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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」を開催いたします。 

私は，本日司会させていただきます，県広報課の豊田と申します。本日は，チャレンジ

に向けて元気が出る会にしたいと思いますので，どうぞ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。 

（拍手） 

 

●知事（湯﨑） 

ありがとうございます。もう何十回とやっていますけれども，話す前から拍手をいただ

いたのは初めてじゃないかなと。 

今日は大変お忙しい中，また，土曜日で，遊びに出かけたいと思うくらい最高の天気の

日に，本当にたくさんの皆様にお集まりいただき，ありがとうございます。 

この地域の宝チャレンジ・トークでございますが，県内の各 23 市町を回っていて，現在，

４巡目でございますけれども，尾道には前回は 25 年の５月，ですから，２年半ぶりぐらい

に今回お邪魔をさせていただきました。こうして尾道の皆さんとお話しし，そして発表を

聞くことを楽しみにやってまいりました。 

この懇談会を始めて，ちょうど丸６年ぐらい経ったところですが，こうして傍聴に来て

いただく方の合計は，前回までで約 8,730 人。本当にたくさんの皆さんに来ていただいて

いまして，開催回数も 71 回を数えているのですが，発表はこれまでで 584 人。今回また追

加されるわけですけれども，本当に継続は力なりと，そのように感じております。いろい

ろなことを我々県の職員も含め，発表者の皆さんに教えていただいておりますし，また，

傍聴の皆さんも，いつも元気をもらって帰るという会になっております。今日も是非，皆

さん，楽しみにお聞きいただければと思います。 

そして今日は，午前中，尾道の市内を２カ所ほど現場訪問させていただきました。 

１カ所目は，県内で唯一，道の駅として，国交省の「重点道の駅」に選定をされており

ます「道の駅クロスロードみつぎ」です。先般改装が終わって，とてもきれいになってい

るのですが，今日は，後で発表していただく，御調高校の皆さんがミツギレンジャーなど
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で，盛り上げていらっしゃいました。また，新たな特産物にしようとされているパパイヤ

など，いろいろなものを見せていただきました。地域の活性化に大きく貢献されている様

子を拝見させていただいたところであります。 

そして，次に原田町に移動しまして，廃校になった中学校の校舎を活用して原田芸術文

化交流館と名づけ，芸術文化活動の拠点として，市民の皆さんと協働で地域活性化に取り

組んでおられる様子を拝見をさせていただきました。この原田芸術文化交流館の取組は，

後ほど発表していただくことになっております。 

今日これから４組の皆様に発表していただきます。 

将来にわたって，広島に生まれ，育ち，住み，働いてよかったと，心から思える広島県

の実現に向けて，皆様と一緒に考えることができたらと思っておりますので，どうぞよろ

しくお願いします。 

最後になりましたが，今日の現場訪問，そしてこの場所の設営等も含めまして，平谷市

長を初めとして，尾道市の市役所の皆さんには大変お世話になりました。この場をお借り

して御礼を申し上げたいと思います。 

それでは，始めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 

○司 会 

ありがとうございました。それでは，湯﨑知事，檀上の席へお移りください。 

 

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

方へお進みください。 

皆さん向かって左からご紹介させていただきます。まず，廃校になった中学校を活用し，

芸術文化活動の拠点としてさまざまな交流事業の企画を支援・実施されております原田芸

術文化交流館活用委員会委員長の佐藤顕治さん。（拍手）また，同じく原田芸術文化交流館

でカフェを営業されているヤマソラパーチカフェ代表の清水麻紀さん。（拍手） 

続きまして，重井町在住で因島重井地区にある文化を次世代へ伝える活動に取り組まれ

ております重井町文化財協会会長の村上吉信さん。（拍手） 

続きまして，御調の５つの宝をＰＲするミツギレンジャーをつくり出し，地域活性化に

寄与されている県立御調高等学校２年生の近藤夏生さん。（拍手）同じく廿枝真由さん。

（拍手） 
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続きまして，異文化体験や交流を目的に台湾へ修学旅行を実施し，グローバル教育に取

り組んでおられる私立尾道高等学校を代表して３年生の加藤靖崇さん。（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旦お席にお戻りく

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します。 

 

事例発表 
 

事例発表① 

●知 事 

それでは，早速始めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

今日，事例発表いただきます４組の皆さんは，地域や職場，あるいは学校でそれぞれ，

いろいろなことに挑戦をされている皆さんであります。まず初めに発表をしていただきま

すのは，原田芸術文化交流館活用委員会委員長の佐藤顕治さんとヤマソラパーチカフェ代

表の清水麻紀さんのお二人です。 

改めてお二人をご紹介をさせていただきます。廃校になった中学校を活用して，芸術文

化活動の拠点とするために各種の教室であるとかコンサート，また，野菜市など数多くの

イベントを開催をして，生涯学習や生きがいづくりに取り組んでおられます。清水さんは

原田芸術文化交流会館内でカフェを営業されて，地元産の食材を使ったスイーツや自家焙

煎したコーヒーを提供されています。 

今日の発表のテーマは，原田芸術文化交流館やまそら活用委員会の取組についてです。 

それでは佐藤さん，清水さん，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（佐藤） 

皆さん，改めましてこんにちは。（「こんにちは。」の声あり）日ごろは，行政職員として

皆様にお世話になっておりますが，本日は一住民としてこちらの方に立たせていただいて

います。ちょうどこの活用委員会がつくられつつある時，たまたま私が町内会の連合会長

のお役をいただいたということで，今こうして委員会の委員長にもなっているということ

をご理解をいただきたいと思います。 

それでは，早速始めさせていただきます。まず，こちらのスライドの１ページ目。ここ

にあります像は，地元原田町出身の矢形勇先生の「希望」という像です。今はブロンズ像

になっていますが，元々はセメント像で，原田小学校，中学校あるいは原田幼稚園に通っ

た子どもはみんなこの像を知っているという，非常にシンボリックな像でございます。 

そういったこともあり，今日，一番最初の表紙にこの像を持って来たということでござ
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います。 

