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開  会 
○司会（豊田） 

皆さん，改めましてこんにちは。（「こんにちは。」の声あり） 

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」開催いたします。 

私は，広島県広報課の豊田と申します。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，どうか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，なかなかお忙しいところ，お集まりいただきまして本当にありがとう

ございます。 

このチャレンジ・トークは，私が就任直後からずっと続けてまいりまして，これまでに

70 回開催し，今回三原が 71 回目でございます。今，４巡目を各市町回っております。三

原には，実は３回目というか，１回は県内を８つの地域に分けてやりましたので，その時

三原は尾道と一緒に開催いたしましたが，今回三原にはそういう意味で３回目でありまし

て，前回は 24 年の６月９日だったのですが，改めてここに来れて大変うれしく思っており

ます。 

今回は，午前中にいくつか市内を回らせていただきました。最初に山脇邸におじゃまを

しました。今はまだ古民家を改修しつつあるところで，かなり進んでいるところもあるの

ですが，アートイベントもあわせて進んでいまして，非常に立派な豪商のお屋敷跡再生に

取り組んでおられます。 

その後は，映画館跡を活用したアトリエＨＳ－ＬＡＢにお邪魔をいたしまして，現代アー

トの発信基地になっているのですが，それを拝見をさせていただきました。私もアートワー

クにちょっと挑戦をしまして，コラージュを即席で教えていただいてつくらせていただき

ました。何かすばらしい，ここから世界のアーティストとつながっていくという実感を持

てるようなところでした。 
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そして最後に三原港です。港の前のターミナルビルで空き店舗を活用したアンテナ

ショップを運営されてるところをお邪魔をして，市民協働の地域活性化に取り組んでおら

れるお話を伺ったところであります。 

これから発表していただきます４組の皆様においでいただいております。チャレンジ・

トークは，地域のそれぞれいろいろなところで挑戦をされてる方々のお話をお伺いするの

ですが，本当に元気をもらっていつも帰っております。今日も，そういう意味で大変楽し

みにしております。ちなみに発表者もこれまでに 577 人の方に発表していただいておりま

して，県内いろいろなことを取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということですが，

今日も大変楽しみにしておりますので，よろしくお願いします。 

これから１時間 10 分ぐらいかかると思いますが，どうぞ最後までよろしくお願いをいた

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，知事，檀上へお移りください。 

 

事例発表者紹介 
 

○司 会 

それでは，本日の事例発表者の皆さんをご紹介いたします。発表者の皆さんは，檀上の

ほうへお上がりください。 

ご紹介させていただきます。向かって左から，よろいかぶと姿でイベントに参上し観光

客に三原の魅力をＰＲされているボランティアグループ，三原二之丸会会長の山崎愛一郎

さんです。（拍手） 

続きまして，地域おこし協力隊として大和町に居住し農事組合法人で農業に従事する傍

ら，地域イベントの企画運営をサポートされている地域おこし協力隊の唐井ゆかりさんで

す。（拍手） 

続きまして，体育館を避難所として想定した運営体験など，町内会と連携して防災教育

に取り組んでおられる三原市立第二中学校を代表して３年生の梅田叶夢さん，児玉大樹さ

んです。（拍手） 

続きまして，模擬会社を学校内に設立し定期的なショップの運営で，学業で身につけた

知識や技術を地域の方々に発信しておられる県立総合技術高校の中村優生さん，向井秀果

さん，大道美咲さんです。（拍手） 

どうもありがとうございました。それでは，事例発表者の皆さんは一度席へお戻りくだ

さい。 
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それではここからは，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します。 

 

事例発表 
 

事例発表①  

●知 事 

それでは，早速事例発表をお願いをしたいと思います。 

今日発表していただく４組の皆さんは，地域であるとか職場，あるいは学校で積極的な

活動をしていろんな挑戦を続けていらっしゃる方々であります。初めに発表をしていただ

きますのは，今ご紹介もありましたボランティアグループ三原二之丸会会長の山崎愛一郎

さんにお願いをしたいと思います。山崎さんを改めてご紹介をさせていただきますと，山

崎さんが会長を務めていらっしゃいます三原二之丸会では，観光客に三原の魅力をＰＲす

るため，よろいかぶと姿でいろんなイベントに参上し，歴史からグルメ情報まで豊富な知

識を発揮して観光案内を行うほか，伝統文化の保存活動にも取り組んでおられます。 

今日の発表のテーマは，「城下町三原の歴史文化を後世に伝えたい」です。 

それでは山崎さん，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（山崎） 

皆様，改めましてこんにちは。三原の城下町文化の保存会として活動いたしております

三原二之丸会の山崎愛一郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

三原には歴史的，文化的に全国に誇るべきものがたくさんございます。また，永禄 10

年と申しますから，1567 年毛利元就公の三男の小早川隆景公が三原城を築いてからは城下

町としても発展してまいりました。この古きよき城下町文化を研究し後世に伝えていくべ

く，平成 24 年３月５日に三原の城下町文化保存会として，三原二之丸会を発足いたしまし

た。現在４年目の活動でございます。現在会員，正会員が８名，賛助会員約 10 名で活動い

たしております。三原二之丸会の由来でございますが，お城の中の曲輪内の名称で，本丸

とか二之丸，三之丸っていうのがあるわけですが，本丸というのが一番大事なところで，

そこを守るのが二之丸，三之丸というふうになるわけで，現在における本丸と言いますの

が我々からすればこの三原ということになりますので，この三原の古きよき文化を伝えて

いこう，そういうのを守っていこうという意味で本丸を固める二之丸というところからと

りまして三原二之丸会という会名にしておるわけでございます。 

主な取組といたしましては，三原浮城まつりの武者行列に自前の甲冑や武具を携えて参

加。戦国喫茶の開催，時代衣装甲冑類の着つけの研さん，あるいは三原ゆかりの資料収集，

岡山県瀬戸内市にございます備前長船刀剣博物館で三原市のＰＲ，テレビラジオなどで三
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原の魅力を発信などを行っておるわけでございます。 

