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開  会 
 

（司会（八幡）） 

皆さん，こんにちは。大変長らくお待たせをいたしました。 

ただ今から「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，広島県広報課の八幡と申します。 

本日は，チャレンジに向けて元気の出る楽しい会にしたいと思います。どうかよろしく

お願いをいたします。ありがとうございます。 

 

 

知事挨拶 
 

（司 会） 

それでははじめに，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。本日は本当にお忙しい中，また暑い中，こうやってお集まりいただ

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，今日三次で改めて開催させていただきますが，３回目になり

ます。第１回は 22 年８月で，そのときも暑いときだったと記憶しております。そして去

年の 11 月にも，これは県内を８地域に分けてやりましたが，県北は三次で開催させてい

ただきましたので三次に参りました。そして今日が３回目です。少しずつやり方が違い，

最初は 10 名の皆さんにご出席いただいて，皆さんといろいろな懇談をするという形をと

らせていただきました。今日もそのときのご出席者に来ていただいています。昨年は地域

で頑張っていらっしゃる皆様に発表をいただくという形をとりまして，今年も実はそうい

う形で，三次でいろいろ頑張っていらっしゃる皆さんの発表をお聞きいただくという計画

にしております。 

このチャレンジ・トークですけれども，これまでに 300 人近い皆さんに発表いただいて，

傍聴の皆さんを入れると 3,000 人ぐらいの方に来ていただいております。県の取組である

とか，あるいはそれぞれの地域の取組をお聞きいただいています。今日も４名の皆様のお

話をお聞きいただくと，なぜこの会をやっているのかというのがよく分かっていただける

のではないかと思います。とても元気が出ます。ということなので，これから１時間 10

分ほどお時間をいただいて進めます。少し長丁場になりますけれども最後までおつき合い

いただきたいと思っています。 

また，今回の開催に当たりましては，増田市長をはじめとして三次市の皆さんにも大変
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お世話になっております。改めてお礼を申し上げたいと思います。 

また，今日ここに来る前に３カ所回らせていただきました。１カ所目は中村憲吉記念文

芸館でありまして，知的な中村憲吉さんのお仕事の跡，あるいは日本中の文壇の方々との

交流の足跡が本当によく分かるところでした。 

また，オーストリッチという会社の名前ですが，ダチョウの牧場を見せていただきまし

て，これも本当にゼロからのチャレンジをされていて，すばらしいチャレンジでした。 

そのお肉を売っている布野の道の駅，皆さん，ダチョウの肉を布野の駅でごらんになっ

たと思いますけれども，あれを売っている方が今ダチョウの飼育にも挑戦されています。

道の駅にも行かせていただきまして，ダチョウの肉と名物のアイスをいただいて，朝とれ

た牛乳からつくっていますというのをお伺いして驚いたのですけれども，すばらしい地域

の取組を拝見させていただきました。 

そういうことも併せて，また今日のお話を持ち帰って県政にも役立てたいと思っており

ます。 

これからしばらくおつき合いをお願い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。 

 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。湯﨑知事，壇上のほうのお席にお移りください。

お願いします。 

 

 

事例発表者紹介 
 

（司 会） 

それでは，本日の事例発表者の皆様をご紹介いたします。発表者の皆様は壇上にお上が

りください。 

それでは発表者の皆様をご紹介いたします。 

はじめに，株式会社広島三次ワイナリーではじめての女性醸造家としてご活躍をされて

いる髙嶋希世美さんです。 

続いて，若者目線でのまちづくりと地域の活性化の取組をされておられるＮＰＯ法人地

域活性化プロジェクトチームＧＡＮＢＯ代表の小川治孝さんです。 

続いて，生徒会長として学校行事の改革に挑戦をされている県立日彰館高等学校３年の

森末哲史さんです。 

陸上競技に打ち込みながらも，生徒会長や陸上部の部長として頑張っておられる三次市

立十日市中学校３年の津山伸哉さんです。 
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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。

ありがとうございました。 

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，湯﨑知

事，どうぞよろしくお願いをいたします。 

 

 

事例発表 
 

（知 事） 

それでは改めて，よろしくお願いいたします。 

今日事例発表をしていただきます４組の皆様は，地域や職場，また学校で積極的に活動

をして，挑戦をされている方々です。 

 

事例発表① 

 

（知 事） 

まずはじめは，今，ご紹介もありましたけれども，株式会社広島三次ワイナリーに勤務

されている髙嶋希世美さんです。 

改めて髙嶋さんをご紹介させていただきますと，髙嶋さんは平成 23 年に三次ワイナリー

に入社されて，会社ではじめての女性醸造家として，この夏，三次産のシャルドネをベー

スにしたやや辛口の白ワイン「三次の夏」を完成されたということです。売れ行きも好調

だと。 

 

（事例発表者（髙嶋）） 

上々です。 

 

（知 事） 

と聞いております。また，三次市の観光サポートスタッフとしても活躍をされています。 

今日の発表のテーマは，「女性醸造家としてのチャレンジ」です。それでは，髙嶋さん，

よろしくお願いします。 

 

（髙 嶋） 

皆さん，こんにちは。本日はこのようにお話しする機会を与えてくださいまして，あり

がとうございます。このような場で発言するのは不慣れですが，皆様に伝わるように一生

懸命頑張りますので，よろしくお願いいたします。 
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では，始めます。 