今日の発表ですが，まず，開館までの経過をお話させていただいたうえで，活用委員会

の事業の概要，自主事業の紹介，そして，課題と今後という流れで行いたいと思います。  

最後は，清水さんが，常設テナント運営者からのメッセージという形でお話しされる予

定です。 

この，原田芸術文化交流館やまそら，午前中に知事にも来ていただきましたが，山の中

にある学校です。 

今回発表するにあたって，ネットで調べていましたら，やまそらへの道筋が紹介されて

いるページがありました。ちょっと見ていただこうと思いますが， 

「ナビに沿って行きましたがすごいところにありました。」 

「どんどん奥に進むので，ちょっとだけ心配になりつつ進みました。」 

「ここに通う中学生は大変だったよね。」など。 

おもしろいなと思ってご紹介をさせていただきました。 

開館までの経過ですが，原田中学校は子どもの数も少なくなったことで，美ノ郷町にあ

ります美木中学校への統合が決まりました。そういった中，地元で，学校として使われな

くなる建物を使いたいという意見が出てきます。地区社協では，社協の事務局として。そ

れから，原田町歴史文化同好会からは，先ほど紹介しました，矢形勇先生の記念室として，

あるいは郷土資料館として使いたいという意思表示がされます。 

26 年３月に閉校しましたが，どういう活用をしていくかみんなで悩みました。ただただ

展示だけをする館にしてしまっては，一度は来ていただいても，二度三度と来ていただく

ことは難しいのではないか，いったいどうすればと悩んでいる中，26 年の 11 月には，い

ろいろな方からの，いろいろな形で使いたいという意見があることを知りました。隣にい

らっしゃる清水さんもそうですが，カフェやキッズルーム，あるいは手づくり品のお店を

やりたいなどの若い方たちの声が聞こえてまいりまして，それなら何とかなりそうだなと，

活用案を 27 年の１月に決定し，どういった組織で運営していくかを検討しました。建物は

地区社協さんがお借りすることに決まっていましたが，運営の主体がはっきりしなかった

ため，社協の中に活用委員会をつくり，その活用委員会がいろんなことをやりながら回し

ていこうということになりました。２月ぐらいから自分たちの手で改修をしていって，今

年の４月 18 日にオープンしたということでございます。閉校して，しばらくの間，誰もい

ませんでしたので，廃虚のような雰囲気でしたが，花の苗をいただいて花壇に植えると，

施設が生き返ったような気がしました。 

こちらはカフェの内装をされている写真です。皆さんそれぞれのテナントの運営者の方

が自己責任で改修をしていただくというルールにしましたので，こんな形で行っています。  

こちらは歴史文化同好会が矢形先生の記念室をつくられている姿です。 

そしてこれは，キッズルーム。カフェの方や手づくり品の方，そして子どもたちや子育
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て世代の方などたくさんの方に集まっていただきたいという思いで，作ったキッズルーム

ですが，そのキッズルームの壁にはこんなかわいい絵が描かれました。これは住民の方が

掃除をしている風景ですが，こんな風に変わっていって，とてもおじさんではこんな風に

はできないなと，感心しながら見ていました。 

これは歴史文化同好会の方たちが画廊をつくり上げようとしてる様子の写真です。 

こちらが矢形勇先生の作品の記念室。入口のドアにもこんな絵を描いています。 

それから，コンサートができるようにしようということで音楽室を作りました。個人の

方がお持ちの機材を持ち込んで，ステージを作っている様子です。 

オープンが４月 18 日に決まりましたので，そのオープンに向け，みんなで集まって打ち

合わせをしてます。オープン当日は，こんな風に準備をして，地元の画家の方に案内図も

書いていただきました。この看板は実は最近できたものです。このように，無事テープカッ

トして，オープンすることができました。 

オープン当日は地元の郷土芸能の鉦太鼓踊を披露したり，広島からコーラスのグループ

に来ていただいてコンサートを開いたり，また，いろいろなバンドに出ていただき，盛り

上げていただきました。 

次に事業の概要ですが，この館の運営については，基本的に自分たちがお金を調達して

維持管理していこうという考えでいましたので，何とかしてお金を稼がないといけない。

そういった中，まず最初に発想したのは施設活用事業。これは，テナントさんにお支払い

いただく常設利用料と，文化教室開催など随時利用の場合の３時間 1,000 円の特別利用料，

１年間を通じていつでも好きなときに使ってくださいという形の定額 10 万円の利用料で

組み立てています。 

次に実施事業ですが，これはイベント的に行っているものです。施設自体が知られてい

ないために，なかなか利用が進まない現状がありましたので，イベントを開催して，イベ

ントの収益で運営費を作り出そうという事業です。今行っているのは「もりの音楽会」，９

月から始まった産直市。それから，11 月 22 日に初めて開催しましたが，グラウンドｄｅ

マルシェという取組も行っています。 

こちらが「もりの音楽会」。クラリネットの生演奏を初めて聞いたという声もありました。

それから，この施設を練習場所として使わせて欲しいという弦楽器のグループの方がい

らっしゃいまして，練習をした後，すぐ隣にある小学校の子どもたちを招いてコンサート

を開いた様子の写真です。子どもたちがお礼のメッセージを書いて渡した写真がこれです。 

これは７月に開催をしましたけれども，夏休みの初め，要は宿題として使えるよう，図

画教室を開いてみようということで，地元の画家の方が企画をしてくださいました。ただ

描くだけではなく，指導もしていただきながら絵を描いていく，そんなイベントでした。 

それから，先ほどの練習場所を使わせて欲しいと言われた人達が，バイオリン教室や，

チェロの教室をお持ちになられていて，その生徒さんを連れてきて２泊３日で合宿をして
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いただきました。施設の中に泊まるのはちょっと難しいので，町内にあるお寺の宿坊のよ

うなところに泊まっていただき，町内の「ゆうじん温泉」や，食事に「尾道まなび村」な

どを町内のいろいろなお店を組み合わせて利用していただきました。そして合宿の成果を

この交流館でご披露されました。 

続いて９月 13 日に産品市を開きました。ここ原田は，ブドウの特産地です。これを売り

だそうと産品市を開きました。これがピオーネ。立派なピオーネが出展されました。たく

さんのお客さんに来ていただきまして，本当にびっくりしました。ただ，売れてよかった

ねではなく，実はこの売り上げの 15％を交流館の方に入れていただくようにしています。

そのかわりＰＲ，広報，お店のレジなど交流館で行い，交流館としての収益につなげてい

くという形です。地元の方もご自身がつくられた野菜や果物がたくさん売れてとてもうれ

しいという声が聞こえてきます。 

こちらは，オープンの時にはありませんでしたが，ピアノをよそから運んできまして，

そのピアノを使ったコンサートを９月に開いた場面です。地元のいろいろな方が，いろい

ろな人を連れてきて毎月コンサートを開いてます。 

それから，こちらは 11 月 22 日に開きましたグラウンドｄｅマルシェの風景です。出店

料は 1,500 円。非常に安い金額ですが，この出店料も活用委員会の収入になっています。 

続いてこれは地元の作家の方の個展を開催している様子。産品市も同じ日に行いました。

この日は瀬戸田の方も出店をしていただき，塩レモンなど柑橘類を持ち込んで販売してく

ださいました。 

学校というところは，思った以上に使いやすいなと思いました。こういった形でグラウ

ンドが併設されてますので，車の駐車場に困らないということや，写真にはありませんが，

各階にトイレがあります。それから，一斉放送したい時には校内放送が行える設備もある

ということなど，思った以上に活用しやすいなと感じています。 

これはｈｏｎｎｏｒｉさんという手づくり品のお店です。これもびっくりしたのですが，

子育て世代の方が子どもさんを連れ，たくさん訪れていただいています。これは隣にある

キッズルームです。これ，下駄箱ですが，いまだかつてこんなに下駄箱が靴でいっぱいに

なったのは見たことがありません。 

この日の夜，ＬＥＤのランプを使った「あかりまつり」のようなものを行いました。こ

れは昼間にその準備をしている様子です。そしてこれが夜の姿です。コンサートも行いま

した。 

私の話はここで締めに入りますが，先ほど申しましたように，稼ぎながら施設を維持し

ていこうと考えていますので，今後の課題としては，まず中期的に，安定的な財源を確保

すること。欲を言えば楽をして儲ける商売を考えたいということです。それから２つ目。

実は小学校についても統合が決定し，原田という地区の中で子どもたちに共通の思い出に

残る場所がなくなってしまうのではという懸念があります。よって思い出の場所づくり。



－7－ 

それから，随分いろいろな形で施設を使っていただいてはいますが，まだまだ利用度が低

いので，認知度を高め，町外からの利用を一層増やしていきたいということです。そして，

生涯学習といった面だけでなく，福祉や文化芸術など総合的に町民にとって親しめるよう

な場所にしていきたいです。 

それではここからは，常設テナントの方からのメッセージです。 

まず最初に，歴史文化同好会というのがございます。お手元にやまそらの封筒がある方

もいらっしゃると思いますが，もともとこの中学校の後利用については，歴史文化同好会

というところが言い出しっぺになっています。実際の利用は，先ほどご紹介した矢形勇記

念室，それから郷土資料館で，施設の利用についてはそのような内容になっていますが，

あとは町内の歴史を感じさせるようなお寺や神社，そういったものをみんなに知ってもら

えるような活動をしたり，つい先般は原田の中心部あたりに摩訶衍山という山があります

が，そこから交流館までのウォーキングツアーの企画なども行っています。 

メッセージとしては，なかなか難しいんですが，要は原田を盛り上げていきたいという

思いを強く持たれた方たちのグループでございまして，最終的には移住とかそういったも

のにつながるような拠点にしていきたいということも思われているようです。 

それでは，清水さんの方に。 

 

