○事例発表者（山本） 

基本的には清掃ですけど，あとはカレンダーづくりです。 

 

●知 事 

今中学生だけれども，小学校の頃に一緒に学校に通っていた子どもたちが，まだ小学校

にいると思いますけど，そういう子どもたち同士，お互い知ってるなというような感じは

ありますか。 

 

○事例発表者（山本） 

やはり，ほかの学校とは違うと思いますけれども，西城はみんな知っていて，みんな仲

がいい感じですね。 

 

●知 事 

学年を越えたそういう関係というのは，他の地域では少ないのではないかなと思います。 
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結局，「あるもの」というのが宝だと思うんですね。それを実感して，誇りを持っていろ

いろなことを，勉強していっていただければと思います。 

ちなみにこれから新しい進路，高校や大学に行ったり，あるいは就職ということになる

と思うのですが，山本君はどんな夢があるのでしょうか。 

 

○事例発表者（山本） 

まだはっきりは決まってないです。はっきりは決まってないし，進路もどこに行けたら

いいかなとかそんなレベルです。でも，西城には，帰ってきたいなという思いはあります。 

今の家に帰りたいとは全然思わないですけど（笑） 

でも西城はいいところだと思ってて，やっぱり，こういうきれいなところにいれるとす

ごく気持ちもいいので，西城には帰ってきたいです。 

 

●知 事 

なるほど。ありがとうございます。 

（拍手） 

今，お父さんとお母さん，それから地域の人たちに宣言しましたね。（笑） 

これから将来を背負って立ってくれるのではないかと，とても将来が楽しみな山本君に，

皆さん，もう一度大きな拍手をお願いをいたします。ありがとうございました。 

（拍手） 

 

○事例発表者（山本） 

ありがとうございました。 

 

●知 事 

はい。それでは続いて，次も学生の皆さんですが，最後の発表は西城紫水高校の４人の

方。引田久美子さん，三谷敏実君，三村鉄也君，そして掛札悠太君にお願いをしたいと思

います。 

皆さん，紫水高校に通われる４名ですが，引田さんは，学校初のカナダ短期留学に向け

て日々学業に励んでおられると。そして，三谷君は神楽部の部長として神楽を通じた地域

文化の伝承に取り組んでおられると。そして，三村君は生徒会執行部として東日本大震災

の被災地宮城県の高校との交流を図っておられるということであります。そして，掛札君

は今年度から本格稼働した射撃部で活躍をしているほか，総合的な学習の時間での体験を

機に強い地域愛を抱いて将来は地域に貢献したいと考えておられるということであります。 

今日の発表のテーマ，「西城紫水高校生徒のチャレンジ！一歩前へ」です。 

それでは，よろしくお願いをします。 
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（拍手） 

 

事例発表④  

○事例発表者（引田） 

こんにちは。西城紫水高校２年の引田久美子です。今日は西城紫水高校のチャレンジ，

一歩前へをテーマに私たちが西城紫水高校でチャレンジしていることを紹介します。 

 

○事例発表者（三谷） 

３年の三谷敏実です。まず初めに神楽部のチャレンジを紹介します。西城紫水高校の神

楽部はこの地域に古くから伝わり，国の重要無形民俗文化財に指定されている比婆荒神神

楽を継承しています。神楽部の活動は比婆荒神神楽を継承しておられる西城町神楽愛好会

の皆さんから 31 年の長きにわたって指導をいただいています。文化祭や地域のイベント，

そして神楽甲子園に出場しています。これらの神楽部の活動を通して比婆荒神神楽がこの

町にとって特別な存在であり，それを継承している神楽愛好会の活動はとても大切なもの

であると感じています。私は地元に就職し，その神楽愛好会の皆さんの熱意，そしてその

思いを受け継いでいきたいと思っています。 

 

○事例発表者（三村） 

２年の三村鉄也です。２つ目は東日本大震災の被災地の高校との交流を紹介します。本

校では３年前から宮城県気仙沼高校と交流を行っています。これは昨年訪れた時の様子で

す。そして今年から修学旅行では東北の被災地を訪れるようになりました。宮城県石巻西

高校では同学年の志野ほのかさんから震災の様子や彼女の思いなどを聞きました。実際に

被災地に立ってみて，気仙沼高校では人と人とのつながりの大切さ，石巻高校では当たり

前が当たり前であることの幸福さを実感しました。私はこのことを心に刻み震災のことを

忘れず語り継ぎ，感謝の心を持って日々一生懸命生きていきたいと強く思っています。ま

た，災害の時に自分は地域のために何ができるかいろいろ考えていきたいと思っています。 

 