今日は，女性醸造家として私がチャレンジしたいことを主に述べさせていただきます。 

まず自己紹介ですが，私は福岡県出身で 27 歳です。高等学校を卒業して，東京に上京し

て５年ほどフリーターをしておりました。この高等学校のときに，私は大学附属の高校に

通っていたのですけれども，進路を決めるにあたりまして，当たり前のようにみんなが進

学していく中で，私は本当に何をやりたいのかと考えて，ちょっと時間がほしいと正直思っ

てしまいまして，両親に相談して，母親は自分が好きなことを一生懸命やるのが一番いい

と言ってくれたのですが，父親は大学に進学して，ちゃんとした企業に入るのが一番と言っ

ていました。父親を説得するのが一番難しくて，自分をちゃんと納得させて東京に行けと

言っていたのですが，実際自分が何をやりたいのか分からなかったですし，今思えばすご

く若かったので，とりあえず東京に出たら何か見つけられると思って，父親には 10 年後必

ず納得させるので，何の援助も要りませんので出ますと大見得を切って東京に上京して，

５年ほど自活して，フリーターをしていました。そのときに友人の薦めで専門学校の体験

入学をして，そこの醸造担当の先生の授業を聞いたときに，この醸造の先生のしゃべり口

調，醸造に対する熱い思い，ものづくりのおもしろさ，そういうものを目の当たりにして，

自分もこういう世界に入ってみたい，やってみたいと思って，こちらの東京バイオテクノ

ロジー専門学校に入学いたしました。それから３年間醸造発酵コースで学びました。その

後，平成 23 年４月に醸造科の先生の薦めもあり，広島三次ワイナリーに契約社員としてま

ず入社して，今年の４月から正社員として採用していただき，製造課に配属され，現在に

至ります。 

まず，広島三次ワイナリーの概要ですが，広島三次ワイナリーは，平成６年７月に創業

を開始して，今年で 18 周年になります。広島三次ワイナリーは，ワイン用のブドウの栽培

及びワイン製造販売，観光拠点施設，物産館，レストラン，喫茶の経営をして，年間ワイ

ン販売本数は 24 万本で，来客者数も約 40 万人となっております。こだわりのワインづく

り，三次の気候風土を生かした三次産ブドウ 100％のＴＯＭＯＥブランド，ＴＯＭＯＥブ

ランドは今年９月で４周年を迎え，こちらのＴＯＭＯＥワインは国産ワインブームに乗っ

て年々売上げが伸びてきています。東京に出張したときも，ＴＯＭＯＥワインが味わえる

フレンチのレストランがとても多くてびっくりしましたが，このように関東や関西方面へ

の認知度が上がりつつあります。ＴＯＭＯＥワインを楽しめるレストランやワインバーも

増えてきていますので，皆さんも是非寄ってみてください。三次ワイナリーは日本一のワ

イナリーを目指してただいま奮闘中です。 

私が広島三次ワイナリーに入るきっかけになったのは，幾つかワイナリーを紹介してい

ただいたのですけれども，広島三次ワイナリーにしようと決定的に決めた特徴を今から挙

げます。 

広島三次ワイナリーは，代表的な品種としてシャルドネ，デラウエアー，マスカット・
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ベリーＡ，メルロー，ピオーネなどを栽培しており，世界的に希少価値の高い貴腐ブドウ

を栽培しています。その貴腐ブドウは，白ブドウ用の品種にボトリティス・シネレアとい

うカビの一種の菌が生えて，その菌が干しぶどう状にブドウの水分を蒸発させて，そこか

ら絞り出した飴色のワインがすごく有名です。日本各地でもこの貴腐ブドウを成功するワ

イナリーは本当に少ないのですけれども，広島三次ワイナリーの貴腐ワインの完成度はと

ても高かったのですごく魅力的だと思ったのを今でも覚えています。 

貴腐ブドウがきちんとなるのは，三次の気候とか風土にすごくかかわりがあると思いま

す。貴腐ブドウがなるには，夏の日照時間がすごく長く，昼夜の温度差があって，収穫す

るときに朝もやがたって，午後は晴れるというような気象条件が必要になります。広島三

次ワイナリーの貴腐ブドウも，こういう三次の風土がつくり出す貴腐ブドウを使用してい

るので，とてもおいしい貴腐ワインができているのだと思います。 

あと，ナイトハーベストを広島三次ワイナリーでは実施しています。私が調べたところ

では，このナイトハーベストを実施しているワイナリーは３カ所しかありません。ブドウ

の収穫は大体８月から９月，10 月とかかるのですけれども，この９月の新月の夜はブドウ

に糖度がよく乗って，すっきりとした，おいしいシャルドネができます。その新月の夜に，

従業員みんなで集まって夜中にとって，そのまま温度に差がない夜のうちに仕込んで，すっ

きりとしたさわやかな，ちょっとだけリッチな気分になれるシャルドネをつくっています。

これは新月なのですけれども，このシャルドネを絞ったときの味としては，リンゴジュー

スのようにすっきりとした酸味で，甘みがあって，すごくおいしいシャルドネができます。 

広島三次ワイナリーは，自社専用圃場，３農家と契約しているのですけれども，これが

4.6 ヘクタールあり，自社農園は 2.1 ヘクタールあります。このように安定した原材料の

確保にも努めています。 

新たな人気品種の栽培にも着手していて，去年からピノ・ノワールとシラーを主につく

りだしました。あと，プティ・ヴェルドとメルローの赤品種の増強対策を実施中です。特

にピノ・ノワールは，冷涼な地域を好み，病原菌に対してもすごく弱く，わずかな気候の

変化と土壌の変化によって左右されてしまうので，ピノ・ノワールの栽培はすごく難しい

と言われています。今後，三次ワイナリーをピノ・ノワールの産地にするべく，栽培の技

術の確立を図ってまいります。 

左側が収穫前のピノ・ノワールで，右側はシラーなのですけれども，実際は収穫も終わ

り，ピノ・ノワールは瓶詰めして，熟成をかけているところです。 

こちらがＴＯＭＯＥワインのシリーズです。シャルドネは原料も豊富なので，酵母を変

えたり，つくり方を変えたりしながらストーリー性もあるワインをつくりあげています。

様々なシーンに合うワインをつくりあげています。 

今後の目標としましては，私も正社員として入社し，出張やセミナーに参加する機会を

多く与えてもらっています。セミナーに参加して，他社の醸造家の方と意見を交換すると，
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近年の国産ワインの品質向上がすごく分かります。例えば大手のワイナリーさんはプレミ