○事例発表者（清水） 

では，交流館の２回でハンドメイドショップｈｏｎｎｏｒｉを営業されてる宗岡さんか

らのメッセージを読みます。 

「ハンドメイドショップｈｏｎｎｏｒｉの宗岡です。ｈｏｎｎｏｒｉは育児グッズを中

心としたハンドメイドショップです。３児の母である私自身がこんなのあったらいいなと

思うものを制作し，販売しています。お店のコンセプトはキッズスペース付きの雑貨屋で，

ママも子どもも楽しめるお店です。雑貨屋さんが好きなママさんは多いのですが，雑貨屋

は低いところにいろいろ置いてあって，小さな子どもを連れていっても触って壊してしま

う恐れがあるので，羽交い絞めにしていないといけないので逆に疲れてしまうんです。な

ので，ママはゆっくりお買い物，子どもは広々したキッズスペースでのびのび楽しめるよ

うにこだわってお店づくりをしました。 

おもちゃもなるべく木のものや絵本にしています。500 色の色鉛筆コーナーもあって，

子どもたちが描いた絵を黒板に張って飾っています。ワークショップスペースもあって，

ママのための硬筆ペン字教室やオリジナルの食器がつくれるポーセラーツなどを定期的に

開催しています。それも育児中のママさんの息抜きになるようなイベントを中心としてい

て，子どもがキッズスペースで遊んでいるのを見ながらできるので，好評をいただいてい

ます。講師の方もほとんどが未就園児を抱えるママさんなのも親近感が湧きます。 

そして，無料の交換会，リユースの会というのも開催していて，捨てるに捨てられない
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ものを持ち寄って，その場で欲しい人があれば無料で譲る。欲しいものがあればもらうと

いうエコな活動もしています。サイズアウトしたおむつやまだ状態のいい服だけどサイズ

アウトして着れなくてもったいないと思っている服などが，必要としている方に喜んでも

らってもらえることで，ごみも減り，消費も減って育児中のママにはうれしいことばかり

なので，積極的に開催して毎回好評です。 

ｈｏｎｎｏｒｉで扱う商品の中には，委託作家さんの作品もありオープンから半年過ぎ

た今では，30 名ほどになりました。委託作家さんの作品を置くのには理由があります。私

自身，出産してから子どものものをつくってハンドメイドにはまり，ネットショップをへ

てお店をオープンするまでになりましたが，同じように育児中にハンドメイドにはまるお

母さんは多いんです。自分がつくったものを第三者が気に入ってくれて購入してもらえた

らすごくうれしくて，そこが充実すると子どもにばかり集中して終わってしまう毎日も充

実してきて，子どもに優しく接することが増えるように思います。育児に悩みがない人は

いなくて，特に乳幼児を育てている母親は思うようにならず，どうしても社会から置いて

いかれていると思いがちな育児の中，アマチュア作家として自分がつくったものが誰かに

喜んでもらえ，買ってもらえたらその喜びは計り知れなくて，その喜びが子どもたちにも

伝わり，少しでも作家さんとその家族が笑顔になれるならという気持ちで委託作品を取り

扱っています。 

このように一人でも多くのママさんが笑顔になれるようなお店になればという思いでお

店に立っています。私もまだまだ未熟でお客様のママさん方から学ぶことばかりなので，

参考にさせてもらいながら心地のよいお店にできるようにしたいなと思っています。」 

次に，そのｈｏｎｎｏｒｉさんの隣にあるキッズスペースはらっこのもりの代表のカネ

ホリさんからのメッセージを読みます。 

「はらっこのもりは原田町にある原田幼稚園に子どもを通わす保護者たちで，どのよう

な施設があったらいいかと意見を出し合ってつくったキッズルームです。畳以外の遊具，

おもちゃ，ベッド，布団など全て寄付により集まりました。尾道市には福祉センターや支

援センターなど子どもが遊べる施設があり，私もよく子どもと遊びに行きます。しかしあ

る日，ママ友達と複数名で行った時に団体で来るのはちょっと……と言われてしまいまし

た。そして，お弁当を持参しても食べるところがないのが悩みでした。そのような経験か

ら，無人でいい，保育士さんなど不在でいいから団体で行っても気兼ねなく遊べる場所，

子どもが遊ぶスペースの近くで飲食可能な場所をつくりたいと思いました。１つの教室を

キッズルームにするに当たって，小さい子も大きい子も楽しめる場にしたかったので，ま

だ立っちもできない子用に畳スペースを設け，ねんねの赤ちゃん用にベビーベッドも設置。

大きい子用にパズルやすべり台も置きました。授乳期のママにうれしい授乳コーナーもあ

ります。廊下での飲食も可能にしました。また，月に１回ほど原田町の子育てサークルキ

リンさんの会がはらっこのもりで開催され，原田町内外の親子が広いスペースでのびのび
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楽しんでいる姿が見られます。」 

それでは，私がやっているパーチカフェからのメッセージです。 

飲食店での経験の全くない私が，閉校した母校でカフェを経営しようと思ったのは，原

田にいろんな人を呼び込みたい，特に若い世代の人たちを呼び込みたいという思いと，原

田の農業をもっと活発にしたいという思いがあったからです。まだまだカフェとしてはメ

ニューもサービスも充実していませんが，地元の農産物を使ったスイーツをつくってお客

様に食べていただいて，おいしいと喜んでいただくことが私が一番やりたかったことでも

あり，一番の喜びです。子育て中のママさんたちにもキッズスペースで子どもたちを遊ば

せたり，ハンドメイド雑貨店で買い物を楽しんだ後にカフェでゆっくり息抜きをしていた

だきたいです。子育て世代だけではなく，老若男女，いろんな世代の方にヤマソラパーチ

カフェを集う場所として利用していただきたいと思っています。 

以上です。 

（拍手） 

 

●知 事 

佐藤さん，清水さん，ありがとうございました。原田芸術文化交流館，すごい所にある

というお話でしたが，実は私も行きましたが，やっぱりすごい所にあるなと（笑） 

 

○事例発表者（佐藤） 

すごかったですか。 

 

●知 事 

（笑）学校がもともと山の上に作ってあったので，特に最後のアプローチがすごく細い

道で，車で通りながら，ここはどこに通じているのだろうと，ちょっと心配になったので

す。でも，考えてみたら，そういう立地はどこの学校にもよくあるパターンですよね。で

も，今日行ってみて驚いたのは，原田は，決して家が立ち並んでいるという地域ではなく，

田んぼがあって，家はぽつぽつという，そういう印象のところでした。今日は，もちろん

たくさんの方が来られていましたが，何か多世代に渡って賑わっているといったような，

何かすごいなという，外から見た印象と，実際では印象が随分違って，すごい集客力だな

と感じました。ちなみに，佐藤さん，先ほどチラッとおっしゃっていましたが，ご本業は

何でございましょうか。 

 