○事例発表者（掛札） 

１年の掛札悠太です。３つ目に射撃部のチャレンジを紹介します。射撃部は今年１月に

創部され，今年早くも全国大会にも出場できました。地域の祭りなどでは体験会を開き，

皆さんに喜んでいただいています。私はこれからも競技力を高めるため，ひたむきにチャ

レンジし続けます。 

４つ目は地域の医療，介護などについて学ぶ授業について紹介します。今年から１年生

全員が，西城市民病院と特別養護老人ホーム愛善苑の方々から医療，介護などに関するさ

まざまな仕事の内容などを学んでいます。これらは講義の様子です。夏休みにはこの２つ
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の施設で体験実習をさせていただきました。これらの学習を通じて行政と西城市民病院が

連携し，地域のためを思ってつくり出した西城町独自の地域包括ケアシステムという仕組

み，そしてその現場の仕事などについても教えてもらうことができ，この地域の医療，介

護などに関する知識を深めることができました。こうして地域のために頑張る方々に私は

感謝するとともに，誇りを持っています。 

私はこの学習を通して医療系への興味がより強くなり，現在は薬剤師を目指しています。

そして，将来は地域の医療にかかわっていきたいと考えています。 

 

○事例発表者（引田） 

そのほか，本校は今年，新たにカナダ，バンクーバー郊外のセカンダリースクールと姉

妹締結を行いました。私はこのチャンスを生かして来年３月に短期留学して姉妹校を訪れ

ます。そこではたくさんの人と交流し，カナダの人たちに日本文化や西城紫水高校のこと

を伝え，カナダの人たちからはカナダのことや世界の文化について学びたいと思っていま

す。このチャンスを大切に，世界へ一歩前に踏み出していろいろなことにチャレンジして

いきたいと今からわくわくしています。 

私たちは，この西城紫水高校で学び，挑戦し，一歩前へ踏み出せるように取り組んでい

ます。私たちが多くのことに挑戦できるのは，地域の方々の頑張りに支えられているから

です。そんな私たちが今できることは，感謝と一歩前へ踏み出すことだと思います。その

ことが地域の活力にもなると思います。そして，それを後輩たちにつないでいきます。 

今後とも西城紫水高校をどうぞよろしくお願いします。 

気をつけ。礼。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。今日は，４名の紫水高校の皆さんそれぞれが，自分のチャレ

ンジについてお話いただきましたけれども，４名とも地元で貢献をしたいというお話があ

りましたが，将来的にはどうでしょう。これまでも８割くらいの確率で高校生に聞くので

すが，広島に残りたいですか。それともどこか別のところで働きたいでしょうか。どうで

しょう。 

 

○事例発表者（引田） 

私は広島に残って働きたいです。 

 

●知 事 

広島に残って働きたい。どうしてかな。 
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（拍手） 

 

○事例発表者（引田） 

家の近くです。家の近く（笑） 

 

●知 事 

自分の育ったところで。近くで暮らしたいと。 

 

○事例発表者（引田） 

はい。 

 

●知 事 

ほかの３人はどうですか。 

 

○事例発表者（三谷） 

はい。私は庄原で就職するつもりです。 

 

●知 事 

庄原で就職する。どんな分野の仕事をしたいですか。 

 

○事例発表者（三谷） 

車の部品をつくったりする仕事につきたいと思っています 

 

●知 事 

あ，車部品製造。あ，それはかなり具体的ですね。 

 

○事例発表者（三谷） 

もう３年生ですから。 

 

●知 事 

もう就職活動してるからということかな。 

 

○事例発表者（三谷） 

そうです。 
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○事例発表者（三村） 

僕はとりあえず西城で過ごしていきたいと思っています。 

 

○事例発表者（掛札） 

僕はまだ分からないですけれども，少なくとも県外に出ず，仕事とか頑張っていきたい

と思います。 

 

●知 事 

なるほど。今日は４人ともですね。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございます。人口減少で困っていて。いや，無理やり言わせているわけじゃ

ないんですが（笑）大体，県内各地で聞くと，特にどこという傾向があるわけではなく，

この数年少しずつ変わっていて，最初は６：４ぐらいで県外に出たいという方が多かった

ですが，最近は６：４ぐらいで広島に残りたいっていう人が多くなっていて，延べでいう

と半々ぐらいかなと思います。 

 これは僕からのメッセージですけれども，地元に残るかどうかということは必ずしも問

題ではないと思います。やはり，地元がいいという人は地元に残ってもらいたいと思うし，

違うところで活躍をしたいという人は，違うところで活躍をしてもらうということ。これ

が僕は一番だと思うんですね。ただ，やはり自分が育ったところというのは，この４名の

皆さんもそうだと思いますけれども，地域の人に支えられて育てられた。中学校の山本君

も言っていましたけれども，地域のこの環境に対して感謝をすると。そういう気持ちを忘

れないでいてくれたら世界中どこにいても，日本中どこにいてもこの西城のことを思って

いてくれると。そしてきっと役に立ってくれると。こういうことではないかと思うので，

是非それぞれが挑戦したいことに，これからも挑戦をしていっていただければと思います。 

それでは，それぞれ自分たちの発表を皆さんで共有していただきました。４名の高校生

の皆さん，引田さん，三谷君，三村君，掛札君にもう一度大きな拍手をお願いをいたしま

す。 

（拍手） 

ありがとうございました。 

 

