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開  会 
 

（司会（八幡）） 

皆さん，こんにちは。すごく元気がいいですね。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

くお願いいたします。 

 

 

知事挨拶 
 

（司 会） 

それでははじめに，湯﨑英彦広島県知事が皆様に御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆さん，改めましてこんにちは。元気がいい中学生がいますね。今日は日曜日にもかか

わらず，本当にたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。本当にい

いね。でも，途中は静かにね。本当に寒いので，皆さん，出にくいときだと思いますし，

この体育館の中も寒いので，少し暖かくなるようにそれぞれ工夫していただければと思い

ますけれども，本当にありがとうございます。 

この県政知事懇談会は今年で３年目で，第１回というか，第１ラウンドは広島県内全 23

市町をそれぞれ回らせていただき，10 名ぐらいの方々と懇談をさせていただきました。２

回目は，県内を８ヵ所に分けて行い，江田島は呉と一緒にやらせていただきました。今回

は３ラウンド目で，また全 23 市町を回らせていただいております。私はこの３回目の県

政知事懇談会をすごく楽しみにしておりまして，というか，とても楽しいです。皆さんも

お聞きいただけると本当にお分かりいただけると思います。今日も４人の発表者の方に来

ていただいておりますが，こんなことをやっている人がいるんだとか，こんなに頑張って

いるんだとか，そういうお話が本当に次々と出てきます。既にこの３ラウンドも 10 回目

になると思いますが，毎回楽しい会になっていますし，とても元気が出る会です。 

ということで，今日，皆さんも是非楽しみにしていただいて，江田島でこんなすばらし

い取組があるんだ，自分も頑張ろうというふうに思っていただけるようになるとうれしい

です。 

また，今回，いろいろと開催に当たりまして，江田島市からも御協力をいただいており

ます。田中市長も今日おいでですけれども，本当にありがとうございます。 
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ということで始めさせていただきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いいたしま

す。本日はありがとうございます。 

 

（司 会） 

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

 

 

事例発表者紹介 
 

（司 会） 

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

りください。 

それでは御紹介いたします。 

はじめに，江田島市を日本一のオリーブ産地にするという目標のもと，オリーブの栽培

に取り組まれている江田島オリーブ株式会社農場長の木村佳晶さんです。 

続いて，かきを中心に水産業による地域の活性化に取り組んでおられるやながわ水産有

限会社代表取締役の柳川政憲さんです。 

続いて，地域の祭りで神楽を舞うなど，地域活動への積極的な参加をされて地元を盛り

上げておられる，県立大柿高校３年の前本拳輝さんです。 

伝統を引き継ぎ，礼儀正しい生徒・文武両道による広島県一の中学校を目指して日々挑

戦をされている，江田島市立能美中学校２年の坪木覚弘さんです。 

どうもありがとうございました。事例発表者の皆様はお席にお戻りください。 

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，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） 

ありがとうございます。それでは改めて，今日この４名の方々に事例発表していただき

ますけれども，今回，実は初めてのことが幾つかあります。まず，初めて全員男である。

こういうことは初めてです。江田島の女性も活躍されていると思うのですけれども，今日

は男性ばかりということで，これは初めてです。もう一つ，発表していただく方全員が僕

よりも年下です。江田島も結構高齢化が進んでいるとお伺いしておりますが，全員若いで

す。ということで，非常に楽しみにしております。江田島の男パワーを炸裂させていただ
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きたいと思います。 

 

事例発表① 

 