○事例発表者（佐藤） 

はい。ご本業は公務員でございまして（笑）産業部長をしております。 
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●知 事 

市民の立場でなるのと，それから行政の立場でやるのは，どうですか。なかなか一人二

役というのは，我々も経験がないですが，市民の立場になるといろいろ行政に文句を言い

たくなることか（笑）そんなことはないですか。 

 

○事例発表者（佐藤） 

どうでしょう。これまで行政職員の立場で市民の方にお話しし，市民の方からいろいろ

なお話を聞く中で，お互いにうまくコミュニケーションがとれているのだろうかと感じる

時があります。今回こういう取組をする中に自分を置いた時に，やはりお互いうまく言葉

が伝わってなかったのではないかと感じることはありました。私がもし役に立つとすると，

双方の言葉の意味が分かるというところです。分かったうえで上手にお互いに伝え合うこ

とができるのが良いことだなと思います。 

 

●知 事 

最初にコンセプトを練っていた時，展示だけだと１度は来てもらっても，２回目３回目

は難しいのではないかと。それで，繰り返し来てもらえるにはどうしたら良いかを考えら

れたという。そこはポイントですね。 

 

○事例発表者（佐藤） 

そうですね。展示だけの内容で，集客に苦労している施設を随分私は見てきているので

（笑） 

 

●知 事 

経験が役に立ったということですか。 

 

○事例発表者（佐藤） 

はい。ただ，やはりその中で何かやりたいと言い出す方がいらっしゃらなければ何もで

きなかったのかなということと，やはり最初の一歩を踏み出すためには，例えば館全体の

維持費を家賃だけで賄おうとすると，結構高いハードルになってしまうので，家賃はでき

るだけ抑えながらも，集客のために活用委員会も協力して，たくさんのお客さんに来てい

ただいたうえで，テナントさんに稼いでいただき，その売り上げの中から手数料をいただ

いて回していこうという考え方ですね。 

 

●知 事 

そこで何かをやりたいと考えられたお一人が清水さんだと思いますが，先ほどご紹介も
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ありましたが，もともとカフェをやりたいなと思われていたのか，それとも，この交流館

のことを聞いてから，やりたいと思われるようになったのか。きっかけはどんなところだっ

たのですか。 

 

○事例発表者（清水） 

もともと私は，刺しゅうが好きでしたので，手芸用品店が原田町内でできたらいいなと

思っていました。ただ，自宅でやるには，駐車場のことなどいろいろと問題があって難し

いし，やはり無理かなと思ってたところに，中学校を使いませんかという話が舞い込んで

来ましたので，これはもうやるしかないと思っていました。ほかにもハンドメイドが好き

な方がいらっしゃいますが，一緒にやるとなるといろいろ意見がぶつかったりして，難し

いだろうなとも思いまして。私は料理もまあまあ好きですし，あと，カフェがないと人も

来ないのではないかと思ったので，やろうと決心しました。（笑） 

 

●知 事 

始める時は，勇気が要ったと思いますが。 

 

○事例発表者（清水） 

途中で悩んで悩んで，１回，「もうやめます」と言おうと思って会議に臨んだことがあり

ました，でも会議で皆さんがすごく前向きだったので，その雰囲気にのまれて言い出せず

に，そのまま頑張ることにしました。（笑） 

 

●知 事 

みんなの力を得たというところもあるかもしれないですね。 

今はやってよかったなと思われますか。 

 

○事例発表者（清水） 

本当によかったと思います。いろいろな方が集まって，いろいろな方とつながりができ

て，みんなで原田を盛り上げようという雰囲気がどんどんできてきたなと思っています。 

 

●知 事 

今日行ってみて，それは僕も感じたところです。それぞれの部屋に個性があって，何で

こんなに違うんだろうと思ったら（笑），今日，この発表を聞いて分かりました。それぞれ

皆さんが自分の持ち場に責任を持って取り組んでおられ，多様なもの，多様なテーマがあっ

て，いろいろな人が楽しめるような印象でした。本当にみんなで盛り上げていこうという

雰囲気が伝わるような感じがしました。なかなか廃校になるというと，それだけでみんな
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がっくりしてしまうところですが，逆に地域の活性化につながってるいるのではないかな

という感じもいたしました。ちなみにちょっと宣伝をさせていただくと，私，清水さんの

ところでコーヒーとケーキをいただいたんですが，コーヒーは，佐藤さんが焙煎をされて

いらっしゃって，清水さんがコーヒーを入れられているということです。しかも，本当に

おいしかったです。これはお世辞抜きに本当においしいです。広島県内でもトップクラス

のおいしいコーヒーとシフォンケーキです。原田まで出かけていく価値が絶対にあると思

いました。しかもお値段はお安いと。 

 

○事例発表者（清水） 

コーヒー350 円。シフォンケーキも 350 円ですので。 

 

●知 事 

多分東京で飲んだら１杯 1,000 円ぐらいするのではないかなと思うくらいおいしいコー

ヒーでした。しかも尾道のお二人が協力をして入れられてるという。本当にすばらしいコー

ヒーですので，是非皆さんも行ってみてください。 

この芸術文化交流館を通じて，原田の活性化に取り組んでおられる佐藤さんと清水さん，

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いたします。 

（拍手） 

 

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をお願いをしたいと思います。次の発表は，重井町文化財協会会

長の村上吉信さんにお願いをいたします。 

村上さんは，白滝山の石像群や除虫菊，村上水軍にまつわる史跡など，因島の重井地区

にあります文化を次世代に伝える活動に取り組んでおられます。また，重井八幡神社の大

祭前夜には，和紙で作った灯ろうで境内を彩る，あかり祭りを企画されるなど，にぎわい

を取り戻すための取り組みも行っておられます。 

今日の発表のテーマは，「重井は宝の山」です。 

それでは村上さん，よろしくお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（村上） 

こんにちは。重井の文化財協会の村上吉信と申します。よろしくお願いいたします。 

最初に，我々の団体ですけれども，我々は，いわゆる重井の宝を掘り起こすとか，宝を
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承継するとか，そういった地域への思いのある人が会員になって，会員の方から，1,000