アムワインをつくるだけのワイナリーを設置して，技術を集結させたり，知恵を集結させ

たりして，本当に小規模ですが，プレミアムなワインをつくるワイナリーもできています。

あと，国産ワインが海外市場へ行っていて，山梨などではそれがすごく顕著にあらわれて

います。世界のワインの情報は 70％以上ロンドンから発信されていますが，そのロンドン

に山梨のワインがすごく輸出されていて，認められている状態です。 

こうした中で，国産ワインの品質の向上もすごく加熱していて，今後，三次ワイナリー

としても，もっともっと三次の地域性，独自性を意識したワインづくり，三次ブドウのポ

テンシャルの高さをよりよく生かせるワインづくりをしていかなければいけないと思いま

した。 

最後に，女性醸造家としての目標です。まず私が一番目指しているのは，栽培から販売

まできちんと責任の持てる造り手になることです。栽培から搾汁までの間でワインの品質

の 80％を決めると言われていますので，搾汁までの期間，自分がきちんと責任を持って取

り組みたいし，その後の過程も，お客様とは直接触れ合っていなくても，その先にちゃん

とお客様がいるということを意識した商品づくりをしていきたいと思います。 

さらに，女性ならではの商品の提案なのですけれども，私はちょっと眠らせている企画

があるのですけれども，今後それをいつ出していこうか思案中です。女性ならではとして

は，香りと，赤ワインの赤と言ってもいろいろな赤があると思うのですけれども，女性が

口紅を選ぶみたいに，色で選ぶ赤ワインがあってもいいのかなと思ったりします。三次ワ

イナリーのワインから私のつくったワインを買いに来てくださるお客様が増えるように頑

張ります。 

あと，いろいろな経験，先輩に教えてもらうこと，ワインの醸造の先生に教えてもらう

ことを通して，経験と経験に裏付けられた知識の集積，技術の取得をしていきたいです。

今は主に醸造と分析を担当させてもらっていますが，瓶詰めもしています。毎日のように

指の中に機械油ですとか，昨日もちょっとけがをしてしまったのですけれども，女性とし

ては厳しい職場ですが，三次ワイナリーはいい施設がたくさんそろっていて，いいワイナ

リーだと思うのですけれども，日本のワイナリーには機械化されていないところもたくさ

んあるので，私としては，いつ，いかなるとき，どんなことが起こっても，機械がなくて

も，自分がつくれるようにしっかりと勉強したいと思います。そうすることで，自分を醸

造の世界に導いてくださった恩師の方と，つくり方とか，ワインのことについてきちんと

向き合って語り合う日が来たら，きちんと語り合いたいと思います。そして何よりも，三

次ワイナリーの醸造家としては，お客様をうならせる一杯をつくりあげていくことが目標

です。 

今年で福岡の家を出てちょうど 10 年になるので，父親を納得させる一杯をつくりたい

と思います。 
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これからも日々学ぶ姿勢と向上心を忘れずに取り組んでいきたいと思います。以上です。

ご清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。周りのお友達がそのまま進学するときに，ちょっと迷ってし

まったと。でも，迷ったことが今につながっているのではないかと思うのですけれども，

そういう意味では，我々大人もよく考えなければいけないところがあると思うのです。今，

お伺いしていて，ワインをお好きな方はとてもよく分かると思うのですけれども，ワイン

をお好きでない方はなかなか難しい話もあったのではないかと思います。例えば今，挑戦

されているピノ・ノワールというのは確かに非常に難しくて，赤ワインは，カベルネ・ソー

ヴィニヨン，ピノ・ノワールが世界の中でも２大ブドウなのですけれども，カベルネ・ソー

ヴィニヨンというのは日本でもできているのですけれども，ピノ・ノワールはほとんど日

本ではできていないですよね。 

 

（髙 嶋） 

はい。 

 

（知 事） 

そういう難しいものに挑戦をされているということで，私もびっくりしました。西日本

一のワイナリーになりたいと書いてあったのですけれども，是非それは日本一のワイナ

リーにしてほしいなと。 

 

（髙 嶋） 

まずは，ということで。目指すはもちろん日本一。 

 

（知 事） 

ちょっと謙虚にね。目指すは日本一と。これも，ワインに詳しい方はご存じだと思うの

ですけれども，そうでない方はお分かりでないかもしれないですけれども，三次のワイン

は結構レベルが高いのです。ワインは，山梨とか長野が日本の中では有名なのですけれど

も，その中のワインと比べてもレベルがすごく高いと僕は受けとめていますし，そこを任

された醸造家の２人うちの１人ということですので，本当に大きなチャレンジだと思いま

す。 

そして，何よりも私がすばらしいと思ったのは，お客様，そして恩師，父親と，感謝の

気持ちを忘れないということですよね。こういう方が福岡から三次に来て頑張ってもらっ

ているというのは，すごくいいことじゃないですか。皆さん，地元でも歓迎していただい
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て，ワイナリーにも行っていただいて，ワインもいっぱい飲んで，三次の方々はワインに

詳しいとなってもらうのがきっと夢の一つではないかと思います。 

 

（髙 嶋） 

はい。 

 

（知 事） 

僕もいつか「髙嶋さんの造ったワイン」を飲みたいと思います。 

 

（髙 嶋） 

是非。 

 

（知 事） 

皆さんも，いま一度大きな応援の拍手をお願いします。どうもありがとうございました。 

 

（髙 嶋） 

ありがとうございました。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

続いて，ＮＰＯ法人地域活性化プロジェクトチームＧＡＮＢＯの小川治孝さんにお願い

します。 

小川さんが代表を務めるこのＮＰＯ法人地域活性化プロジェクトチームＧＡＮＢＯは，

甲奴町の若者を中心に今年の３月に設立されたということで，そういう意味ではできたて

ほやほやの団体です。この地域を元気にしたいという純粋な思いから，農業体験を通じた

地域の住民の皆様と参加者の交流を企画したり，あるいは地元の野菜を活用した商品の開

発などを通じて，地域の活性化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，「地域を守り続けること」です。それでは，小川さん，よろしく

お願いいたします。 

 

（事例発表者（小川）） 

皆さん，こんにちは。まずこちらに書いてございます「私達にとって，地域とは先祖か

ら受継ぎ，子孫から借りている宝です。」これは私が代表を務めさせていただいております

ＧＡＮＢＯの社員の皆さんの共通項で，皆さんこれを本当にやってきたからこそ，ＮＰＯ
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法人という法人格をとらせていただいて，地域で活動をさせていただいております。 