（知 事） 

最初ですが，まず，江田島オリーブ株式会社農場長の木村佳晶さんにお願いしたいと思

います。改めて御紹介します。木村さんは，先ほども御紹介あったように，江田島を日本

一のオリーブ産地にするという目標のもと，日々オリーブの栽培に取り組まれていらっ

しゃいます。今年度は，初めて江田島産のオリーブで搾油をされております。そして，来

年度には，初の広島産オリーブオイルの商品化が予定されているということです。私も，

先ほどこの搾油機で絞った絞りたてのオリーブオイルを味わわせていただきました。本当

においしかったです。 

それでは，今日の発表のテーマは，「江田島オリーブプロジェクト」についてです。木村

さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（木村）） 

ただいま御紹介にあずかりました江田島オリーブの木村と申します。皆さん，こんにち

は。今日は寒いですね。少しでも皆さんを温かくするように，熱い話をしたいと思います

ので，どうぞ聞いてください。よろしくお願いします。暑苦しかったらすみません。御協

力ありがとうございます。 

皆さん，江田島が今，オリーブの島を目指しているということを御存じの方，手を挙げ

てください。気持ちいいですね。ありがとうございます。そうです。今，江田島を日本一

のオリーブの産地にしようという活動を，市を挙げて取り組んでいます。 

そのオリーブプロジェクトについて，何をやっているのか，御存じの方は，どれぐらい

いますか。少ないですね。今日は，この貴重な場をお借りしまして，知事の前と地元の皆

さんの前で，僕がこれだけ熱く燃えているオリーブプロジェクトについて語らせていただ

きたいと思います。 

まず，私は一応サラリーマンでして，江田島オリーブ株式会社という会社でオリーブの

栽培に携わらせていただいております。早瀬大橋のそばに畑があります。1400 本の木を育

てて，今年やっと本格的な収穫ができました。今，私が手に持っているのが，初めて世に

生まれた江田島産のオリーブオイルです。来年には，これを商品化して，皆さんに届けた

いと思って活動しています。 

さて，私ですけれども，農業はド素人でございます。実家は北海道のソバ屋でございま

す。ソバ屋の孫がなぜ農業をやっているのかといいますと，人生いろいろですが，ある会

社に入って，突然会社から農業をやってくれないかと言われ，いきなり飛び込んだ農業の
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世界でした。最初はいろいろ悩むことも多く，何で僕だったんだろう。農業をやったこと

もないのに，家が農家でもないのに，何で僕だったのか，すごく悩みましたが，今はとて

も充実した毎日を送っています。それはすべて，この江田島オリーブプロジェクトに携わ

れたからだと自分で思っています。 

では，そのプロジェクトですけれども，先ほど知事からも御紹介いただきました。この

江田島市をオリーブの島にしようというための活動です。具体的に何をやっているかとい

いますと，四つやっています。苗木をお配りする。そして，栽培のことを皆さんにお伝え

する。そして，オリーブを絞るための工場や農園などを整備する。そして，そういったこ

とを皆さんにいろいろに告知する。という活動をやっています。全部，オリーブでこの江

田島を元気にしたい。何とか地域を活性化したい。という気持ちで始めたプロジェクトで

す。 

ここに植わっているのがオリーブの赤ちゃんです。これを毎年，毎年，市民の皆様にお

配りして，少しでもオリーブに触れて，その存在に身近になっていただきたいというため

の活動をしています。これまでの２年間で 4,000 本のオリーブの苗木が江田島の地に植わ

りました。 

でも，それだけではだめです。オリーブという特殊な作物を育てるにはどうしたらいい

のか。これでオイルや漬け物をつくるには，どういった技術が必要なのか。そういったこ

とをお伝えすることが大事です。 

私は，１年間だけですけれども，オリーブの本場，小豆島で栽培について学びました。

そういった技術，ノウハウをこういう場で市民の皆さんにお伝えして，少しでも品質の高

い，すくすくとオリーブが育つような技術をお伝えする場として使わせていただいており

ます。 

さて，オリーブは江田島で育つのかとよく言われますけれども，全く問題ありません。

何よりの証拠が，ここの柿浦小学校の校庭に樹齢 60 年のオリーブの木があります。僕らが

どんなに口で言うよりも，ここに 60 年前に植わったオリーブの木が元気に育っている。毎

年実をならしている。これが，この江田島でオリーブが育つ何よりの証拠だと思います。 

この柿浦小学校の子どもたちと一緒に，課外授業などもさせていただいております。子

どもたちと一緒に木を植えて，ここからとれたオリーブの実を使って，子どもたちがオリー

ブの漬け物をつくって，オリーブに触れてもらう。育てている僕ら農家としては，子ども

たちのそういう笑顔を見るのがものすごくうれしいです。きっと，ここを卒業して，大人

になって帰ってきたときに，何としても江田島をオリーブの島にして，誇りを持って，今

以上に島に帰って来てもらえるような活動をしていきたいと思っています。 

オリーブを植えることによって，この江田島がどう変わっていくのかということを私の

口から，短い間ですが，御説明したいと思います。 

オリーブというのは，まず，二つの大きな特徴があります。一つは，生のままだと商品
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価値が低いということです。油にしたり，漬け物にするにも加工しなければいけません。