円いただいて，それをもとに活動しているような状況です。現在会員は 180 人ぐらいいま

して，財源的にはほんの僅かですが，それでも，今，世界遺産で八幡製鉄，軍艦島，富岡

製糸場，また，尾道にあっては日本遺産に認定され，これは文化財とか文化遺産を守ろう

と頑張っている我々にとっては追い風で，今この風を利用しないわけにはいかないと思っ

ています。地域活性化という言葉は，本来好きではないです。仲間が集まって何かをやろ

うということ，これが結果的に地域活性化につながるのではないかと思っています。これ

が年次計画です。いろいろな会があります。つまらない会もありますが（笑），大事なもの

も２，３あります。 

次にまいりましょう。先月の 10 月号の市広報の協働のまちづくりの紙面に，載せていた

だいたのです。これは，市の政策企画課のクラタさんという人が，取材に来て書いてくれ

たのです。すごく頑張って，いいところばかり書いてくれました。これで我々も，もっと

頑張ろういう気持ちになったのです。一つ一つ説明していたら長くなりますので，これく

らいにしておきますが，クラタさんが今後どうなっていくか，楽しみにしております。 

尾道には「あかり祭り」というものがあります。尾道で二番手だったので，あまり乗り

気ではなかったですが，重井の八幡神社。そこで，夏祭りにお神輿が出たのです。時代と

ともに，お神輿はなかなか出せなくなってきていますが。これは秋の大祭の日です。その

日のいわゆる神事事は継続していけるのです。やはり八幡神社は，地域で一番大切な古い

氏子です。いわゆる歴史の象徴です。そこをやはり，一番にぎやかにしなければならない

ということで，秋の大祭の前夜祭にぼんぼりを飾ったのです。 

公民館の地域活動をしている人にもお願いしました。今年は農協や，小・中学校も校長

以下職員の方全員に書いていただきました。郵便局長も。今日は郵便局長も来ていただい

ています。ありがとうございました。重井の人口がだいたい 2,800 人ぐらいですが，その

中，1,000 を超す灯ろうが集まったのです。2,800 のうちの 1,000 の灯ろう。これは大変な

数です。尾道の市立大学の美術学科の在校生と卒業生が，重井に２名いまして，この人達

が，「あかり祭り」のデザインをしてくれたのです。これは，やまなみしまなみで重井の輪

というのです。つながって重井の輪。これは大学生が考えてくれました。あんまりピンと

きませんが（笑）やはり若い人の感性も入れて良かったです。大体 800 人ぐらいの人が入

れかわり立ちかわりで来ていただいて，「もう，何年ぶりか」，「お宮も変わったのう」と，

大変好評で。でもこれからが大変で，盛り上がると逆にプレッシャーがかかるんですよね。

何かいいアイデアがありましたら皆さん，教えていただきたいと思います。 

そしてこれは，奥が神社の本堂。これが「あかり祭り」。これの点灯式というのを行いま

した。本堂の奥の院のあかりを，宮総代の方が受け継いでスーッと渡り廊下を下りてきて，

私が受け取るのです。それを市長が受取り，書いてくれました。「未来へ挑戦」という言葉

です。それへ私が灯して，一番高いとこにつけたのです。それから点灯式が始まるのです。
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その間尺八の音が，ずっと鳴るのです。これがまた，何とも言えない趣があります。もう

大成功でした。ありがとうございます。 

これが御神燈。その下に階段で。これが波と言うそうです。そういったものを表してい

るということです。 

そしてこれ，高いのが，先ほどの市長の「未来への挑戦」です。まあ，市長を宣伝する

わけではないですが（笑） 

そしてこれが，地域の子と小学校の先生です。小学校の先生も，土曜の日にわざわざ来

てくれたのです。ありがたいと思っています。 

次に，伝六ロードというものです。これは白滝山の下ですね。下に南北を通じて道路が

昔からあるのです。最初の一本松の灯ろうからフラワーセンターの灯ろうです。大体 700

メートルぐらいあります。この灯ろうを立てているところは，室町時代の終わり頃までは

海だったのです。あの灯ろうの，ここは東西南北を示しているのです。そしてフラワーセ

ンター側の灯ろうも，東西南北を示す，フラワーセンターのところの下，あそこも昔は海

だったのです。灯ろうが東西南北を示すいうことは，方角が分かり，季節感があり，日の

出日の入りも分かるいうことで，いわゆる漁業や海の，当時の村上水軍などもこの灯ろう

を目安に帰ってきたりしていたということです。大体，今，重井の町の民家があるところ

は全部埋め立てなのです。 

話がまちまちになってきました。この伝六ロードというのは，この，一本松からフラワー

センターまでの灯ろうまで，白滝山，仏像をつくった伝六さん。その人の生家もあるので

す。生家もあって，本家もあるのです。石仏をつくった親方と言いますか，責任者の柏原

林蔵，その生家もあるのです。事務方責任者の峰松初五郎，その人もこの沿線の上下に家

があるのです。それで結局あそこに書いてあるように江戸中期に改修され，これは伝六さ

んに携わったロード，英語にしたのですが，いわゆる伝六ロード重井１号線と名づけまし

た。この話も子どもは，「うわあ，伝六ロード，すごいね。」と。年配の人も「伝六ロード

は何？初めて聞いた。」と。これは地域の愛称ですね。皆さんの地域の道路に愛称をつけて，

多分いいことがあるのではないかと思いますよ。 

次に行きます。看板については，いわゆるプリントとかポスターもいいのですが，やは

り道行く人に見える形にして，作ろうじゃないかいうことで，頑張ったのです。これが馬

神というのですが，あとはもう，重井の町は海だったのです。遠浅で，それを全部埋め立

て，いわゆる農耕文明の基礎になるのです。その馬神の山には昔から伝説がたくさんあり

ます。それを書き添えて地図に入れたのです。 

これが先ほどのお宮です。これは神功皇后が皇紀 687 年に白木征伐で出兵した折にたま

たま瀬戸内海を通ってのどが渇いたから，ここの重井の井戸の水を２回飲まれた。重ねて

飲まれたから，重井という名ができたという，いわれがあります。 

これは，道祖神という，因北分署のある大浜と中庄の境にある道しるべ的な石仏。 
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看板を見ながらの地域の歴史散策ということで，みんなで集まって行きました。これが

全員集まっての記念写真。これは 80 人ぐらい行きました。 

以上で説明は終わりですが，もう一言お願いします。やはり重井は宝の山。しかしなが

ら，宝はもう１つあります。それは，子どもたちです。幼小中連携で頑張っています。こ

の前，中学校の連携道徳授業で行きましたが，子どもたち待っていてくれています。地域

の温かい気持ち，地域の人と一緒に勉強したい気持ちはあるのです。ですがなかなかきっ

かけがないのです。やはり子どもは素直です。今，重井も連帯教育ですごく頑張っていて，

地域に出ています。ですから，宝は２つ。歴史と子ども。やはり，これを大事にしていか

なくてはならないと思います。 

ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

村上さんありがとうございました。この，重井町文化財協会，皆さんそれぞれ年会費 

1,000 円。 

 

○事例発表者（村上） 

そうです。 

 

●知 事 

この協会はいつできたのですか。 

 

○事例発表者（村上） 

これは，昭和 52 年だと思います。伝六さんの 150 回忌に，地元に思いのある人が，20

～30 人集まって供養的なものをしたのではないかと思います。それからやはり伝六さんの

思いも伝えなければいけないと，重井には文化財的なものがあるではないかと，そういう

ことで，１人ずつ，個人会員を募集して始まったと，私は聞いています。 

 

●知 事 

それが今に続いてるということですね。 

そしてこの宝もいろいろご紹介いただいたのですが，ご紹介いただいてない宝もありま

すね。有名だから，紹介するまでもないかもしれませんが，石像群とか，あるいは除虫菊

のお話だとか，もちろん水軍の話も。ちなみに水軍は，やはり村上さん，ご先祖ですか。 

 

○事例発表者（村上） 
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お寺や，歴史を調べてみたら，初代は宝暦，江戸の半ばごろ。 

 

●知 事 

江戸の半ばぐらい。 

村上さんもたくさんいらっしゃいますからね（笑）水軍の家系も長い。江戸時代からと

か，長い方も多くて。それも宝だと思いますが。そして，子どもたち。 

よく考えたら，伝六ロードというのも，伝六ロードと名付けなければ，誰も気がつかな

かったかもしれないですね。 

 

○事例発表者（村上） 

子どもの時から，伝六ロードと言いますから，育って大人になっても，伝六ロードとい

うでしょう。 

 

●知 事 

そうですよね。除虫菊も一度廃れてしまっても，また復活させていこうという取組です

よね。 

 

○事例発表者（村上） 

そうです。 

 