平成 26 年 10 月には「広島県泣ける○○認定会」より「泣ける城下町文化保存会」とし

て認定されたところでございます。また，三原を紹介するということで，三原の歴代城主，

三原は今，小早川隆景公が大変人気でございますけれども，歴代城主小早川隆景，福島正

之，そして歴代の浅野家ということで明治を迎えるわけですが，この歴代城主の定紋を染

めました手ぬぐいでありますとか，あるいは城下町三原っていうのをＰＲするのぼりも，

このデザインののぼりもつくったんですが，ファイルなどをこしらえまして皆さんにお配

りするようなこともいたしております。あとは三原城主でありました三原浅野家が用いま

した旗でありますとか，そういった三原ゆかりの資料等も復刻版をこしらえるというよう

なこともございました。 

今年は三原の４大祭りに協力しようという会員の思いもございまして，５月のさつき祭

りには三原二之丸会による武者行列でさつきパレードに参加。８月のやっさ祭りでは三原

二之丸会チームで昔ながらのざわ踊りを披露いたしました。11 月７，８日の土日，先般行

われました第 12 回三原浮城まつりでは，武者行列のしんがり役を例年どおり務めまして，

甲冑のその他行列に出ます方の着用指南，あるいは戦国喫茶を三原城の舟入やぐら跡で行

いました。 

少し活動風景の写真がございますのでご覧いただきたいと思います。これはこの春に三

原道の駅神明の里で観光コンシェルジュ，コンシェルジュっていうのは案内役というよう

な意味ですが，いろいろ三原の魅力を会員の方でいろいろ情報を集めております関係で旅

の方にいろいろ魅力を発信しようと。ただ出るだけじゃあおもしろくありませんので，こ

ういう着物であるとか甲冑姿に威儀を正して出まして，紹介させていただきました。大変

全国からお運びいただいたところでにぎやかに紹介させていただきました。 

これは山の上でございますが，本郷の新高山城跡でございます。ここの上に甲冑姿で登

りまして，登山会が計画されまして特別ゲストいうわけではないんですが，当時の風景を

再現しようということで甲冑姿でお城に上がって，ほら貝を吹いておるところでございま

す。 

これはさつき祭りに武者行列で出る直前に風景を撮っていただいたもので，約 20 名ぐら

いで行列を組んで進んでまいりました。 

これも出る前。集合写真で，須波の潮風太鼓の皆さんに陣太鼓を打っていただいて，勇

壮に進んでまいりました。 

また，これはやっさ祭りに三原二之丸会チームで出場しましたメインステージ，レッド

カーペットに入り込んだところでございます。 

この写真は岡山にございます備前長船刀剣博物館で三原市のＰＲを年２回行っておりま

す。なぜ刀剣博物館かということなんですが，三原は古くから，約 700 年ぐらい前から 400

年ぐらい前までは一代刀剣刀鍛冶の産地でございまして，刀鍛冶がたくさん住まいしてお
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りました三原物と呼ばれる，今ごろは三原刀と言われる方もおられますが，学術的には三

原物と申します。三原の刀っていうのは全国に残っておりまして，江戸時代においては各

諸大名も持っておったというぐらい大変な名刀ぞろいでございますが，そういった関係で

長船博物館，刀剣博物館で三原の刀が展示されることも時折はございます。そうした中で

夏休みには親子連れがたくさんお見えになられる関係で，三原のパンフレットであるとか，

三原の銘菓を入れたものをお配りして，ぜひ三原にもお運びくださいということで紹介し

ておる，その一場面であります。 

これは先般行われました浮城まつり。舟入やぐらの上でございまして，いざ武者行列で

出陣という集合写真でございます。 

これは行列に出まして行列がまた舟入やぐらに帰ってまいりましたところです。 

というようなことで，大体，よろいかぶとであるとか，着物姿で印象になるだけ残るよ

うにということで，こういう装束を古式ゆかしく着用いたしましてＰＲしておるわけでご

ざいます。何より当会の魅力は会員全員の平均を出しますと約 30 代という若さでございま

す。ここに勝ると思います。また，三原二之丸会が仕事ではなく休みを利用しての活動で

ございまして，なかなか時間がとりにくいところもございますけれども，若さを生かして

縦横無尽に大変なことも軽やかに進めております。 

三原城は，永禄 10 年に築かれたと小早川文書に記されております。これに基づいて平成

29 年，今から２年後に三原築城 450 年ということに定めております。三原城は，そのほか

にも天正８年とか，天正 10 年，少し下って慶長元年ぐらいにできたんではないかというよ

うな説もあるんですが，この小早川家文書に永禄 10 年の２月に三原城成るというふうに書

いてございます関係で，今から２年後を 450 年ということで定めております。 

三原城は，日本で最初にできました海城だそうで，一国一城令が徳川幕府の手によって

出された後も奇跡的に残ったお城でございまして，明治まであった，天下に聞こえた海城

でございます。我々二之丸会の近年の目標は，この節目 450 年を大切にいたしまして，三

原で歴代発展いたしました歴史や文化などのすばらしい遺産を，三原二之丸会なりに後世

へ伝えてまいることが目標でございます。そして何より三原好きな人々を増やしていきた

いなというのが第一義の目標でございます。何とぞ皆様方には温かいご支援，これからも

何とぞご指導くださいますようにお願い申し上げます。これからも頑張ります。 

ご清聴ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

山崎さん，どうもありがとうございました。 

 

○事例発表者（山崎） 
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ありがとうございました。 

 

●知 事 

今，お伺いしてますと，全て，ボランティアでやっておられるということで，甲冑も自

前だと，おっしゃっていたのですが，これを自前でそろえるのは大変ではないですか。 

 

○事例発表者（山崎） 

なかなか，そうですね。あまり安いもんでもありませんが，やはり，武士の最高のこの

晴れ着といいますか，いざというときに着るもんでございますので，大変に仕立ても本式

に甲冑士がこしらえたものをそろえておるんです。 

 

●知 事 

そうなんですか。ちなみにワンセットいくらぐらいかかりましたか。 

 

○事例発表者（山崎） 

高いものは，そうですね，軽自動車の中古ぐらいするようなものもあれば，もう少し安

いようなものもあるというような感じで，本当に手が込んだものなんです。 

 

●知 事 

なるほど。ちなみに今日せっかく３人仲間が来ていただいておりますので，ちょっと立っ

て皆さんにご披露をお願いします。 

 

○事例発表者（山崎） 

はい。今日は会員有志もこういう晴れの場でございますので，甲冑姿でまいっておりま

す。 

（拍手） 

 

●知 事 

女性も甲冑姿ですね。 

 

○事例発表者（山崎） 

はい。みんな三原が好きでということです。 

 

●知 事 

どうもありがとうございました。ちなみに座ってらっしゃる椅子も，何か昔の陣にあっ



－7－ 

たような感じのものですね。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうです。床几というものなんです。 

 

●知 事 

なるほど。そもそも，この二之丸会がどういった経緯で始まったのですか。 

 

○事例発表者（山崎） 

はい。今まで，今年で第 12 回を数えましたが，三原浮城まつりの名物の武者行列，小早

川甲冑部隊練り歩きというのが第２回の浮城まつりから行われておりまして，これは本当

に当日有志が集まって甲冑を着せてもらって出るというようなことだったんですが，我々

も古くから行列に出ておりまして，これは，ぜひ年に１回だけじゃなくて，いつでも出ら

れるっていうことがあると，これまた，三原のお城もありますし，魅力が発信できるんじゃ

ないかなということで，発足しようというような流れです。せっかくですからその浮城ま

つり，よろいだけでなくて三原のいいものを総ざらえで少しずつ発信しようというような

ことで会の方針を定めまして，行っておるんです。 

 

●知 事 

ということは，もともと武者行列が好きだったか甲冑好きだったか，そういう趣味の仲

間みたいな感じだったのですか。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうなんです。みんな弓道をしたり，居合をやったりとか，茶道をやったりとか，そう

いう古風なメンバーが結構おりまして，こういう形になりました。 

 

●知 事 

お祭りだけじゃもったいないということですね。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうですね，はい。 

 

●知 事 

三原のお知らせを配られているのは，どんなものを配られているのですか。 
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○事例発表者（山崎） 

パンフレットを今各種たくさん三原市がこしらえておられまして，それをなるべく旬の

ものを入れまして，なかなかパンフレットだけということになりますと皆さんとってくだ

さらないようなこともありますので，三原のお菓子も入っておりますからどうぞこれも召

し上がってくださいねということで入れさせていただいてお配りしましたら，結構，工場

なんかもあった関係で，若いころ住んでたんですよなんていう方も中にはいらっしゃって

ですね。 

懐かしくお話をしてくださる方もいらっしゃいます。 

 

●知 事 

ファイルとか手ぬぐいとか，のぼりもおつくりなのですね。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうですね。はい。 

 

●知 事 

これはどうやってつくられたのですか。市の何か助成があるとかではないのですか。 

 

○事例発表者（山崎） 

うちの会から有志で集めました。 

 

●知 事 

ご自分の懐からですか。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうですね。 

 