○司 会 

発表者の皆様，ありがとうございました。 

以上で，予定の事例発表は終了となります。すばらしい発表を本当にありがとうござい
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ました。もう一度大きな拍手をお願いします。 

（拍手） 

 

閉  会  
 

○司 会 

それでは，ここで，湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

●知 事 

まとめというほどではないですが，今日は４組の皆さんにそれぞれの発表をいただきま

した。地域貢献や，地域とのつながりには，いろいろな形があると思います。 

 先ほど引田さんがカナダへ短期留学に行くというお話をされましたけれども，例えば，

庄原の西城といえば広島県でも一番北のほうになって，何かそれだけ考えると外国から遠

いのではないかと思われるかもしれませんが，別に広島市からでも，西城からもカナダへ

の距離はほとんど変わらないわけでありまして，つながっているんですね。それを意識を

してくれているのではないかと思いますし，やはりこの地域の特性を生かして，今日の大

人の発表，西野さん，それから栃木さんを含めて農業にかかわることだったわけですが，

非常に優れた空気であるとか，あるいはこの水であるとか，あるいは土であるというもの

が本当にかけがえのない宝であると。 

 それを活用してそして自分たちがそれを使ってできることをやることによって，地域の

活性化につながっていくことを示していただいたのではないかと。それをまたオープンに

していくことで，広島の学生の皆さんにも，参画をしていただいて，そしてそれが価値と

して県内の他の人にも広がっていくと。そういう実例をお聞かせいただいたのではないか

と思います。 

 先ほども出ましたが，ないものに注目するのではなくて，あるものに注目する。それを

どううまく使うか。そして，どう，今日の高校生の皆さんのように一歩前へ出ていくかと

いうこと。これ，どういうとこでもできると私は思うのです。職場でも家庭でもあるいは

学校でも，そしてもちろん地域の活動の中でもいろいろすることができると思います。 

 今日も午前中，ゴギの養殖を見せていただきましたけれども，地域ならではの力を使っ

て，あるいは宝を使って，そして実際それを養殖するということで，地域にインパクトを

与えていただいてると思います。そういったことを一人一人が行うことによって，初めて，

この広島県，あるいは庄原市，そして西城というものがつくられていくと思います。 

 広島県というのは決して抽象的なものとして存在しているのではなくて，西城町の誰々

さん，広島市の誰々さん，というのが積み重なって広島県というのができているわけであ

ります。 
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 皆さんお一人お一人が取り組んでいただくこと，そして一歩前へ出るということが，広

島県全体が大きく一歩前へ進んでいく力になるのではないかなと思います。だからといっ

て行政はサボりますということではありません（笑）我々も一緒になって，皆さんの後押

しをして，そして広島県を前進させてまいりたいと思っております。 

それでは改めまして，今日，発表をいただいた４組の皆様に，もう一度大きな拍手をい

ただければと思います。 

（拍手） 

本当にどうもありがとうございました。 

そして最後に，私からお願いが１つございます。先ほど庄原豪雨のお話もさせていただ

きましたけれども，昨年，広島市で非常に大きな土砂災害が発生いたしました。再びこの

ような災害を発生をさせないために，今，広島県では，減災，防災対策にこれまで以上に

力を入れて取り組んでいるところでありまして，災害に強い広島県の実現に向け，県民の

皆さん，あるいは，自主防災組織の皆さん，また事業者，そしてもちろん行政が一体となっ

て取り組むことが必要だと思っておりまして，広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動

というのをこの４月から取り組んでおります。お手元に資料を配布をさせていただいてい

ると思いますが，この運動は，５つの行動目標というのを定めて実施をしています。災害

というのは本当にいつ起こるかわかりません。災害に備えて身の回りの土砂災害や洪水の

危険箇所，避難場所や避難経路。こういったことを，まず知るということが大変重要でご

ざいます。災害危険箇所や避難場所については，県民総ぐるみ運動・知る，とインターネッ

ト検索をいただきますとご覧いただけますし，今日は，この会場の入り口に，ハザードマッ

プといわれる危険箇所を記した地図が掲示されておりますので，お帰りの前に是非ご確認

をいただければと思います。 

また，ご家庭に戻って，あるいは職場でも，それぞれ皆さんとご確認をいただければ大

変ありがたいと思います。 

それでは，以上でございます。今日は本当にありがとうございました。 

（拍手） 

 

○司 会 

以上をもちまして，湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・トークを閉会いたします。 

ご来場いただきました皆様，本当にありがとうございました。 

（拍手） 

なお，ご来場時にお渡しした資料の中にアンケートがございます。是非出口でご提出い

ただければと思います。ご協力よろしくお願いします。 

本日はご参加いただきましてありがとうございました。これをもちまして終了いたしま

す。ありがとうございました。 
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