●知 事 

今や除虫菊も珍しいですが，そのまま放っておけば，無くなってしまうかもしれないも

のですよね。 

 

○事例発表者（村上） 

除虫菊も白滝山が「にほんの里 100 選」に選ばれたのも，石像群とやはりその除虫菊の

白い眺めですね。それを復活させる思いを込めてというものもあったと思います。 

ですから，ロマンの花といわれて。 

 

●知 事 

新しいあかり祭りもすばらしいお祭りになったんじゃないかなと思います。何もないと

思うか，それとも宝を見つけるか，あるいはあかり祭りのように宝をつくっていくかとい

うことですかね。 

 

○事例発表者（村上） 
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はい。 

 

●知 事 

それで地域の活性化につながって。 

活性化という言葉は嫌いでしょうけど。 

（笑い） 

 

○事例発表者（村上） 

活性化というのは，活動が結果的につながったということだと思います。 

今の我々は，任期など無く，生涯，文化財協会の一員なんです。それなりの思いのある

人達の仲間ですから。無償のボランティアなんですよ。看板，その他諸々，最小限のお金

は，いわゆるお宮の方から行事ごとに補助をいただいていますが，結果的には無償のボラ

ンティアです。これだからできることもあるのです。 

 

●知 事 

そうですね。自分たちの力でやっているからこそ，という。 

 

○事例発表者（村上） 

そうです。 

 

●知 事 

それが逆に継続してる理由にもなっているのかなという気もいたします。重井の方でも

高齢化だとか，人口が減ってなかなか大変だと思いますが，こうして皆さんの手で地域を

守り続けている，村上さん，大変楽しいご紹介をいただき，ありがとうございました。 

もう一度，大きな拍手をお願いをいたします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（村上） 

どうもありがとうございました。 

 

事例発表③ 

●知 事 

ありがとうございます。 

それでは続いて，県立御調高校の近藤夏生さんと廿枝真由さんにお願いをしたいと思い

ます。 
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御調高校は皆さん，ご存じのとおりと思いますが，道の駅クロスロードみつぎと連携を

して，ＰＲキャラクター，ミツギレンジャーのヒーローショーを開催するなど，地域の活

性化に取り組んでおられます。また，御調の魅力を広げるためにご当地グルメ，御調もり

もりバーガー，御調もりもりスープを開発されました。 

今日の発表のテーマは，ミツギレンジャーを活用した地域活性化です。 

それではよろしくお願いします。 

（拍手） 

 

○事例発表者（近藤） 

皆さん，こんにちは。私たちは，御調高校２年生の近藤夏生と廿枝真由です。今日は，

私たちのしている活動について発表させていただきます。よろしくお願いします。（拍手） 

私たちが通う御調高校では，２年生が総合的な学習の時間のまなびのとびらという時間

に，御調町の地域活性化を目指してさまざまな活動をしています。 

このまなびのとびらでは，前にもあるように，課題の設定，情報収集，整理・分析，解

決策の創造，実践，そして新たな課題を見つけていくというサイクルの中で御調の活性化

を目指しています。 

私たちは，この活動をしていく中で，御調の５宝として，「自然」，「食物」，「文化・伝統」，

「福祉・医療」，「ソフトボール」の５つのグループに分かれて活動しています。また，御

調にある道の駅「クロスロードみつぎ」で，月に１度ありがとうデーというイベントが行

われます。そこで自分たちが解決策の実践の場として５つのグループが交代で参加させて

いただいています。今，前にいるこのミツギレンジャーは２年前から先輩方が考えられた

んですが，ミツギレンジャーをつくって一緒に地域を盛り上げていこうというふうに活動

しています。 

それでは，５つのグループの活動を少しずつですが，１つずつ紹介していこうと思いま

す。 

 

○事例発表者（廿枝） 

まず，福祉・医療グループでは，助け合い安心して生活できるまちづくりを目標として

活動しています。福祉施設の訪問や施設関係者へのインタビューを行ったりしています。

夏休みなどには福祉施設や託児施設へのボランティア参加も行いました。そして，認知症

サポーター養成講座として講座を受け，劇や紙芝居などをしていろんな人に認知症につい

て知ってもらう活動もしています。 

ソフトボールグループでは，競技人口を増やすことを目標として活動しています。競技

人口を増やすために何が必要かということを考え，小さい子にソフトボールの楽しさや親

しみを持ってもらうことが大切ではないかと考え，幼稚園や保育所，小学校でのソフトボー
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ルの体験会を開いています。今後は御調町外の小学校や幼稚園などにも活動の範囲を広げ

ていきたいと考えています。また，2016 年にインターハイが御調で行われるので，それの

ことを知ってもらう活動もしています。 

文化・伝統グループでは，まず，御調の文化・伝統とは何かということを調べることか

ら始めました。そして，柿，民話，みあがりおどりが出たのですが，マイナスのイメージ

がとても強かったので，そのマイナスをプラスに変えたら活性化するのではないかという

ことを目標にやっています。そして，柿に軸を置いて活動を始め，柿についてのフリーペー

パー，柿渋を使った柿渋染体験コーナーを実施しています。今後は御調の御調ものプロジェ

クトとして御調ブランドのおみやげ物を作っていきたいと考えています。 

 

○事例発表者（近藤） 

自然グループでは，自然に関する課題の解決策を探る，御調の自然のすばらしさを見直

す，御調の自然で商品開発をするといった自然に重点を置いて活動をしています。活動内

容は，まず，ありがとうデーの参加では，御調のお米，ヨモギを使った餅つき体験，試食

会やアロマキャンドル，ドライフラワーの配布などを行いました。また，御調の耕作放棄

地の調査を行い，その耕作放棄地を活用して花を植えて観光地にしようという活動もして

います。今後は，このような耕作放棄地に実際に種を植えていく予定です。 

次に食物グループです。食物グループは，パパイヤを御調の特産品にし，パパイヤで御

調を元気にしようという活動を行っています。パパイヤは実際に私たちも御調高校で６本

栽培しています。皆さん，パパイヤと聞いたらフルーツのパパイヤを思い浮かべると思う

んですが，私たちがつくっているのは野菜として食べるパパイヤです。パパイヤはまだま

だポピュラーな食品ではないので，まず，皆さんに知ってもらうという意味で，パパイヤ

のレシピ集をつくったり，実際にパパイヤの販売活動を行ったりしました。そして今は，

商品開発に向けてメニューをつくって，実際に今日も試食を配付したりしています。今月，

来週にまた，ありがとうデーがあるので，そこではパパイヤスープの試食も行うので，ぜ

ひ皆さん，足を運んでみてください。 

これで御調高校の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

近藤さん，廿枝さん，ありがとうございました。 

５つの分野で，活動しているということですが，これは１人が１つ選ぶ形なのですか。 

 

○事例発表者（近藤） 

そうですね。 



－20－ 

 

●知 事 

これは何人ぐらい参加しているのでしょうか。 

 

○事例発表者（近藤） 

60 人ちょっと。２年生全員です。 

 

●知 事 

なるほど。サイクルの図を見せてもらいましたが，まず，課題の設定をするところから，

情報収集をして，それを分析をして，解決方法を考えて，実践をするという，ちゃんと，

勉強の一環，教育の一環になっていますね。  

 

○事例発表者（近藤） 

はい。 

 

●知 事 

ＰＤＣＡサイクルと呼ばれたりするもんですが，それをこの活動の中で，まさに実践を

していると。どうですか，やってみて。新しい気づきなどありますか。 

 