●知 事 

すごいですね。のぼりとかは，そんなに安くないのではと思うのですけれど。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうですね。なるたけこう，小っちゃいようなものにおさめたりだとか，工夫はするん

ですが，やはり思い出に残るということもありまして。ちょうど昨年は軍師官兵衛が大河

ドラマで小早川隆景公が毛利の軍師というような格好で官兵衛の対になるような格好でい

い描き方されまして。これはぜひ，隆景公を一押ししなくっちゃならないということで，
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ファイルあるいはのぼりをこしらえて宣伝をさせていただいたということなんです。 

 

●知 事 

なるほど。お話をお伺いすればするほど全部自前で，すごい三原好きだなと思います。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうですね。周りの皆さんにも恵まれまして，本当にご支援いただきまして。時には家

でもう使わないからもしあれなら使ってくださいいうて，譲っていただくこともまれにご

ざいますし，そういったことに，本当に支えられてやっておるんです。 

 

●知 事 

皆さんも，この二之丸会の甲冑姿を時々ご覧になったことがある方もいらっしゃるかも

しれませんが，全部こうやってボランティアだということをご存知でしたか。何となく誰

かがやっているんではないか，市の一部かなと，そんなふうに思ってしまいますが，最初

は甲冑好きだったのがだんだんと三原好きに昇華していき，いろいろなところで三原を宣

伝してくれています。広島県でもやってもらえませんか。 

 

○事例発表者（山崎） 

ありがとうございます。 

今，広島でちなみに安芸広島武将隊というのがございますけど，年代でいいましたら我々

のほうがどうも発足が先だったようでございまして。 

そうしましたら武将隊も発足されて三原にも何度かお運びいただいて一緒に出させてい

ただいたということもあります。 

 

●知 事 

武将同士の交流もされているのですね。 

 

○事例発表者（山崎） 

そうですね。 

 

●知 事 

ありがとうございます。いろんな活動をやるので僕らのところにも，こういう活動がや

りたいのでお金お願いしますと言われることははよくあるのんですが，本当に全て自分た

ちの力でされて，この三原を宣伝されるという，地域愛の結晶のような行動だと思うので

すが，この行動力もすばらしいです。ありがとうございました。 
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三原の皆さん，ぜひ二之丸会の皆さんを，お見かけになったら，「ありがとう。」という

ふうに声をかけてさしあげていただきたいと思います。 

それでは発表いただきました山崎さん，本当にありがとうございました。もう一度大き

な拍手をお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（山崎） 

ありがとうございました。 

 

事例発表②  

●知 事 

ありがとうございました。 

それでは，続いての発表に移りたいと思います。 

次の発表をしていただきますのは，地域おこし協力隊の唐井ゆかりさんです。地域おこ

し協力隊とは，総務省がやっている制度でして，いろいろな地域に入ってその地域を助け

るというものなのですが，大体田舎のほうに入っていき，高齢化が進んだりとか人が減っ

て困っているというようなところの，地域の立て直しというのをお手伝いをしていただく

皆さんです。この地域おこし協力隊として平成 25 年５月から大和町に移り住んで，農事組

合法人で農業に従事する傍ら，地域における各種イベントの企画であるとか運営をサポー

トされていらっしゃいます。また，青年海外協力隊の経験を生かして地域と行政の橋渡し

役として地域活力の掘り起こしに取り組んでいらっしゃるということです。 

今日の発表のテーマは，「地域の魅力を伝えたい～地域おこし協力隊としての挑戦～」で

す。 

それでは唐井さん，よろしくお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（唐井） 

「地域の魅力を伝えたい～地域おこし協力隊としての挑戦～」という題で話させていた

だきます。三原市地域おこし協力隊として一番三原市の西北に位置します大和町というと

ころで活動しております唐井ゆかりと申します。よろしくお願いいたします。（拍手） 

自己紹介なんですけども，実は私，三原市高坂町出身です。三原高等学校を卒業した後

に県外のほうに出まして，留学のための専門学校に通い，アメリカのほうに留学しており

ます。その後どうしても海外のほうに夢が捨てきれなくて，青年海外協力隊という形で西

アフリカにあるガーナ共和国というところで２年間活動させていただきました。そして

2012 年９月に帰国しまして，その後は，実は神戸市のほうに半年ちょっと在住しておりま
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す。そしてその後，2013 年５月より三原市地域おこし協力隊１人目として大和町のほうへ

移住し，現在３年目を過ごしております。 

青年海外協力隊ＩＮガーナ共和国ということで，職種のほうはエイズ対策ということで

した。というのも，私，社会学部卒業で国際協力学部のほうも出てるんですけども，そち

らのほうでエイズのほうに大変関心を持ちまして，できればアフリカ大陸のほうで直接業

務にかかわってみたいということで，現地のＮＧＯのほうに派遣され，そちらのほうで２

年間活動させていただきました。 

こちらは子供の体重を測って健康診断をしているとこです。この周りにいる子供たち全

員エイズ陽性者の子供たちです。 

こちらのほうはエイズ対策の予防で，陽性かどうかの検査を受ける前に血圧測定をしま

しょうという形で，一般の人を呼んで，その後にエイズの陽性の検査を受けませんかとい

う形で，ちょっとハードルを低くして，人に来てもらえるように活動していたところです。 

では，地域おこし協力隊とはなんですけど，都市のほうから過疎地域のほうに住民票を

移す形で一定期間移住しまして，地域ブランドや地場産業の開発，販売，ＰＲそして農林

水産業への従事，住民の生活支援など多岐にわたる活動をしております。地域協力活動を

行いながらその地域への定住定着を図る取組で，一番，推進しているのは総務省のほうで

す。実地主催として地方公共団体，私の場合は三原市のほうが地域おこし協力隊応募して

いるという形で三原市のほうに申し込みをしまして，そちらで面接などを受けまして受

かったという形になっております。 

今回は魅力を伝えたいという形なので，私が思う魅力の伝わる循環という形をやります。

素敵って思ったことに対して，その人が，ああ，こうして伝えようといって，ほかの人に

伝えたいなあという魅力だった場合，その声によってそれが伝わった方が，なになに？お

もしろいことあるの？という反応が示されまして，そのときにああ，自分も思うよ，こう

いうことを思うよという共感が生まれて，またその中からまた，あれ，新しい素敵なこと

があるよっていう形で見つけていくっていう循環が一番魅力を伝えれる循環なんじゃない

のかなと思っております。その素敵っていうことをまず一斉的に発する存在というのが地

域おこし協力隊なのではないのかなと思っています。というのも，地域の中でずっと住ん

でますと何が素敵なのかわからないという方々がいらっしゃいまして，私が入ることに

よって，あ，あなたのこれは素敵なんだよ，あなたのこれはすばらしいことなんだよとお

伝えすることによって，ああ，それは素敵なことなんだ，外にとってはすばらしいことな

んだねっていうことが伝わっていくということが一番きれいな循環になっていくのではな

いのかなと私は思っております。 

では，活動を地域の方も知らない方もいらっしゃるかもしれませんので，一応ご紹介さ

せていただきます。広島県三原市全体では，人口は約９万 9,000 人いらっしゃるというこ

とになっておりますが，三原市大和町の場合は，三原市の総面積の約４分の１を占めてお
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ります。そして，平成 17 年に三原市と合併するまでは賀茂郡大和町という形で，行政は全