もう一つの特徴が，鮮度が重要だということです。24 時間以内に加工しなければ，おいし

いオリーブの製品にはなりません。ということは，どういうことか。すべてを島の中でやっ

ていく必要があるということです。育てるだけではなくて，それを地元で加工して，商品

にして，それを売っていく。それが，これから全部この江田島の島の中で完結していきま

す。もちろん，一次産業でいえば，オリーブを植えてくださる農家さんが増えれば，それ

が耕作放棄地の解消につながり，自然，里山が守られる。農家の皆さんの所得が上がる。

それを島内で加工することで，新しい産品が生まれる。これから次に話していただく柳川

さんのかきのお話もそうです。江田島には，オリーブと相性のいい，おいしい特産物がいっ

ぱいあります。かき，柑橘，それにトマト，いろいろな野菜もあるし，漁業の魚もある。

こういったものとオリーブを組み合わせれば，江田島にしかない，新しい特産物が必ず生

まれるはずです。 

オリーブは，そういった島にある点と点のようないい素材を結びつける「つなぎ」にな

ると僕は思っています。そういうふうに島がオリーブの島になっていけば，それを見るた

めにいろいろな人が島に来てくれる。観光客の方が増える。人が増えれば，商業も活発化

する。オリーブを使った商品を売るだけではなく，お客様をもてなすための宿屋であると

か，物売りであるとか，いろいろな産業が，オリーブというものを軸にして島全体の産業

が活性化していくはずです。 

そして，将来はどうしたいのか。もちろん目指すは世界に通用するオリーブオイルをこ

の江田島からつくられるようになりたい。今，日本でオリーブの産地というのは，皆さん

御存じの方も多いと思いますが，小豆島です。これがオリーブの産地です。並々ならぬ先

人たちの努力があって，今のオリーブ産地としての小豆島があります。江田島も，これか

らの努力次第で，小豆島に負けない，一流のオリーブ産地になれると僕は確信しています。

オリーブの産地になれば，それによって地域の産業がより活発化して，オリーブは健康に

いいですから，それを皆さん食べることによって，どんどん健康長寿になる。そうなって

いけば，江田島という島がもっと楽しい島になる。そう思って僕は活動しています。 

この写真は，イタリアに行ったときに見つけた樹齢 1700 歳のオリーブの木です。写真だ

とよく分かりませんが，まだ実が鈴なりについています。オリーブというのは，寿命がも

のすごく長い植物です。大体 100 年，200 年，そして 1000 年たっても実をつけ続けます。

地元にこうやって子々孫々にわたって恵みを与えてくれる木。江田島には直面している

様々な問題があると，僕も若輩者なりにいろいろな話を聞きます。ただ，このオリーブが

そういった問題を解決する一助として，これから島のために貢献できるのではないか。そ

して，100 年先，1000 年先には，こんな大きな木が江田島中にどんどん生えて，子どもか

らおじいちゃん，おばあちゃんまで笑って暮らせるような江田島にしていくための活動を

僕はしていきたいと思います。 
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今，自分が一番幸せなのは，地域に残る仕事ができているという自覚が僕のモチベーショ

ンのすべてです。僕らみたいなやつが，とりあえずやっていること，これが将来皆さんに

より興味を持っていただくための最初の一石になればいいと思います。この江田島をオ

リーブの島にするのは，僕らのような会社だけではなくて，地域の皆さん一人ひとりの努

力です。努力というか，興味を持っていただく活動すべてにかかっていると思います。で

すので，僕だけが今熱く燃えていますけれども，この輪をもうちょっと広げて，島全体を

熱く，オリーブの島にしていけば，必ず江田島が日本一のオリーブ産地になると思います

ので，どうぞこれからも皆さんの温かい御支援と御協力と，あと一緒にオリーブの島にし

ていく活動をしていきましょう。どうかよろしくお願いします。 

 

（知 事） 

木村さん，熱いプレゼンをありがとうございました。木村さんは北海道の御出身だとい

うことですけれども，今，大きな夢を語っていただきました。すべてを島の中ですること

ができるということで，生産，加工，そして，販売はいろいろなルートを通じてやるにし

ても，地元で販売することも恐らくあると思います。そういう意味では，オリーブがいろ

いろなところで人々の活動だとか，あるいは経済を支えていくと，そういうふうにしたい

ということでよろしいですか。 

 

（木 村） 

はい。おっしゃるとおりです。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。また，江田島には，トマトとか，シーフードはもちろん，たく

さんありますし，聞いていると，まさにイタリアのような感じがしますが，そういう印象

はありますか。 

 

（木 村） 

そうですね。オリーブとそういったものがコラボした商品を想像するだけで，よだれが

とまらないような，おいしいものがいっぱいできるはずだと思っています。 

 

（知 事） 

実は，今年の夏に東京につくりました広島県のショップ「TAU（タウ）」というのがあ

りますけれども，あそこの３階でイタリアンをやっていただいている「Paccio（パッチョ）」

というお店がありますが，これは江田島出身の江口さんが，今日も外で提供していただき

ましたけれども，まさにイタリアンフードとぴったりですよね。江田島市長，名前も日本
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のシチリアと変えたほうがいいのではないですか。次は，ブドウを植えて，ワインかなと