申し遅れましたが，私は三次市甲奴町から参りました小川と申します。生業は，創業か

ら申し上げますと，創業 92 年，私で４代目の，今ではガソリンスタンドと自動車の販売，

その他，自転車とかを修理したり，甲奴町という小さなまちでそういったサービス業を営

んでおります。 

それでは，発表を続けさせていただきます。今年の３月８日に設立しましたＮＰＯ法人

地域活性化プロジェクトチームＧＡＮＢＯと申します。ただいまのところは，三次市甲奴

町を中心として活動している団体です。 

設立に至った背景はこちらに書いてあるとおりですが，地域存続の危機が迫っているの

ではないかと危機感を募らせた私たちが，地域を何とかしたいと思って，それぞれ別々で

思ったり行動していたりしていた同世代の者たちが意識統一を図り，集結した集団でござ

います。 

こちらが三次市まち・ゆめ基本条例第６条です。この条例に共感し，自分たちの地域を

重ね合わせて，いろいろな角度から見ながら，今，自分たちができることから取り組んで

います。 

私たちの設立メンバーは甲奴町の人が中心で，こちらにもございますが，３名の農家さ

んと主婦，それと商工会と書いてありますが，商売をしている８名の商工会青年部員，あ

とは５名の公務員ですが，４名は三次市の職員です。16 人のメンバーで設立しました。官

民一体と書いてありますが，私たちのまちは，もう少しすると，まちがまちとして機能し

なくなるのではないかと危機感を募らせ，官とか，民とか，商売人や主婦や農家，そんな

ことを言っている場合じゃないのではないかと。私たちの地域が消えないうちに，本当に

自ら何とかしないといけないと思って集まったメンバーです。 

地域の中間支援組織としての役割，これが私たちの主な役割です。なぜ中間支援組織な

のかは，おいおいお分かりいただけると思います。地域再生，定住促進へ向けて，私たち

がどうしてもできない聖域は，インフラ整備，特に医療，子育て支援などです。この領域

は三次市がしっかりと構築されていらっしゃるので，私も子どもがいる身ではありますけ

れども，不安はありません。先ほども言いましたが，私たちのまちの場合，官も民も，間

に立つ政治家も，みんなで一つになって，自分の言いたいこと，主張したいことばかり言

わないで，考えて，話し合って，地域総動員でやっていかないといけないと思っておりま

す。 

それでは，私たちの地域再構築へ向けて行っている仕事についてお話しさせていただき

たいと思います。仕事に対してはこんな考え方を持って取り組んでいます。外から稼いで，

町内でお金を回す。こういうことです。主産業を持たない私たちが今できること，地域の

強み，それは，恵まれた土地と農地，そして経験です。今までの農業は低価格から始まっ

て，収入減，後継者不足，そして高齢化，最後に耕作放棄地の増加，結局，地域資源の放
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棄になっていました。そこで，私たちはかつて地域が一番得意としていた「農」を新しい

形で再生できないかと考えました。といっても，全く新しいものをつくるのではなくて，

有機栽培に向けて，土からつくっていけばいいのではないかと考えるようになりました。

これは，岡山県立大学の元非常勤講師でもあったコンセプト・ラボ・ジャパンの志水社長

からのご提案で使い始めた，自然界にある酵素を主成分としたもので，植物の活性化，害

虫忌避，土壌中の残留農薬の分解も促進する酵素です。大学機関の研究開発後，数年前か

ら実用試験が始まり，近年ではこの酵素を使って有機栽培がしやすくなったとの報告もい

ただいています。また，私の友人の会社が先進的技術で食品由来成分を原料とした有機資

材をつくることに成功したので，その有機資材も併用して，微生物がたくさんいる昔なが

らの基本の土づくりを行っていき，将来的には，簡単に言えば土をブランド化していきた

いと考えています。 

この圃場も，先ほどの酵素と有機資材を使用しています。また，昨年より広島，福山の

都市部から米づくりの体験にいらしています。消費者の立場から一転，生産者としての立

場でいろいろ感じていただいています。詳しい仕掛けは，本日時間がないので割愛させて

いただきますが，２年目の今年，第１回目の草刈りには広島，福山から 40 名余りの人にご

参加いただきました。 

続きまして，アスパラガス生産に対しての取組をお話しさせていただきます。ちょうど

今がハイシーズンのアスパラガスですが，規格が厳しく，１割ちょっとの規格外が出ます。

そこで規格外のアスパラをお金にしようと思っていましたが，ご縁をいただきまして，呉

市の有限会社瀬戸鉄工さんに全面的にご協力いただくことになりました。ご存じの方もい

らっしゃると思いますが，瀬戸鉄工さんは革新的な技術で，今までできなかった食品加工

をしていらっしゃいます。素材を一瞬で高温熱処理し，ビタミンなどの栄養を損なうこと

なく，原材料のままパウダーなどに加工できます。こちらの会社は，今週の火曜日に放送

されたウッチャンナンチャンの「教科書にのせたい」でも大々的に取り上げられました。

これが瀬戸鉄工さんに加工いただいたパウダーです。色もしっかり残って，このように小

さな粉になります。このパウダーと，安芸津のこれまた規格外のジャガイモを使って，こ

れはもう製品化してしまったのですけれども，アスパラポタージュをつくりました。こち

らは，今後もっとパッケージのクオリティーを高めたりして商品化することが決定し，早々

に製造にとりかかっています。 

そして，皆様もよくご存じの三良坂パン工房の「麦麦」さんが私たちの趣旨にご賛同い

ただき，アスパラパウダーを使って，ただいま商品開発を行ってくださっています。 

アスパラの圃場は三次全域で 36 ヘクタールもあります。１日当たり 500 ㎏以上の規格外

が行き場を失っています。アスパラパウダーを使った今後の展開は，中間支援組織として，

アスパラを柱に，三次市全域を対象とした独自の六次産業化を図っていきたいと考えてい

ます。 
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続きまして，「住」，「住む」のところですが，私たちは今，古民家を中心としたさとやま