く違ったところでなされていました。現在町内人口は約 6,200 人いらっしゃいます。高齢

化率は中山間地域全域のほうで 36％と言われております。三原市全体では 28％。こちらは

平成 22 年の統計なので現在はもうちょっと高いのではないのかなと予想されます。産業と

しては農業や自営業の従事者がほとんどで，生活基盤は大和町のほうでなされることもあ

りますし，なすだけの力はあります。というのもスーパーもありますし，空港までも近い

ので，そこら辺で，大和町内で会社を持っていてもそんなに困ることはないよという状況

です。ただ，三原市中心部までが 29 キロメートルという形で，大和町のほうから三原市に

来るためには約１時間近く，40 分から 50 分かからなければ三原市中心部まで来れないっ

ていう，ちょっと三原市の市街地からしたら遠い場所ということになります。 

活動概要なんですけど，農業従事ということを一つやっております。私，とても運がい

いことに，広報みはらのほうに表紙で一度，載させていただいたことがあって，大和町の

方からは農業やってる子なんだねというのが１年目の反応でした。やっていることという

のは農事組合法人むくなしさんというところに入りまして，農業従事ということで，稲刈

り，田植え，防除作業，そして野菜の栽培，収穫，出荷という形を今，週２回行っており

ます。ここの農事組合法人むくなしさんというのはとても活発な農事組合法人でして，そ

ちらのほうで開催されていた泥リンピックという田んぼの中でやるバレーのイベントをや

られてましたので，そちらのほうの運営補助だとか，実はこの 11 月に行いました収穫祭の

運営の補助なども行っておりました。 

活動概要の二つ目として，大和町自治振興連合会という大和町全域の自治組織がありま

す。そちらのほうで主催行事のほうの運営補助をしています。一緒に写ってらっしゃる男

性は事務局の方々です。その中では，だいわ元気まつりという毎年 10 月に大和町内で行わ

れます一大まつりのほうの実行委員会に参加したりとか，あとは健康ウォーキングといっ

て 11 月と４月に行われますウォーキング大会のほうの運営，あとは去年なんですけども，

だいわ元気まつりの当日に大和町のお宝を探せということで，クイズスタンプラリーのほ

うを私のほうが企画して催させていただきました。賞品としては久井町，大和町産のポテ

トチップスがカルビーから毎年秋に販売されてるんですけども，そちらのほうを賞品とし

て渡して，大和町に関するクイズに答えていただいて，スタンプが全部集まったら，ポテ

トチップスと交換というイベントを行い，参加者が約 130 名，その中で町内の参加者が約

６割，外からが４割という形のデータが残っております。 

地域おこし協力隊の活動その他ということで，こちらは私が，いいなと思って，やっちゃ

おうっていう形で行ったイベントになります。１つ目が大和芋という特産品があるんです

けども，あまり，つくり方，使用方法を町内の方も知らないんです。大和芋は，ぜいたく

品なんで，あまり手が伸びないんだけども，いろんな食べ方があるよということを知って

いただきたくって，料理教室を開いたりとか，あとは大和町に来まして，蛍が飛んでいる
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んですね，それをまた町内の人が守って育てている蛍が飛んでいるんですけども，そちら

と，大和町に移った時に星空がとってもきれいなところで，ああ，じゃあこれをちょっと

コラボさせて星空と星の鑑賞会ということで，地上の星と天空の星という形で，久井の天

文台のほうの移動式プラネタリウムをお借りして，星空と蛍の鑑賞会というイベントを行

いました。あとは，去年の 11 月に大和町の備後神楽ということで，神楽がとても盛んな町

なのでそちらのほうを三原市街地の方にも知っていただきたいということでイベントを催

しまして，そこの同じ場所で大和町産のいろいろなお菓子であったりとか，お野菜であっ

たりとかを販売するという産直市を一緒に引っつけてイベントを起こしたこともあります。 

あとは，これはもう日々の活動になってしまうんですけども，イチョウの木の下でとい

う月間報告書を町内のほう，あと，市のホームページにて掲載させていただいております。

なぜこれをするのかというと，やっぱり，町内のほうでもあまり知られていない地域おこ

し協力隊活動ということがあまり存じ上げられていない方が多いので，そういった方に対

しても自分はこういうことを思っているよ，こういうイベントがあるんだよということを

知っていただきたいと思って，始めさせていただいたのと，あとは市の人にも大和町とい

うところはこういうところなんだよと知っていただきたくて，報告書を着任後，２ヶ月目

からずっとやらせていただいていて，現在 30 カ月分，ずーっと報告書を上げております。

こちらのほう，市のホームページのほうでご覧になられるので，地域おこし協力隊，唐井

ゆかりと検索していただければ，多分一発で出てきます。あとはそれ以外は花火大会，か

るたを作る会，自治振興会との連携，また，コーディネートということは多岐に及びすぎ

るので，ちょっとこちらのほうは割愛させていただきます。 

自身の活動の基本としていることなんですけども，地元の人は活躍するべきだと私は

思っています。地元の人だからこそわかる大和町のよさ，三原市のよさというものがあり

ますので，そちらのほうをどんどんどんどん発信していくべきだとは思うんですけども，

どうやって発信の方法がわからないとか自分は実は町内とか市内のつながりしかないんだ

よねということが多い方もいらっしゃるところに，移住者であったりとか出身者という方

が力を合わせることによって，町内のいいところをどんどんどんどん外に伝える力ができ

るのではないかと思って私のほうは活動しております。それがこの，魅力の伝わる循環と

いうことで，素敵っていうことを出身者であったりとか，移住者のほうが挙げることによっ

て，なになに？何かおもしろいことあるのという形で，地元の方が気づき，出身者，Ｕター

ン者であったり，移住者であったり，地元っていうことを関係なく，自分たちもそう思う

よ，一緒に活動しようかという形になっていくように私は活動していきたいと思っており

ます。 

地域の魅力を伝えるためにという形で私が今現在まで活動していたことというのは，１

年目に町内の情報のほうを収集しまして，町内の地理の把握，場所がわからなければ伝え

ることもできませんので，大和町内はどういったところなのか，どういったものがあるの
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かということを調べるという形を行いまして，２年目のほうから情報発信であったり，イ

ベント，こういうイベントを起こして三原の人に知ってもらおう，大和町の人，大和町の

ものというものは三原にとってはすごい魅力的なんだよということを知ってもらおうとい

うイベントや情報発信ということに力を入れまして，３年目である今というのは情報発信

の強化ということで，７月にホームページのほうを立ち上げまして，そちらのほうを運営

させていただいたりとかしております。 

それで，私，地域おこし協力隊としてできることというものに対しては，地域の人には

できない分野で仕事をすることだと私は思っています。大和町の場合，情報発信は大切だ

ということはわかるよ，でも，やり方わからないんだよねという町民の方が多い中で，あ

あ，じゃあ私，若者です，フェイスブックもツイッターなどインターネットにはとても強

いですよということで，じゃあその分野は唐井さんに任せるねっていう形で，今現在いろ

んな形で連携させていただいております。 

こちらのほうが７月から始めました大和町自治振興連合会主催のホームページ「だいわ

がいど」というものになります。こちらのほうは大和町で咲いている桜を，自称写真家っ

ていうすごい友人がいらっしゃるんですけども，その方に撮っていただいた写真を使わせ

ていただいてやっております。毎月月初めのほうに，毎月の情報という形と，あとは自治

振興連合会が行っているイベントの情報などを掲載しておりますので，もしお時間があり

ましたらちょっとクリックして見てみてください。 

ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

唐井さんどうもありがとうございました。 

唐井さんは，三原のご出身で，そしてアメリカへ行ってさらにはガーナへ行って，そし

て戻ってきたわけですが，どうして戻ってこようと思われたのですか。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうですね。青年海外協力隊としてガーナ共和国に行くまでは海外を中心に生活をした