思いますが，でも，オリーブを植え始めたのはこの２年か３年ですね。 

 

（木 村） 

そうですね。前身も含めると４年前から植えております。 

 

（知 事） 

そういう意味では，この 1700 年の樹齢があるオリーブと比べると，本当にまだ一歩を踏

み出したところですね。 

 

（木 村） 

はい。 

 

（知 事） 

この最初の一歩を踏み出すのは，大変な労力ではないかと思いますが，どうでしょう。 

 

（木 村） 

そうですね。成長に時間がかかる植物ですし，また加工しなければ価値がないというこ

とで，最初に事業のモデルをつくれる。それを加工できる。そして来年から販売ですけれ

ども，売るという，一連のサイクルを積み上げるまでがまず第一の正念場だと思っていま

す。 

 

（知 事） 

そういう活動の最初のところから木村さんはかかわっていらっしゃるわけですけれど

も，先ほど簡単にご紹介ありましたけれども，北海道で，御両親がソバ屋さんで，サラリー

マンとして就職されたということですけれども，就職されたところからと，今のオリーブ

の会社は，直接つながっているのですか。 

 

（木 村） 

はい。そうですね。出資を受けて，農業外企業参入ということで，江田島市の地元の企

業さんとの共同で立ち上げた会社です。 

 

（知 事） 

そういう意味では，就職してサラリーマンとして働いていた会社の，ある意味でいうと

アサイメントというか，おまえの仕事はこれだというのがオリーブになったわけですね。 
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（木 村） 

はい。途中からそうなりました。 

 

（知 事） 

そういう形で仕事として与えられたとは思えないような熱情ではないですか。どうです

か。 

 

（木 村） 

よく家族からも暑苦しい男だと言われています。 

 

（知 事） 

そうですか。そうやってサラリーマンの仕事として取り組むことでも，それをどこまで

本気で取り組むかによって，僕は非常に大きな差違を生んでいるのではないかと思います。

それが，ひょっとしたらこれから 100 年後，200 年後の江田島を救うかもしれないですね。 

そういう意味で，我々広島県人はラッキーな方を広島に迎えることができたのではない

かと思います。 

 

（木 村） 

ありがとうございます。期待にお応えできるように頑張りますので，よろしくお願いし

ます。 

 

（知 事） 

そうですね。親会社にも「勝手に異動させないでください」と言っておかないといけな

いですね。 

それでは，熱く頑張っていらっしゃる木村さんにもう一度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。 

 

（木 村） 

ありがとうございました。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

それでは，次に移りたいと思います。続いては，やながわ水産有限会社代表取締役の柳
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川政憲さんにお願いしたいと思います。 

柳川さんは，かきを生産されていますが，東京の築地にこのかきの販路を拡大したり，

あるいは夏ガキというか，非常に大きなかきになる「ひとつぶくん」のブランド化に取り

組んでいらっしゃいます。 

それに加えて，今，県でも，また江田島市も非常に力を入れております体験型の学習・

修学旅行，これは民泊を含めたものになりますが，この体験学習・修学旅行においてもか

きむき体験で受け入れをしていただいているという形で，水産業を通じて市の活性化に貢

献をされていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「カキづくりに妥協なし」です。それでは，柳川さん，どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（柳川）） 