○事例発表者（近藤） 

はい。私は食物グループに入っているのですが，まずはパパイヤがどのようなものか知

らないなどという課題があって，それなら，実際にパパイヤを広めたらいいっていう解決

策といいますか，仮設を立てて，「『ありがとうデー』でやってみたら？」とか，自分たち

が思ってもみなかった質問だったり，自分たちに足りないことなどが見つかったり，そし

てまた新しい課題が見つかるといったような形になるので，すごく勉強になります。 

 

●知 事 

廿枝さんは午前中に，柿渋染の体験をやらせてくれたよね。 

 

○事例発表者（廿枝） 

はい。 

 

●知 事 

何か新しい発見はありましたか？ 
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○事例発表者（廿枝） 

そうですね。自分も，まず御調が柿が有名とは知らなくて，柿渋という言葉も聞いたこ

とすらなくて，柿渋についての勉強をするところから始めていって，ありがとうデーで柿

渋染体験を１度したのですが，その時，自分では勉強していたつもりでも，質問に答えき

れなかったりすると，まだまだ勉強不足だなと思って。勉強して，もっと詳しくなって人

に教えられたら，もっと広まっていくのかなと考えます。 

 

●知 事 

楽しいですか。 

 

○事例発表者（廿枝） 

楽しいです。 

 

●知 事 

すごくいい活動ですね。勉強にもなって，しかも地域のことも勉強して。そして地域に

貢献をして。自らも勉強するのが楽しくなるというのは，一挙三両得ぐらいの感じの活動

かなと思います。これからも，頑張ってみんなで力を合わせて。これは２年生の活動です

か。 

 

○事例発表者（近藤，廿枝） 

はい。 

 

●知 事 

それでは，次の世代に。 

 

○事例発表者（廿枝） 

はい。次の２年生に。 

 

●知 事 

引き継いでいくということになるのです。是非この経験をもとに，いろいろと次のとこ

で役立って欲しいと思います。近藤さんと，廿枝さん，本当にありがとうございました。 

レンジャーの３人もご苦労様です（笑）レンジャー，僕が御調のクロスロードに行った

時もずっと僕のボディガードみたいに立っててくれて。それだけで大変そうだなという感

じでした。ご苦労様でした。 
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改めて近藤さんと廿枝さん，そして，レンジャーの３人に，大きな拍手をお願いをした

いと思います。 

（拍手） 

ありがとうございました。 

（拍手） 

高校生らしいレンジャーですよね。（笑い） 

 

事例発表④ 

●知 事 

それでは最後の事例発表にまいりたいと思います。私立尾道高校３年生の加藤靖崇君に

お願いをします。 

尾道高校では，異文化体験や交流を目的に台湾への修学旅行を実施するなど，グローバ

ル教育に取り組んでおられます。国際交流を通じて語学学習や異文化理解だけでなく，自

国の文化や生活，また，地球環境や平和について見つめ直す好機となっているそうです。 

発表のテーマは，愛のある社会を目指してです 

それでは，よろしくお願いします。 

 

○事例発表者（加藤） 

皆さん，こんにちは。（「こんにちは。」の声あり）尾道高校３年生の加藤靖崇です。私

は，日本の大学ではなく，台湾の大学に進学しようと考えています。まだ，私はほかの発

表をしてくださった人たちと違って輝かしい功績というのは残してないのですが，今日は

夢の話をして，まだ若いんだなと感じていただければ幸いです。（笑い） 

今日はその夢の話と，私の留学についてお話をさせていただきます。 

尾道高校では，３年前から修学旅行の行き先を台湾にしています。それは台湾が日本に

一番近く，最も親日国であるからです。そして，修学旅行だけでなく，台湾の国立大学に

１週間滞在して，現地の大学生や高校生と一緒に研修するというサマースクールも行って

います。私も今年の８月にこのサマースクールに参加し，英語を使って現地の同世代の学

生と討論したり，お互いの文化の違いについてプレゼンテーションをしたりしました。そ

の体験を通じて私たちの英語の能力の低さや積極性のなさを感じました。最近，グローバ

ル化や世界で活躍できる人間にならなくてはいけないと騒がれている中で，未来を担うべ

き私たちがこのような状況ではいけないと強く感じました。そこで私は自分自身で世界を

生き抜く力をつけようと思い，台湾の大学への留学を決定しました。台湾の大学に行くこ

とで英語そして中国語を学ばざるを得なくなる状況になります。そして私は台湾からイギ

リスの大学にも留学したいと考えています。台湾の大学は欧米を初めとする多くの海外の

大学と提携しており，交換留学やダブルディグリープログラムという台湾の大学と留学先



－23－ 

の大学，２つの大学の卒業を認めてもらえるという制度も充実しています。それから，台

湾の大学には外国人留学生も多く，人脈が広がることも大きな魅力の一つです。 

私は台湾の大学で農業経済学を勉強したいと考えています。農業経済学とは，経済学を

中心に，農業，農村問題や食料，また，環境の問題について研究する学問です。今の日本

の農業または食料の問題は，世界とのつながりを無視して解決することはできません。私

は自分の国でつくったものをその国の中で消費するということが本来あるべき姿ではない

かなと考えているんですが，現在日本の食料自給率はカロリーベースで 39％，アメリカで

は 127％，フランスでは 129％，イギリスでも 72％となっています。日本の水準は先進国

の中では最低の水準となっています。そのような農業における現実問題というのを私は日

本の外から見たいと思っています。そして，日本の農業をよりよい方向に進めていくこと

ができたらなあと考えています。そして，今よりも愛のある社会にしていきたいなと考え

ています。 

何だか話が何なんだろうというおかしな方向に進んだのではとお思いの方もいらっしゃ

るかと思うんですが，これには私なりの理由があります。農業というのは直接私たちの食

事とかかわるものであり，そして食事は人間が生きていく中で最も重要なことの一つであ

ります。食べ物が人をつくると思います。また，家族が団らんをする機会を生み出すもの

でもありまして，そこに会話が生まれ，家族の中でお互いがお互いを認め合うということ

ができると思います。その優しさが家族だけでなく，学校，職場，近所へと広がり，最終

的には地域や社会全体が優しく，愛のあるものへと変わっていくと思います。優しく愛の

ある社会により近づけるために，私は農業を通じて皆さんに貢献していきたいと考えてい

ます。 

しかし，私の夢は私だけでなく，皆さん一人一人の意識が必要です。まずは皆さんが今

晩楽しい食事の時間を過ごしてください。私の夢の実現，愛のある社会に一歩近づくとい

うことになると思います。 

ありがとうございました。 

（拍手） 

 

●知 事 

加藤君，ありがとうございました。 

学校で，いろんな機会をもらったということもあると思いますが，世界で生き抜く力を

身につけたいと思ったと。 

 

○事例発表者（加藤） 

はい。 
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●知 事 

一番大きなきっかけは何ですか。 

 

○事例発表者（加藤） 

やはり，今は英語が話せないといけないというのが，スタンダードになってきてる中，

僕たちが台湾に研修に行って，英語さえもしゃべれないというのはいかがなものかと思い

まして。 

 

●知 事 

そこから世界で生き抜く力をつけたいと。 

 

○事例発表者（加藤） 

そうですね。 

 

●知 事 

言葉だけじゃなくて，いろんな力が必要だと思います。そして台湾の大学に行って，イ

ギリスの大学にも留学をしたいと。 

 

○事例発表者（加藤） 

はい。 

 