いなという気持ちがあったんですけども，運が悪いことに，ガーナ共和国にいる時に東日

本大震災が起こりまして，私はその時にガーナにいますので全く何も手助けをすることが

できなかったということ。あとは海外で生活していると，日本のことをよく聞かれる機会

がとても多いんですね。そういったときに地元である広島県であったりとか，三原市であっ

たりということを全く説明できない，もしくはほとんど説明できない自分がいたというこ

とにすごい憤りを感じまして，帰ってきた時に日本で，ずっとではないけれども，絶対に

日本で生活してやるんだという気持ちがありまして，その時に地域おこし協力隊という職
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種があるんだということを知った時に，ちょうど本当に，運が，タイミングがよく，三原

市のほうが大和町での地域おこし協力隊を募集してましたので，何だかかんだかで活動す

るなら地元のほうが，地元が活性化していくなら一番うれしいということで，大和町地域

おこし協力隊という形で応募しました。 

 

●知 事 

なるほど。世界に出ていって，ふと気がつくとこのふるさとの大切さというか，それに

改めて気づいて，もっとよく知らなければということで，戻って来られたわけですね。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうですね。 

 

●知 事 

どうですか。ガーナも大変なところだと思うのですが，大和町は，高齢化も進んで過疎

も進んで大変な側面があると思うのですが，ガーナの大変さと大和の大変さというのは，

比較するとどうでしょうか。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうですね。ガーナ共和国のほうでは英語という形が共通言語で，特に地域の人と話す

のには現地語という言葉を覚えなきゃいけないっていう大変さがあったんですけど，やっ

ぱり大和町は広島弁でしゃべればそれが共通語になりますので，それが大変楽だったか

なっていうところと，あとはどうしても英語が現地語という場合だと，理解できない言葉

だったりとか，理解したくない言葉は，実を言うとシャットダウンができるんですけども，

広島弁でしゃべられたら全てわかってしまうので，そういったところは逆に広島県だから

こそちょっとつらいかなっていうところもあったりとかするんですが，共通だと言えると

ころとすれば，コミュニケーションさえ地域の人たちと本当に密にとっていければ認めて

くださる早さもすごい早いですし，それはガーナのほうに行って現地語をしゃべることで

その地域の人にちゃんと尊敬の念を表すということが大切になってきて，そうやって現地

語をしゃべることで向こう側の方も，自分の地域のことをよく知ってくれるんだなってい

う形で接してくださるので，そういったところは本当にどちらも一緒だなと思っておりま

す。 

 

●知 事 
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なるほど。今の活動をお伺いしていると，本当にいろんな活動に参加されているという

か，運営側なんでしょうが，すごく携わってらっしゃいますね。あんなにいっぱいあった

ら，何か大変ではないですか。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうですね。6,200 人に対して１人というところで，もう大変さがわかられると思うん

ですけども，ただ，地域のほうに顔を出せば出すほど私という個人のことを知っていただ

いて，地域おこし協力隊唐井ゆかりではなくって，大和町に住む「唐井ゆかり」だから頼

みたいんだよっていうことをおっしゃってくださる方がどんどん増えてきているので，そ

ういった面はいろんなイベントであったりとか，実は私三原市のほうの観光協会さんのほ

うにボランティアで出たりとかっていうこともやってるんですけども，そういった形で大

和町に限らず三原市全体，広島県全域で活動することによって自分が住んでいる大和町と

いうところをＰＲしていけるなら，それは越したことはないんじゃないかなと思っており

ます。 

 

●知 事 

スライドの中ですごくいいなと感じたのが，「いいなと思ったのでやっちゃおう」という

思いです。いいなと思ってもされる人ってなかなか少なかったりするのです。大和芋は，

よく見たら大和町の大和なんですね。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうなんです。 

 

●知 事 

お料理の紹介だとか，星空と蛍の鑑賞会，神楽と産直市とか企画をされて，手ごたえは

どうでしたか。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうですね。あのイベントにおいて自分の中で意識したことは，実は三原市の方にＰＲ

したいということではなくて，大和町の方に大和町のよさを知ってもらう機会をつくりた

いという形で大和町で行ったり，三原市で行ったりしました。というのは，実は神楽にお

きましても大和芋におきましても，大和町ではもうよく知れたことなんです。もうほぼ日

常的なもので，大和町に住んでるんだったら神楽は一度は見 たことあるよという形で，

一般的なもの過ぎて何がすばらしいのかわからないっていう声があったので，じゃあ，大

和芋に関しては大和芋を知らない方々に対してやってみようとか，神楽に関しては，じゃ
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あ大和町ではお金を払ってでも見るっていう方は少なかったりとかするんですけど，三原

市のほうでやることによって，あなたのものはすごいすばらしいことで，お金を払っても

見たいっていう方がいらっしゃるんですよということを大和町に持ち帰ってそれを示した

かったので，ああいうイベントを起こしました。 

 

●知 事 

なるほど。唐井さんは，先ほど日本に住むとおっしゃってそれを実践されたのですが，

これから，３年終わると地域おこし協力隊も終わりになります。今後はどういう予定とい

うか，海外にまた行きたいなという感じですか。 

 

○事例発表者（唐井） 

そうですね。今現在，ホームページのほうを運営していますと書いたんですけども，実

は自治振興連合会の方と連携した仕事は３年後も続けていくという形で，ホームページの

運営のほうは，私がお仕事として受け持たせていただくことになります。海外に対しては

今だに夢は，行きたいなという気持ちは薄れていませんが，大和町でやることによって，

もしくは三原市，日本でやることによって海外の人にも伝えれることはあるんじゃないの

かなということと，今現在日本で頑張って仕事をすることによって，その地域を一緒に頑

張って盛り上げてるんだよということで，海外の方のほうに逆に呼ばれる存在になってい

けたらうれしいなと思っております。 

 

●知 事 

ありがとうございます。この，大和町からも，直接世界につながっていくことができる

と思います。そして，これまで世界で培ってきた経験を大和町でも生かしながら，また，

海外につながっていく。お名前はからいんですが，とっても甘い唐井さん，大和町をこれ

からもどんどんＰＲをお願いします。 

 

○事例発表者（唐井） 

はい。 

 

●知 事 

それでは，唐井さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（唐井） 

ありがとうございました。 
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事例発表③  

●知 事 

どうもありがとうございました。 

それでは，続いて今度は，学生さんの発表になるのですが，発表いただきますのは，三

原市立第二中学校の梅田叶夢君，児玉大樹君のお二人です。 

お二人が通われている第二中学校は，町内会と連携をして防災教育に取り組んでいらっ

しゃいます。地域の避難所となっている中学校の体育館で避難所の運営体験をしたり，あ

るいは防災学習など地域住民と合同で定期的に行うといったことによって，中学生の力が

地域の力として位置づけられるようになったということであります。 

今日の発表のテーマは，「地域と行う防災教育」です。 

それではよろしくお願いします。 

 