モデル地域をつくっています。「農」のところでご説明しました都市部との交流にももちろ

ん使用しますが，古民家定住の体験ゾーンとして活用し，その成果に期待するところでご

ざいます。定住促進と仕事，住居は切っても切れないものだと思っています。私たちが今

まで実際に見て感じたこと，それは定住促進の住宅をつくっても，なかなか定住には至っ

ていませんでした。田舎へよそから来た人たちを一つの地域にまとめる住宅は，既存の地

域との隔たりを生んでいたようにも感じます。そこで私たちは集落に点在する空き家を

使って定住促進，甲奴人になっていただけるよう中間支援組織として組入りのお手伝いを

し，もともと住んでいらっしゃる人たちの仲介役として，甲奴人になるお手伝いをしてい

きたいと思っています。 

私たちには実際今までやってきたことがあります。ついこの間，７月 16 日の中国新聞の

紙面ですが，彼は弊社に９年前就職しました。彼は私の大学時代の後輩で，前職は商社マ

ンで，所長もやっていたのですけれども，そういった一切を投げて，家族４人で当地域へ

引っ越してきていただきました。彼には夢がありました。起業するということです。その

起業を私もお手伝いしたいと，私も，後で申し上げますが，起業家を支援したいという気

持ちを前から持っていたので，彼がやってきて，弊社で頑張って勉強して，そして，独立

して，今「リピカ」という会社を営んでおります。彼も定住促進というか，市営住宅に入

居していましたけれども，地域のおばさんの薦めで古民家を購入して，甲奴人になりまし

た。この古民家を購入するに当たって，地域のおばさんが，是非月橋くんに私の地域に住

んでほしいということで，古民家を探して，価格の交渉もしていただいて，そこに住むよ

うになったということです。今では三次広域商工会青年部の部長も務めておりますし，よ

そから来たよそ者でありながら，甲奴小学校のＰＴＡ会長としても頑張っています。もち

ろん私どもＧＡＮＢＯの一員でもございます。 

この文章は，先ほど彼が中国新聞に載った記事を読んで，私自身が感動して，思わず自

分のフェイスブックへ投稿した文です。純粋に彼を連れてきた先輩として，甲奴が一番の

ふるさとになったと言った彼の言葉が，本当に私自身うれしかったです。なぜなら，人を

１人連れてくる。そして，家族も引っ越してくる。その人の人生を僕自身が背負ってしまっ

たと，ずっと自問自答していました。その彼が私の知らないところで，甲奴の住人になっ

てよかった。一番のふるさとになったと言ってくれたことがとても印象的で感動してしま

いました。 

私たちがやりたいこと，ＮＰＯ法人ＧＡＮＢＯとしてやりたいことは，甲奴町は産業の

ないまちで，町民もどんどん減っています。そこで，彼みたいな会社をつくって，町の外

から稼いで，そして内部循環させて，地域で疲弊している商店を活性化していきたいと思

います。やっぱりお金がしっかり入ってきて，そして，人がしっかり入ってくる地域は活

気が出てくると思います。商店も賑わってくると思いますし，イメージしていただいたら
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と思いますけれども，僕らが小さいころは，大きなショッピングセンターがあって，そこ

の中にまだまだ駄菓子やらおもちゃ，いろいろなものを売っていました。それがだんだん

年をとって，私の子どもの時代になると，仕方ないのでしょうけれども，売り場面積が小

さくなる。そして，品揃えが悪くなる。だから，外へ買い物に行く。こういった悪循環を

しているのです。そこを，何とか外からお金を稼いできて，そして地域で回して，地域の

商店が潤うことによって，そこに地元ができる。私のやりたい，思っていることはそうい

うことですけれども，いつもイメージで動いています。そのイメージというのは，小さい

ころ，ちょうど今の時期，夏祭り，土曜市というのがあったのですけれども，片側一車線

をとめて，うちの小さな商店街は賑わっていました。今はもうそういったのがないのです。

私は子どもたちにもそういう経験をいつかはさせてやりたいと思っています。 

最後になりましたが，昨年８月に，手前みそで申し訳ないですけれども，新聞に載りま

したのでご紹介させていただきます。後ろに英語で書いてあり，甲奴っ子と中村ふみ子さ

んという書道家に書いていただいたのですけれども，字も載せています。英語で書いてい

るメッセージは，甲奴町の子どもたちは，カーターさんの地元のアメリカス市にホームス

テイに行きますので，そこで寂しくならないように，しっかり背中に地域の思いを書いて，

ネイティブのアメリカ人が見たときに，すごく感動してもらえるような文に仕上げていま

す。訳していただいたのは，ポートランド在住の私の友達と彼の上司です。彼の上司はワ

ンピースを読むために日本語を勉強したということですけれども，未来の大人達へ，すぐ

でなくていいのです。世界で見聞を広め，経験を積み，成長したとき，もしあなたの心に

ふるさとが大きな存在だったら，迷わず帰ってきてください。今の大人達へ，私たちです。

子どもたちが帰ってきたいと思わせる魅力ある地域にしていきましょう。大人達が一生懸

命，明るく楽しく前向きに生きている。そんな地域はきっと子どもたちにも魅力的に映る

はずです。すべては地域の未来のために。これで私の発表を終わらせていただきたいと思

います。言い忘れました。地域という粛々と先祖から受け継いできた線の中に私たちは生

きているのですけれども，今の時代，責任世代と言われている私たちですが，その中では

点ではございますが，しっかりと光り輝いて，次の世代にバトンを託していきたいと思っ

ております。長くなりました。すみません。以上です。ありがとうございます。 

 

（知 事） 

小川さん，ありがとうございました。ＧＡＮＢＯというのは，基本的な考えとして，地

域のことは地域の皆さんでやっていくというお考えと受けとめたのですけれども，そうい

う考えでよろしいですか。 

 