●知 事 

これもなかなか発想としては，出てこない気もしますが，やはり台湾に行ったことがきっ

かけですか。 

 

○事例発表者（加藤） 

そうです。でも，僕は音楽も好きなので，イギリスは，ロックンロールの発祥の地とい

うことで，あこがれもありまして。 

 

●知 事 

いろいろなものがミックスされて，夢を構成をしているという感じですね。そして農業

経済学をやりたいと。 

 

○事例発表者（加藤） 

はい。 
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●知 事 

農業から愛へ。僕も最初は愛というのを聞いた時，何か飛んでるなと（笑），どこから農

業から愛に行くのだろうと思っていたら，ちゃんと説明もしてくれて。ロジックがありま

す。 

 

○事例発表者（加藤） 

ありがとうございます。 

 

●知 事 

食事に関わるということは，本当に大事なことですね。 

将来はどこで働きたいと思っているのですか。 

 

○事例発表者（加藤） 

今，小さい地域ごとに無農薬農業をしようとする活動がありますが，将来は，地域ごと

に無農薬などの農業をされている方たちに声をかけて，それをもっと大きな活動として

もっと広いネットワークで一緒にできたらと思っています。 

 

●知 事 

それをつなげるような役をやりたいと。 

 

○事例発表者（加藤） 

やりたいと思ってます。 

 

●知 事 

本当に具体的で，しかも大きな夢だなと思います。本当によかったです。台湾へ行った

ことが一つのきっかけになって，それを具体的にどういう形で実現していくかというとこ

ろまで，構想して，将来に向かって，大きく前に進もうとしているのがよく分かりました。 

夢を皆さんと共有してくれました加藤君に，もう一度大きな拍手をお願いいたします。 

（拍手） 

 

●知 事 

ありがとうございました。 

 

○司 会 
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ありがとうございました。 

以上で，予定の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。 

 

●知 事 

本当に４組の発表者の皆様，ありがとうございました。今日はいつにも増して力が入っ

て，かなり時間が押しておりますので，短めにまとめたいと思います。佐藤さんや清水さ

ん，あるいは清水さんからご紹介いただいた，それぞれのテナントの皆さんのメッセージ

の中にもありましたが，例えば，はらっこのもりの，「子どもが遊ぶスペースの近くで飲食

可能な場所をつくりたいと思いました。」とか，あるいは清水さん自身の若い人たちを呼び

込みたいという思い，そして佐藤さんのこの活動の場を何とか活性化につなげていきたい

という思いですね。みんなこんな風に思うことは，できるのですが，それを実際にしたい

と思った時，「誰かがやってくれるよ」ではなく，「自分がやろう」と思って，そして，勇

気を出して，いろいろ迷ったけれども，周りの皆さんにも押されながらやってみると。そ

れによって，この原田芸術文化交流館。本当に活性化。僕もあまり活性化という言葉は好

きではないのですが，活性化というより，エネルギーと楽しさが満ちているという，そん

なイメージを抱きました。重井町の皆さんも，村上さんだけではなく，いろいろな方々が

協力をし，この文化財協会，昭和 50 年代ぐらいから始まって，地域のいろいろな課題があ

るけれども，放っておくということでなく，自分が 1,000 円出しながら活動していくと。

それによって，また地域の大事なものが見つかったり，あるいは宝が新しく生まれたりと，

そういう風になるわけですね。中学校も，先ほどちょっと申し上げましたが，廃校になっ

てそのままだったら単なるお荷物になるだけだったかもしれません。でも，それをどう活

かすかを考えることによって，逆に地域の宝にいくということですよね。廃校というピン

チが今度はチャンスになっていくかもしれない。それをどうつかまえるかといったような

ことを見せていただいたのかなと思います。 

そして高校生の二組の発表も，いろいろな気づきもあるということですし，若い力を学

校の場で発揮をしてくれると。加藤君がこれから世界に向けて羽ばたいていって，そして

それをまた日本に還元したいという思いですね。ただ何となく思っているだけではなく，

それを実現していこうと，一歩踏み出していく，そういった力が見れたのではないかとに

思います。決して，何かすごいことをしなければいけないということではないと思います。
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大変な勇気だと思いますけれども，皆さん，一歩前へ出て。例えば清水さんが，周りの皆

さんに何か肩を押されたと，やめると言い出せなかったという。でも，周りの皆さんがサ

ポートするだけで，それが前へ進んでいくということですよね。地域活動に参加をするだ

けで活動をしている人たちも，運営をしている人たちもすごく大きな元気をもらうといっ

たような。参加するだけでも意義があるという。ただ家に座っているだけでは何も起きな

いけども，こうして出かけていくだけでも大きな変化が生まれていくということ。その小

さな変化が積み重なっていくことが地域の幸せをつくったり，あるいは県の幸せをつくっ

ていくのではないかな。あるいは新しい宝を生んだり，宝に磨きをかけていくということ

につながるのではないかなと思います。 

今日は，そういった事例をしっかりと教えていただいたような気がいたします。今日お

集まりいただいた皆様にも，それぞれいろいろな場所があると思います。家庭，職場，地

域，そこで何かをやってみる。何かに参加することだけでもいいかもしれません。日ごろ

と違うことをやってみる。是非，挑戦してみていただけるとうれしいなと思います。それ

が新しい広島県をつくっていう力になると思います。 

それでは以上で今日の会を終了したいと思いますが，２つほどご紹介をさせていただき

ます。今日発表をしてくれた御調高校の皆さん，ソフトボールが宝だというお話がありま

したが，このソフトボール部が全国大会に出場されまして，２位という大変な成績をおさ

められました。心からお祝い申し上げたいと思います。 

（拍手） 

それから，尾道高校。今日ラグビー部の皆さんに，何人か来ていただいていると思いま

すが，ラグビー部も今度全国大会に出場することが決まりました。是非，応援していただ

きたいと思います。 

（拍手） 

尾道，スポーツも頑張っていますが，ますます頑張って欲しいと思います。 

それで，以上ですが，最後に１つだけお願いがあります。お手元の資料の中にも配付を

させていただいていますが，ご承知のように，去年の８月に広島市で大きな土砂災害があ

りました。76 人の方が亡くなるという，大変な災害だったのですが，再びこのような災害

を起こさせないために，県では，これまで以上に防災，減災対策，力を入れて取り組んで

いこうと思っております。一方で災害に強い広島県の実現のためには，県民の皆さんお一

人お一人，あるいは自主防災組織，事業者，行政が一体となって取り組んでいかなければ

いけないと考えておりまして，広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動というものを，

４月から開始しております。お手元の紙をご覧いただいたければと思いますが，この５つ

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

あるとか，洪水の危険箇所や避難場所，避難経路といったところを知るということが大事

です。災害はいつ来るかわかりませんので，まずそれを知っておくということ。災害危険
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箇所や避難場所は，県民総ぐるみ運動・知る，というキーワードを入れて検索いただける

とご覧いただけます。今日は，後ろに，地図が張ってあると思います。後ろのパネルに地

図が張ってあるのですが，これはハザードマップと呼ばれるもので，そういった危険箇所

や避難場所を示したものであります。ぜひこの機会，お帰りの際にご覧いただければと思

いますし，改めてご家庭や職場，また地域で皆さんでご確認をいただければと思っており

ますので，どうぞよろしくお願いします。 

以上で最後でございます。 

本日は，長い間，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，閉会とさせていただきま

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，ご来場時にお渡しいたしました封筒の中にアンケートがございます。お出口で回

収させていただきたいと思いますので，どうぞご協力よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 