○事例発表者（梅田） 

私は，第二中学校３年の梅田叶夢です。そして，パソコンを操作してくれるのが，同じ

く３年の児玉大樹君です。今日は，私たち二中が挑戦している防災教育を通して学んだこ

とを述べたいと思います。よろしくお願いします。（拍手） 

今年は９月の北関東，東北水害。そして昨年の８月に広島市で起こった土砂災害が記憶

に新しいと思います。この三原市でも大きな災害がありました。48 年前に起きた豪雨災害

では 20 名の死者を出しています。 

二中の防災教育は生徒の命を守るためだけに行われているのではありません。学校，保

護者，地域，行政及び研究機関が協力することで，生徒が地域及び社会で役に立つ人間に

なるように育む目的もあります。さらに，防災教育の視点として，仕組みを知ることや備

えることを学ぶことが大切です。 

それでは，二中の具体的な取組を述べていきます。二中の防災教育は，神奈川大学の奥

田麻衣先生，防災士の竹原さんを初めとする中之町下町内会の皆さん，物資の支援などを

いただいている三原市危機管理室の方々などの協力を得て行われています。 

１年生は，もし，二中が避難所になったらというテーマのもと，避難所の運営の仕方に

ついて学習します。まず，１人３平方メートルの陣地を新聞紙で確保します。３平方メー

トルはなかなか小さく一人一人が何とか眠れるくらいの大きさです。思い思いの場所に陣

地を取ってはいけません。体育館が避難所になるということは当然，高齢者を初めとする

地域の方々が来られます。体の不自由な人などにも配慮した動線の確保が必要だと教えて

もらいました。また，実際に備蓄されている乾パンも試食し，日ごろから備えていかなけ

ればいけないという防災意識が高まりました。 
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２年生は避難を終えて自分の安全を確保できた後の，まだ，避難できていない地域の人

を助ける練習をしました。竹と毛布でつくった簡易担架や，普段使っている学校の椅子を

使って人を運ぶことができました。バランスをとるのが難しく，階段を上がるときは大変

でした。力がある私たち中学生が積極的に動き，助けになりたいと思いました。 

私は三原市の公立中学校の生徒会長から成り立つ公立中学校生徒会連合会に二中代表と

して所属しています。今年の８月，連合会は，みはら未来議会という市の行事に参加しま

した。実際の議場を使い市長さんを初めとする市の部長級の方々に三原市の５年後，10 年

後，その先の未来に向かってよりよくしていくにはどうすればよいかを質問しました。二

中は，三原市の災害時において避難所生活の対策と防災教育の充実について質問しました。

これに対して古池副市長から，計画的な防災行政の推進を図るために地域防災計画が策定

されており，物資の調達，確保を目的に災害協定を締結していること，また，避難所生活

に必要な段ボールを製造業者と条約締結をしており，組み立て式トイレやテントを備蓄し

てよりよい避難所生活を送るために努力されていることを回答していただきました。私た

ちの学習が未来の三原のために役立ったことを実感した瞬間でした。 

今年の９月，今までの学習のまとめとして地域の人や三原市の方々とともに，１泊２日

の防災キャンプを行いました。私は県総体の陸上競技に参加したので防災キャンプには参

加できませんでしたが，児玉君が参加しました。応急給水所の設置から始まり，三原市で

も初めて行うことが多くあり，貴重な体験をすることができました。段ボールで区切りを

して自分の寝る場所を確保するだけでも人によって工夫があり，年代や性別によっても違

いがあることがわかりました。実際にやってみないと分からないことでした。 

この防災キャンプはたくさんの人に支えていただき実施するとができました。そんな貴

重な体験を通して，児玉君は感想の中で次のように述べています。 

お年寄りの方も参加しておられました。その方は，「年寄りとして扱わないでほしい，自

分でできることは自分でするし，年長者として知識も貸したい。」と強くおっしゃっていた。

避難所生活の大変な中でも一人一人としっかりと向き合うことが大切だということを学ん

だ。 

このほかにもさまざまな防災教育をしてきましたが，実際に災害が起きたときにどう行

動ができるかが一番大切なことだと思います。そのためには，一つ，冷静な判断と迅速な

決断力。一つ，避難が困難な人を救助できる行動力。一つ，日ごろからの備えの３つが身

についたりできるようになることを目標にして日ごろの勉強を大切にして，人間力を磨い

ていきたいと思います。そして，地域や社会の役に立つよう，チャレンジし続けたいと思

います。 

以上で終わります。最後まで聞いていただき，ありがとうございました。 

（拍手） 
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●知 事 

梅田君，児玉君，本当にありがとうございました。 

防災教育なんですが，すごいですね。地域の人も来られて，三原市としても，初めての

ことがいろいろあったのですか。 

 

○事例発表者（梅田） 

はい。水を災害時に応急給水所とかに引っ張ってくるんですけど，そういうのも初めて

でした。 

 

●知 事 

防災教育を受けているというよりも，何か防災教育を皆さんにしているという側面もあ

るのではないかというぐらいで，充実していました。 

 

○事例発表者（梅田） 

ありがとうございます。 

 

●知 事 

児玉君もキャンプに参加して，感想も教えてくれてましが，やってよかったなという感

じがしましたか？ 

 

○事例発表者（児玉） 

とても勉強になったし，やっぱりやってみないとわからないこともあって，本当に災害

が起きたときに，これでわかったことはこれから直していって，しっかりとした災害対策

ができるんじゃないかなって思いました。 

 

●知 事 

最後に，学んだことというのを書いてもらっていましたけれど，冷静な判断力と迅速な

決断力，なかなか我々もできないですが，それをしっかりと身につけようという思いに至

るというとこだけでもすごいなと思います。普段から備えるとか，行動力とか，すばらし

い学びがあったと思います。これから，中３で，高校に進学するという準備をされている

と思うんのですが，将来の夢というのは，どんなことがあるのですか。 

 

○事例発表者（梅田） 

僕は，この防災とかの知識も生かして，学校の先生になって生徒を導きたいなと思って

います。 
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●知 事 

なるほど。 

（拍手） 

児玉君はどうですか。 

 

○事例発表者（児玉） 

そうですね。やっぱり地元で暮らしていく中で地元のことを知って，地元が安全で暮ら

しやすい町を，住んでいて安全だ，これから災害が起きても自分たちが暮らしていけるっ

ていう町をつくっていきたいなと思います。 

 

●知 事 

ありがとう。では，地元に残りたいということですか。 

 

○事例発表者（児玉） 

そうですね。 

 

●知 事 

２人とも，そうですか。二之丸会の候補になりますね。 

本当に，中学生ですごくしっかりしています。これから三原も楽しみで，高齢化と言い

ますが，全然負けないで，頑張ってもらえるのではないかと思います。 

それでは第二中学校，この防災教育のことについて，皆さんと共有していただきました，

梅田君と児玉君にもう一度大きな拍手をお願いをいたします。 

（拍手） 

 

事例発表④  

●知 事 

どうもありがとうございました。本当に楽しみですね。５年目になると，前に出てきて

くれた子供たちがだんだん大きくなって，高校生が社会人になったり，中学生が，高３で

受験勉強を頑張ってたりとか，本当に楽しみなんですけど，２人もこれから楽しみですね。 

それでは，続いて次の発表ですが，県立総合技術高校３年生中村優生君，向井秀果さん，

大道美咲さんにお願いをいたします。 

総合技術高校では，地元企業と連携をして，ものづくり，サービス，ビジネスの感覚を

身につけるため，模擬株式会社を学校内に設立されました。学業で身につけた知識や技術
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を生かしてさまざまな製品や食品の販売等を行う華金ショップを定期的に開催して，地域

の方々に広く発信するなど，地域社会に貢献されています。 

今日の発表のテーマは，「総合技術高校発！地域元気化プロジェクト～模擬株式会社経営

と地域コラボによる商品開発を通して～」です。 

それでは，よろしくお願いをします。 

 

○事例発表者（中村） 

「総合技術高校発！地域元気化プロジェクト」と題して，実践報告をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（中村） 