（小 川） 

はい。そういう意味です。 
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（知 事） 

本当に人が減っていく中でどういうことができるのかということを考えられて，そして，

農業に取り組まれて，ＧＡＮＢＯの皆さんご自身は必ずしも農業をやっておられた方では

ないし，小川さんご自身も農業をやっておられるわけではないのですけれども，そこに挑

戦をされて，さらに，アスパラパウダーという新しい知恵というか，それも取り入れてお

られるということで，本当に新しい甲奴人づくりというのをやられていると受けとめまし

た。ベースは，最後にも出てきましたけれども地域愛かなと。小川さんを見ていて，甲奴

が好きなんじゃというのがすごくよく分かると思いました。その熱意がいろいろな人を動

かして，大学の先生も動かして，瀬戸鉄工さんという，有名なところですけれども，瀬戸

鉄工さんも動かして，アスパラの調達も協力していただいてやっているのですか。 

 

（小 川） 

アスパラは，まずは町内の圃場から規格外を持ってきていただいて，すごく協力的に。 

 

（知 事） 

そうですよね。この熱意に，地域愛に触発されて，皆さんいろいろな方々が動いていく。

その巻き込み力というのがすごく大事だなというふうに思いました。 

最後は，地域の魅力というのは，いろいろなきらびやかなお店があるとか，たくさん人

がいるとか，そういうことではなくて，地域の人たちの心ではないかと。心が人を定住に

導くとおっしゃっていましたけれども，そこが地域の魅力の本当の部分ではないかと発表

をお伺いして感じました。 

県でも未来チャレンジビジョンというのをつくって，その中で非常に大きなテーマが，

県のことにしても，何にしても，主役は県民の皆さん一人ひとりですと言っております。

それは，行政の協力はもちろん必要なのですけれども，結局，行政がどんなにやっても，

地域を愛する心とか，そういう心はつくることができないということだと思うのです。そ

ういう心を持った人，一人ひとりがその巻き込み力を発揮していくと本当にすばらしい地

域になる。そういうことを感じさせる発表をいただいたと思います。改めてもう一度小川

さんに大きな拍手をお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

続いて，高校生の登場です。県立日彰館高校３年生の森末哲史さんです。 

森末さんは，生徒会長になるという挑戦をされたということです。生徒会長になられて
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からは，これまでの学校行事の改革を進めるということに取り組んでいらっしゃいます。

これからもいろいろな経験を積みながら，自分の将来の目標に向かって挑戦し続けたいと

いうことです。 

今日の発表のテーマは，「生徒会活動と私～活動を通した私の挑戦～」です。それでは，

森末さん，どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（森末）） 

皆さん，こんにちは。日彰館高校でつい先日まで生徒会長を務めさせていただきました

森末哲史です。本日はよろしくお願いします。 

皆さん，自分の高校時代を振り返ってみてご存じだと思いますが，どの学校にも必ず生

徒会長というのは１人います。この夏休みに入る前には，今の多くの高校の生徒会長が次

期会長へそのバトンを受け渡していたのではないかと思います。私もこの間の７月 20 日に

新任の次の会長にバトンを託しました。 

私が生徒会長となったのは，みんなをまとめて，学校をよりよくしたいといった立派な

理由ではなくて，ただ単純に，人前で話すことが好きだからという一風変わった理由でし

た。この理由は，自分がずっと小学校のときから思いついてきたものであり，私は小学生

のときから児童会長，生徒会長の選挙のたびに会長に立候補してきました。でも，選挙と

いうものは難しいもので，立候補すれば必ず受かるというわけではなく，私は小学校のと

き三度会長に立候補して，見事三度滑ってしまいました。中学校で立候補するときに，父

親に，会長に三度立候補して，三度落ちた人はそうそういない。だから，おまえは自信を

もってやってこいと，応援か，けなしているのか分からないようないい励ましをもらって，

頑張って中学校のときにも立候補しました。そのおかげかどうか知りませんが，中学校の

生徒会長の選挙では見事当選することができました。 

そのときに，小中とすべての選挙に立候補したということは，もう高校でもやるしかな

いだろうと自分で思い，１人で心の中で決めて，中学３年生のときには，高校でも是非生

徒会長をやろうという強い目標ができていました。自分は発表が好きなので生徒会長にな

ろうと思ったので，そのころには，さらに自分の発表をよりよいものにしようと思い，原

稿はなるべく見ずに言えるように努力し，即席でもあいさつが言えるように，日々練習し

ていました。 

そうこうしている間に，中学校の生徒会長としての責務を終え，無事日彰館高校にも合

格することができ，そして，高校２年生の７月には生徒会長となることができました。 

会長となった私は，得意の演説だけではなく，いろいろな活動を行ってきました。光陰

矢のごとしという言葉がありますが，私の高校の生徒会長としての生活もあっという間に

過ぎていき，残されるのは，最も大きなイベントである体育祭と文化祭のみになりました。

日彰館高校では，昨年までこの二つのイベントを日高祭として一度に行っておりましたが，
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今年から他校と同様に二つに分裂して行うようになりました。私は，分裂することにより，