本日の実践報告は，模擬株式会社の経営と地域コラボによる商品開発の２つの視点から，

地域貢献につながっていると感じている活動を紹介いたします。 

まず初めに，模擬株式会社来てみんさい屋の実践報告をさせていただきます，代表取締

役副社長中村優生です。よろしくお願いします。 

（拍手） 

本校は，工業，商業，家庭の学科からなり，心を鍛え，技を磨き，地域社会に貢献する

ことをビジョンとして掲げています。そして，私たちは授業の中で模擬株式会社来てみん

さい屋という組織を経営し，地域活性化に向けた取組として，全社員とお客様の笑顔と幸

福を追求すると同時に地域社会に貢献する，このことを企業ビジョンとして活動していま

す。 

来てみんさい屋の活動の大きな柱は，華金ショップの開催に向けた取組です。工業，家

庭系の学科はものづくりの技術を生かして商品を製作し，商業系の学科が中心となり販売

やイベントの企画，運営をしていきます。今年度は新たに相談コーナーというものを設け，

地域の方々のお悩みに寄り添い，地域を支えていく拠点になることができればと活動を始

めています。華金ショップは，９月から 12 月に月に１回ずつ開催しています。コアターゲッ

トは，幼稚園に子供を迎えに来たお母さんと子供たちと設定し企画を考えています。 

こちらの写真は，地元に大好評の華金カフェの様子です。 

ここで，三原テレビで放映された華金ショップの紹介映像をご覧ください。 

（映像） 

「お味はいかがですか。」 

「おいしいです。初めてなんですけど，以外にこの，ケーキとか見てびっくりしま

した。手づくりなので。こんなのができるんだなと思って。」 

「すごく楽しくて，高校も見れるので，すごくいいと思います。」 
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続いて，私たちのコンセプトがわかりやすく説明された映像です。 

（映像） 

「また，カフェの一角では人間福祉課の生徒がちびっこ広場として，折り紙やぬり

絵を楽しむコーナーを設けていました。このコーナーは，小さな子供を持つ保護者

同士が，子供を気にせず会話を弾ませゆっくり過ごせるようにと設けられたもので

す。」 

 

こちらのインタビューは，弊社のねらいがお客様に伝わっていることを証明してくれる

映像です。 

（映像） 

「普通の飲食店だとやっぱりなかなかここまで自由にできないので，見てもらって

る間に食事をゆっくりできるっていうのは，親としてありがたいですね。今は，年

に何回かしかないと思うんですけど，回数が増えたらもっと来て遊びたいと思いま

す。」 

 

オープンからの華金ショップの来客数の推移です。販促活動は集客にプラスの風を起こ

してくれています。その影響で徐々に，右肩上がりに伸びていることがわかります。この

ことは地域の方に華金ショップを認知していただいている証拠であると感じています。そ

して，気軽に来店しやすく，価格も安く，品質にも納得いただいてることが，リピーター

を引きつけている一要因ではないかと感じております。 

今後の華金ショップの活動予定は，フリップに示しているとおりです。12 月 18 日金曜

日は本校を会場として，翌日 19 日土曜日は三原うまいもの市の山脇邸で販売をさせていた

だきます。皆様のお越しをお待ちしております。 

 

○事例発表者（大道） 

続いて，地元企業とのコラボ企画について，大道と向井が紹介いたします。 

私たちは，３年生の課題研究の授業で商品の企画，開発に向けた研究を進めています。

今年度のテーマは，地元の産業に元気を吹き込むこと。三原臨空商工会から情報を提供し

ていただき，米の消費量拡大に向けて，米粉を使ったタコ焼き開発に取り組みました。大

和町のお米農家おこめん工房さん，道の駅神明の里の副駅長さんと一緒に試行錯誤を繰り

返し，このたびついに商品化にたどり着きました。私たちは，地元商工まつりでこの白い

タコ焼きを製造販売し，その取り組みを地元テレビで紹介していただきました。 

それでは，購入していただいたお客様の声をお聞きください。 

（映像） 
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「一見，普通のタコ焼きに見えますが，その味は。」 

「うん。もちもちでおいしいでーす。」 

「ふわとろ。おいしい。」 

「タコのやわらかさとか，ここのとろけるやわらかさとか，おいしいです。」 

 

続いて，商品完成に向けてアドバイスをいただいた神明の里副駅長さんのインタビュー

をお聞きください。 

（映像） 

「高校生とね，総合技術高校と道の駅はしっかりコラボして，これが商品にしっか

りなるように，本当にこっちもバックアップしながら，高校生からも新鮮なアイディ

アをもらいながら，継続していかなければいけないと心から思います。」 

 

○事例発表者（向井） 

この商品の想定される付加価値は，白さ，地ダコ使用，そしてとろーり感ですが，白さ

についてはまだ課題を残しています。しかし，商品パッケージは高校生らしさを出し，裏

面にも女子高生あるあるをプリントしました。タコ焼きを食べながら高校時代を思い出し，

話題に花を咲かせていただければという思いで考えました。 

そして，こちらの商品は 12 月１日から道の駅にて継続的に販売することが決定していま

す。ぜひ，皆さん，ご賞味ください。 

ご覧いただいたように，私たちは三原の町を元気にするため，思考を続け，地元の企業

の方とともにＰＤＣＡサイクルを意識した実践活動を続けています。 

ここでお知らせがあります。12月 10日木曜日に広島ホームテレビのＪステーションで，

白いタコ焼きの紹介をしていただくことになりました。ぜひご覧ください。 

以上で実践報告を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

どうもありがとうございました。 

総合技術高校がどんな勉強をしているのかというのは，なかなか外からではわからない

かもしれません。わかりにくいかもしれませんが，地域の中に入り込んでいろいろやって

いるなという感じがします。華金ショップですね。僕らの世代は「花金」ってわかるので

すが，みんなは，「花金」ってわかるかな。華金って名前は，どこから来たの。 

 

○事例発表者（中村） 

華の金曜日に開催していますので。 
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●知 事 

そうですね。ドラマから始まって，金曜日にみんな遊びに出かけるという意味で，週末

の前の「花の金曜日」ということから始まったのです。華金ショップは，本当に地元の皆

さんが来て，もっとやってほしいなというぐらいの大人気になっていて，そして，中村君

の発表も，本当に副社長みたいな発表で，よかったなと思いましたが，お二人の白いタコ

焼きは，今度道の駅で売られるのですか。これはレシピを採用して，道の駅では，誰が提

供されるのですか。 

 

○事例発表者（向井） 

副駅長さんの中田さんです。 

 

●知 事 

三原の新しい名物になりそうです。これも，いろいろ試しながら，さっきＰＤＣＡとい

うふうに言ってましたが，県庁でもＰＤＣＡというのを一生懸命やっていて，市でもそう

ではないかと思いますが，これを高校の時から実践してくれて，机の上で勉強するだけで

はなくて，本当にリアルな社会の中で勉強していくということで頼もしいなと思いました

が，３人とも高校３年生で，進路は決まったというお話ですよね。それぞれ，どんな進路

なのでしょうか。皆さんにちょっとご紹介してもらっていい？ 

 

○事例発表者（中村） 

僕は，高校卒業したら就職をするのですけど，電気関係の会社に就職するので，この学

校で３年間で身につけられたものはたくさんあるんですけど，その中で３年生のこの，華

金ショップという実習を通して責任感というものを一番身につけることができたんじゃな

いかなと思ってます。そして，この責任感は電気関係の仕事をしていく上で，人の命がか

かっているものなので，その力を大切に，これからも，社会人になっても続けていきたい

と思っております。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございます。 

 

○事例発表者（向井） 
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私も，高校卒業したら就職をするんですけど，美容の関係につきます。大きな自分の夢

としてはブライダルにかかわりたいと思っているので，美容の面で自分でいろんなことに

チャレンジして，大きな夢をかなえることができたらいいなと思っています。 

（拍手） 

 

●知 事 

県も結婚，婚活応援とかいろいろやっていますので，ぜひ，ブライダルもよろしくお願

いします。 

 

○事例発表者（大道） 

私も，高校卒業したら就職します。私は，飲食業で接客をする仕事につくんですけど，

お客様にとって一番いい店員になれるように頑張っていきたいと思います。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございます。３人とも広島県内に残ってくれるということで，とってもうれ

しく思います。 

（拍手） 

本当にしっかりと学校で学んで，そしてこれから社会に出て，しっかり活躍してくれそ

うな感じがするではないですか。本当に今日，発表いただいた３人に応援と感謝の拍手を

もう一度お願いしたいと思います。これからも頑張ってください。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。 

 

○司 会 

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

ました。 

 

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。 
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●知 事 

ありがとうございました。 

ご覧いただいたとおりですが，本当に発表者の皆さんそれぞれ，頑張っていらっしゃる

というか，いろんなことを取り組んで，地域を元気にしていただいてるなと思うのですが，

山崎さんを初めとするこの三原二之丸会の皆さんは，三原好きを増やしたいとおっしゃっ

ていたわけですが，そのために本当に三原好きの自分たちができることで，僕はかなり一

歩前へ出るというレベルを超えて，ご自分たちで本当にいろんなことに取り組んでいただ

いていますし，唐井さんも，三原から世界へ出て，そしてまた三原に戻って，地域のため

に頑張って働いていただいているということで，これも，自分ができることは何だろうと

いう中で考えてできることをかなりのレベルでやっていただいてると思うのですが，それ

を実行していただいているということだと思います。中学生，高校生の皆さんも，本当に

自分が中学校とか高校の時，どうだったかなと思うと，こんなに地域のことと係わったり

とか，地域のことを思ったりとか，責任感とか，私が高校のころ責任感という言葉を知ら

なかったのではないかと思うぐらいですが，すばらしい学びをしてそれをまた，実践をし

てくれているというところだったと思います。 

いろいろなことがあるわけですが，そういう中で，こうだったらいいなとか，ああだっ

たらいいなとか思うことは多々あれ，それを本当にちょっと実行するということによって，

いろんなことが変わっていくのではないかなと，今日感じました。この武将の格好をして，

ただ，行列に並ぶというだけではなくて，それだけでもいいことだと思うのですが，それ

を使ってもっと何かできないだろうかとそれを実践する，自分の海外での経験を何かうま

く役に立てられないか，あるいはこのＰＲに自分が役に立てるのではないか，それを実際

にやってみることで大和の情報が大きく発信されていく，そしてまた地域の皆さんに変化

が生まれていく，そんなことではないかなと思います。一人一人が何かできる，この一歩

だけ前に出て何かやってみると，思うだけではなくて実践をするということで，地域社会

が変わって，そしてそれの積み重ねがまた，広島県が変わって，それがまた日本全体が変

わっていくということにつながっていくように思います。 

今日，発表をしていただきました４組の皆様，本当にありがとうございました。改めて

皆さん，大きな拍手で感謝をしていただければと思います。本当にありがとうございまし

た。 

（拍手） 

今日も，本当にすばらしい発表だったと思います。今日は以上で終了ですが，終了の前

に，１つ，私からお願いがございます。 

今日，実は中学生の防災の発表をしていただいたのですが，ご承知のように，去年の８

月広島県で土砂災害がありました。多くの方がお亡くなりになられた，大変な災害だった
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わけですが，再びこういう災害を発生させないために，広島県では，防災，減災対策にこ

れまで以上に力を入れて取り組もうとしております。そして，それを実現するためには，

県民の皆さん，あるいは自主防災組織の皆さん，今日の中学校の協力していただいた皆さ

んも含めて，あるいは事業者，また，行政一体となって取り組む，広島県「みんなで減災」

県民総ぐるみ運動というのを，４月からスタートしております。これは本当に，最後，自

らの命を守れるのは，最後の瞬間本当に自分しかいないということで，それがどうやった

らできるのかということを，皆さんに知っていただいて，そしてそれをまた実践できるよ

うにしていこうということなのですが，お手元にパンフレットというか資料をお配りして

おります。５つの行動目標を定めて実施をしております。災害に備えて，身の回りの土砂

災害であるとか，洪水の危険箇所，あるいは避難場所や避難経路など，まずは知っていた

だくということが大変重要だと思っています。こういった災害危険箇所や避難場所という

のは，県民総ぐるみ運動・知る，というキーワードで検索ができるのですが，今日はこの

入り口に，ハザードマップを貼ってあります。ハザードマップは，どんなところが危険か

とか，避難所をしるした地図ですが，このハザードマップを掲示してありますので，今日

お帰りの前にぜひご覧をいただいて，また，お帰りになってからも，ご家庭や職場，ある

いは地域で，また，ほかの皆さんとご一緒にご確認をいただけると大変ありがたいと思い

ます。 

それでは，以上であります。 

本日はどうもありがとうございました。 

 

○事務局 

知事，すみません。最後にちょっと私たち事務局のほうから会場の皆さんに１つだけお

知らせをさせていただいてもよろしいでしょうか。 

 

●知 事 

はい。 

 

○事務局 

私は，県の広報課で広島県公式フェイスブック，ツイッターを担当しております寺本と

申します。 

さて，皆さんは，広島県の公式ＳＮＳの存在はご存じでしょうか。 

広島県では，フェイスブックやツイッターといったインターネット上のサービス，ＳＮ

Ｓを活用して，皆さんの暮らしに役立つ情報を日々発信しています。先日は県内 23 市町に

よる，リレーＰＲという連載を行って，グルメや観光情報など，各地域ご自慢のネタを掲

載しました。こちらは９月に掲載した三原市の投稿の写真です。三原はクリームパンなど
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が有名で，さまざまなスイーツがある町ということで，スイーツ押しの投稿になっていま

す。このように県の公式ＳＮＳでは，地域に密着した情報を含めて毎日投稿を行っていま

す。広島県のＳＮＳは知らなかったよという方はぜひ広島県のページ，いいね，またはフォ

ローしていただければと思っております。 

本日，お配りさせていただいております封筒の中にもオレンジ色のＳＮＳの紹介チラシ，

入れさせていただいております。フェイスブックやツイッターやっていないという方はぜ

ひ，本日この機会にご登録いただければと思います。また，登録方法がわからないという

方は，この会の終了後，私たち事務局のほうまで，お気軽にお声がけいただければと思い

ます。 

これからも皆さんの生活のお役に立てる情報を１人でも多くの方にお届けするべく，ま

た本日のチャレンジ・トーク同様，広島県の元気を発信しどんどん盛り上げるべく，頑張っ

てまいりたいと思っておりますので，ぜひ皆さんのお力もお借りできればと思っておりま

す。 

以上です。知事，お時間いただきありがとうございます。 

（拍手） 

 

●知 事 

どうもありがとうございます。じゃあぜひ，よろしくお願いをします。ありがとうござ

います。 

 

○司 会 

それでは，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。 

ご来場いただいた皆様，本当にありがとうございました。 

（拍手） 

なお，ご来場時にアンケートを，封筒の中に入ってると思います。お出口で回収してお

りますので，ご協力どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は本当にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。 

 