昨年までより仕事が楽になると思っていましたが，４月になってみると，とんでもないこ

とだと思い知らされました。分裂したことにより増えた時間をどうするのか。体育祭は去

年と種目を見直して，もっと観客参加型の種目のほうがよくないかとの先生からの指摘や，

生徒会でいろいろ話し合うことがあり，さらに，５月に体育祭，６月に文化祭と１ヵ月後

のため，ほぼ同時進行で進めていかなければいけませんでした。生徒会執行部内も忙しい

ながらなかなかまとまることができず，生徒会執行部のまとまりのなさと，それをまとめ

ることのできない自分の力のなさに涙を流したこともあります。今となってはこのことも

いい思い出ですが，そのときは本当に大変で，生徒会長というものはこんなに大変なのか，

そう日々思ったものです。その結果，見事日高祭と体育祭はうまくいくことができました。

そのときは本当に大変で，仕事量は今までと倍増し，睡眠時間は半減し，僕の体重は５㎏

減りました。当日もいろいろなアクシデントがありましたが，先生，そして生徒，さらに

は生徒会の執行部の仲間とともに無事に乗り切ることができました。私の心に一番残って

いるのは，体育祭での男子全員による集団行動です。この集団行動は，当日まで一度も成

功しておらず，自分を含め，生徒会執行部の仲間ももうだめではないかと考えていました。

しかし，予想を見事に覆し，この集団行動は，多くの観客の前で見事成功することができ

たのです。体育祭の種目の中で最もよかったと言っても過言ではありませんでした。先生

方も感動しておられましたが，自分を含む当の男子本人たちの感動が最も大きかったです。

体育祭終了後，今までいろいろな点で厳しい注意を受けていた教頭先生がわざわざ生徒会

室に来られ，僕の手を握り「ありがとう」と涙を流しながら言われたのにはぐっときまし

た。 

物事というのは，苦労すれば苦労した分，後から自分に返ってくるものが大きいし，そ

して，何より成功したときの喜びが大きい。こういったことも学ばせてもらいました。私

は小中高と生徒会長に立候補し，そして，その仕事を行ってきた中で，自分の目標はあき

らめなければ必ずかなうということを学びました。かなうはずがない，そんなことはない

と思う人もおられるかもしれません。しかし，私は必ずかなうと信じることができます。

かなうから努力するとか，かなわないから努力しないのではなく，自分の目標に向かって

精一杯努力することに本当に大きな意味があり，その中に夢がかなう要因が既にそなわっ

ているのではないでしょうか。そう自分は思います。 

さて，私の将来の夢は，小学校の教師になることです。小学校の教師となり，子どもた

ちに自分の目標にチャレンジすることのすばらしさを伝えていきたいです。生徒会長とい

う役職で学んだこのことを，私はこれからも人生というチャレンジの場で生かしていきた

いと思っています。ご清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 
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森末くん，ありがとうございました。 

 

（森 末） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

あきらめなければ必ず夢はかなうということですね。 

最初に妙にしっかりした語り口だなと思ったら，６年間にわたって選挙活動をやってき

て，僕よりも長いですね。そして，２回も当選されて，これも僕より多いです。 

 

（森 末） 

はい。ありがとうございます。 

 

（知 事） 

本当にどんなことでも挑戦をしていくということは大事なことだと思いますし，努力を

するということの中そのものに，夢がかなっていく要素があるというのは，本当に高校生

ですけれども深い洞察だなと思いました。確かに，かなうから努力する，かなわないから

努力しないではなくて，努力をすることによって，また周りの人がそれを助けてくれると

か，そういうことが起きてくるとか，そういうことも含めて，きっと夢をかなえていく要

素があると私も今改めて気づかされたような気がします。 

そして，小学校の先生になることが夢で，チャレンジしていくことの大事さを子どもた

ちに教えていきたいということですが，そういうふうに子どもたちが小学校のときから教

えられたら，本当に活気のある大人ができていくだろうなと。そういう先生のいる地域は

きっとすばらしいだろうと感じました。是非夢がかなうように努力をしていただきたいと

思います。それでは，森末さんのこれからの努力にエールを送るという意味も込めて，大

きな拍手をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

 

（森 末） 

ありがとうございました。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

それでは，最後の事例発表になります。三次市立十日市中学校３年生の津山伸哉くんで

す。 
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津山くんは，日々陸上競技に打ち込んでおられるということです。この夏の県大会にも

長距離走で出場して，高校入学後も陸上部でさらに高いレベルを目指したいということで

す。そして，なんと，津山くんも生徒会長，そして陸上部の部長としても活躍しておられ

るということです。 

今日の発表のテーマは，「陸上魂」です。それでは，津山くん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（津山）） 

湯﨑知事さん，今日はこのような機会を与えていただき，本当にありがとうございます。 

私は，三次市立十日市中学校の生徒会長でもあり，陸上部部長でもある津山伸哉です。

よろしくお願いします。 

少し前触れですが，十日市中学校を紹介します。現在 366 名の生徒が在学しています。

校長先生のテーマである「燃えろ十中」をもとに，生徒会執行部８人が中心となって，先

生と生徒とコミュニケーションをとり，十中の活性化に取り組んでいます。 

私自身，生徒会で頑張りたいことが三つあります。 

一つ目は，生徒の意見を聞き，その意見をもとに学校をよくしていくことです。二つ目

は，生徒会活動をより活性化させることです。三つ目は，みんなが学校生活を楽しめて，

十日市中学校に来てよかったと言える学校にすることです。 

私の夢は，高校，大学，社会人で練習を頑張り，陸上選手になることです。私は今，陸

上部部長をしています。私たちのチームは，平日の朝，放課後，休日の土曜日に練習をし

ています。私が部長になったのは，中学校の２年生のときに，先輩が引退後，部長に任命

されました。先輩と顧問の先生からはおまえならできると言われたのですが，そのときの

脳裏には不安という言葉しかありませんでした。私は，まず自分にできることを頑張ろう

と，できるだけ練習に一番に早く出て，みんなの練習メニューを考えたりしました。それ

を日々重ねるごとに，私が指示を出したら，チーム員が「それはいいね」とか，「部長，こ

のようにやったらどうですか」という返事があったりしました。その返事で連帯感がとれ

るようになりました。これならできるという自信が得られることになり，部長という役に

やりがいを感じることができました。今では指示をしっかり出し，練習内容を考え，長距

離，短距離，フィールド競技に分かれ，種目練習を中心に行っています。練習や大会など

では，後輩は先輩の背中を見て育っていきます。部活動は大きな輪廻だと思います。いっ

たんよい方に回り始めれば，その輪が大きく崩れることはないのですが，逆に大きく崩れ

始めたとき，その崩壊を食いとめないと，新たにいい方向に回すには大変な力が要ります。

部活動の雰囲気は部活全員でつくっていくものですが，そのリーダーシップをとるのは私

です。そのことを忘れず，チームを引っ張っていきます。 

次に，自分の挑戦について話します。私は限られた時間の中で，昨日より今日，今日よ

り明日と鍛えていくと，自分の力を生かし切れることができると考えています。しかし，
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私は中学２年生のときにねんざをしてしまい，スランプや挫折を味わいました。私は１ヵ

月走れませんでした。１ヵ月走れないだけで，体力もタイムも随分落ちてしまいました。

そのために毎日毎日一生懸命練習をしました。すぐにタイムは戻りませんでした。２ヵ月

たっても，元のタイムには戻りませんでした。しかし，キャプテンの意地もありました。

そこで，やめる姿を見せるわけにはいきません。学校の練習が終わった後，自主練習に取

り組みました。そのおかげで，３ヵ月たったころから体力が戻り始め，タイムも上がりま

した。それを乗り越えたときには大きな喜びを得られることに気付きました。陸上は 0.01

秒を争い合う競技だからこそ，自分と向き合うことが必須になります。練習で頑張った成

果は，必ず大会で 0.01 秒の差となってあらわれてきます。陸上は練習でも大会でもいい体

調で臨まなければなりません。そのためには規則正しい生活が大切です。早寝早起き，朝

ごはんが大事だと言われていますが，それを支えてくれているのは家族でもあります。母

親は私の体調を考え，料理のレシピなどを考えてくれます。また，大会には必ず家族の人

が応援に来てくれます。そして，諸先生の指導など，多くの人に支えられ，陸上を続けら

れている心技体は私自身を大きく成長させてくれるものと信じています。 

これからも自分を信じて，会長として，部長として，夢に向かって頑張っていきたいと

思います。今日はご清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

津山くん，ありがとうございました。ねんざをして，１ヵ月走れなかったということで

すけれども，ちなみに種目は何をされているのですか。 

 

（津 山） 

種目は，２年生のときまでは長距離でしたが，今は中距離です。800 とか。 

 

（知 事） 

１ヵ月練習できなくて，すぐにタイムは戻らなかったけれども，やめる姿を見せるわけ

にはいかない。あきらめない。あきらめないで努力をしたら，それを乗り越えたときの喜

びは大きいという，本当にすばらしい経験をされているのではないかと思います。そして，

お母さん，あるいはコーチをはじめとする支えてくれる人たちに対する思いもしっかりと

持ってくれていて，そして，陸上部だけでなく，学校全体も引っ張っていってくれる。そ

ういう大きな役割を果たしてくれている。しっかりと頑張ってくれていると思いました。

津山くんはまだ中学生ですけれども，三次も明るいな，将来を担う人材がいるなと感じさ

せるすばらしい発表をしていただいたと思います。それでは，津山くんにもう一度大きな

拍手をお願いいたします。 
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（津 山） 

ありがとうございました。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。以上で予定しております事例発表はこれで終了となります。 

 

 

閉  会 
 

（司 会） 

ここで，改めまして湯﨑知事に本日のまとめをお願いしたいと思います。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。今日も４人の皆さん，それぞれの立場，取り組んでいらっしゃ

ることもそれぞれ違いますし，課題もそれぞれ違うということでしたが，本当にすばらし

いワインづくり，広島，三次の一つの名産というか，誇れるものをつくろうと頑張ってい

らっしゃる，福岡から来ていただいた髙嶋さん。そして，地域を愛する心でこのまちを引っ

張っていきたい。そして，元気にしていきたいと頑張っていらっしゃる小川さん。そして，

挑戦ということにすごく大きな意義を見出して，また，自分の将来の夢も持って，しっか

りとそこに向かって進んでいる森末さん。それから，陸上で頑張って，そして困難を乗り

越えていく。その喜びをしっかりと感じてくれている津山くん。本当にそれぞれあったと

思います。改めて私も今日感じたのは，挑戦というのはいろいろとあると思います。非常

に大きな挑戦，今，オリンピックをやっていますけれども，世界のオリンピックで優勝す

るという非常に大きな，何万人，何百万人に１人しかできないような挑戦も挑戦だと思い

ますし，それぞれの役割の中で自分の果たすべきことをしっかりとやっていく。それも非

常に大きな挑戦だと改めて感じます。日々の活動で，今日中村憲吉記念館であるとか，ダ

チョウの牧場を訪問させていただきましたが，そういったものを守っていく，あるいは新

しいものをつくっていく，そういったものもそれぞれ挑戦だと思います。きっと津山くん

の努力が十中の陸上部を明るくしていくことになると思いますし，小川さんの努力が甲奴

町をよくしていくことにつながっていく。本当に１人ひとりの，自分の持っている役割の

中で，皆さんそれぞれの人がそれぞれ努力をすると，ちょっと違う。少し力を入れる。そ

れが本当に大きな違いを全体としては生んでいくのではないかと改めて感じました。 

是非今日傍聴いただきました皆様も，いろいろな役割があると思います。家庭であると

か，職場であるとか，もちろん地域，いろいろあると思いますけれども，本当にそれぞれ

の挑戦が新たな明日を生んでいく。それが本当に広島県，そして日本の新しい明日をつくっ
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ていくのではないかと思いますので，また新たな挑戦にそれぞれ取り組んでいただけると

大変ありがたいと思います。 

そして，一つだけ宣伝をさせてください。実は，来月の９月１日に，三次市文化会館大

ホールで，広島交響楽団フルオーケストラの「みよし涼かぜコンサート」というのが開催

されます。広島県では国際平和の拠点形成に向けて，「ピース・アーチ・ひろしま」という

プロジェクトを進めています。これは音楽を通じて，世界に平和のメッセージを届けてい

こうというものですけれども，このプロジェクトの一環として，県内全市町でリレーコン

サートを開催しています。三次では先ほど申し上げたとおり９月１日に広響のコンサート

が開催されるということですので，広響がフルオーケストラで来るのもなかなかない機会

だと思いますので，是非皆様お越しいただければと思います。 

それでは，以上でございます。改めて申し上げますけれども，今日発表いただいた皆さ

ん，いい三次をつくっていただく原動力になっていると思います。もう一度今日の４名の

皆様に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。そして，それが今後の

皆様の挑戦の輪に広がっていくことを心から期待をいたしまして，本日は終了とさせてい

ただきます。本日は本当に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。 

なお，ご来場時にお渡ししたアンケートと地域の宝ネットワークの申込書を出口で回収

いたしますので，どうかよろしくお願いいたします。 

また，地域の宝ネットワークにおいては，フェイスブックによる交流も行っております。

説明書を同封しておりますので，是非皆様にもご参加をいただければと思います。 

本日はご参加をいただき誠にありがとうございました。どうかお気をつけてお帰りくだ

さい。 