皆さん，こんにちは。私は，やながわ水産代表の柳川といいます。どうぞよろしくお願

いします。 

私は，能美町高田というところで，一粒一粒にこだわりを持ちながらかき養殖を営んで

おります。 

まず，一つ目のチャレンジです。夏ガキの養殖です。通常の冬ガキは，皆さん御存じだ

と思いますけれども，ホタテ貝に稚貝を付着させて，垂下式，針金で約 10 メートル，その

長さで養殖をしていくのが冬ガキの養殖です。夏ガキの場合は，広島県水産海洋技術セン

ターで特殊な技術を用いて，全国でも広島県にしか認可されていない一粒ガキという新品

種で，１センチぐらいの稚貝をまず購入します。オレンジ色のがミカンネットです。ミカ

ンネットは目合いが小さいので，かきに応じて，成長するにつれて目合いを変えていく。

そのときにフジツボだとか，イガイとかつきますから，それはきれいに掃除をする。そう

いう作業を経て，出荷サイズになるまで約１年半から２年です。７年ぐらい前からやって

いますけれども，これが今や「ひとつぶくん」という江田島ブランドで出荷しています。

かなり知名度が上がり，今では飲食店さんの引き合いもあり，夏でもおいしく食べられる

かきということで，江田島市のブランドの一つとして私たちが行っております。 

次に，ゆたかな海ということですが，私たち海に携わる者は，海だけを見ていればいい

わけではないです。やはりその海の恵みは山から来る，森から来るということで，これは

鹿野川水源地ですけれども，小学校５年生の生徒さんと保護者の皆さんと植樹を，毎年植

えています。そのときに，この島から自然を発信していく。小学生ですから，あまり分か

らないこともありますけれども，こうやってかきはできていくということを私たち業者が

皆さんに知ってもらわなければいけません。そういう意味でも，こういう活動は欠かさず

にやっていこうと思います。これが二つ目のチャレンジです。 

三つ目のチャレンジですけれども，私の自宅です。名前は「ANCHOR」といいます。新築
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するときに，私の夢でありました手軽にかきが食べられる店ということで，妻と相談しま

して，店は 12 席ぐらいしかなく小さいですけれども，私が丹精込めてつくったかきを皆さ

んに食していただきたい。そういう思いで，小さいながら，妻に理解をもらって，やって

います。是非皆さん，機会ありましたら食べに寄ってください。今は，３人目ができて産

休ということで休ませてもらっていますけれども，来年ぐらいから，ということです。 

先ほどありましたオリーブは，今，江田島の活性化ということですから，私も自宅の前

にオリーブを植えております。 

四つ目のチャレンジです。これは，三原市の小学５年生をこの８月に，体験・修学旅行

ということで，漁場まで行き，冬ガキの養殖の仕方と夏ガキの養殖の仕方の違いを皆さん

に説明して，上のほうは，イカダや漁場ではこうなるとか，ミカンネットの網換えをして

いるところです。かきをとりわけて，かきは生き物ですから，その心臓が動いているんだ

よということを実際目で見てもらって，確認してもらうと，皆さん，たまげます。そんな

こともありまして，一番私が感動したのは，小学生がすごく熱心なことです。どうしてこ

うなの，どうしてああなのと，すごく熱心に聞いてくれて，私も答えるのにどきっとする

こともありました。作業場に帰って，そのかきを蒸して，皆さんに食べてもらいました。

食べれなかった人もおいしいと言ってくれて，初めて食べたという声も聞きました。数週

してから，作文，感想文を送ってくれました。これがとてもうれしくて，私の宝ものの一

つです。そういう活動も今からはしていって，かきのファンを，私たちはつくるばっかり，

提供するばっかりではなしに，こういう小学生ぐらいから皆さんに知ってもらって，かき

のファンになってもらう。そういうことが今は大事ではないかという気持ちで，こういう

ことにもどんどん積極的に取り組んでいきたいと思います。 

今年から，知事さんからもありましたが，東京市場に出荷をしてみないかということで，

三陸のかきは昨年の震災でダメージを受けております。今，復旧しているのが２～３割と

聞いておりますけれども，築地市場にかきがないということで，かき離れが懸念されてい

ます。宮城県の生産量は，この江田島市と同格の約 5000 トンです。広島県全体では約２万

トンです。私たち江田島ブランドが，この築地に行って，広島かきはこうなんだと，その

違いを見るチャンスではないかと考えて，この冬から，数は少ないですけれども，築地に

出荷しております。 

今まで５つのチャレンジがありましたけれども，私の原動力になっているのは，やっぱ

り家族です。このたび下の子が４ヵ月になりました。３人とも男なのですけれども，ひと

つチャレンジとしまして４人目を，奥さんにお願いしてチャレンジをしてみたいと思いま

す。奥さんはつわりがひどくて，勘弁してほしいと言うんですけれども，知事，どうでしょ

うか。知事も育メンと聞いております。これは叶わぬチャレンジだと思いますけれども，

頑張ります。 

今，５つのチャレンジを発表させてもらいましたけれども，この広島かきは 450 年の歴

- 10 - 



史があります。先人たちが今まで築き上げてきたその 450 年の歴史を私たちが守っていか

なければなりません。先ほど言った２万トンもそうですけれども，広島県全体で２万トン

です。この江田島市は 5000 トンで，全国２位ですけれども，そこをどうやっても保持して

いかなければなりません。そのためには，時代に合った養殖の仕方，今は温暖化で，非常

に海水温が下がるのが遅い。だから，秋が少ない。ないんです。すぐに冬になってしまう。

そういう中でも，生産量日本一という広島県のブランド，県魚ですから，できないから仕

方ないではなしに，その中でどうやったらいいものができるか。高品質なものをどういう

ふうに改善していったらいいのか。先ほどの植樹もありましたけれども，そういうところ

から自然をもう一度見直して，今からその時代に合ったかきづくりを私はチャレンジして

みたいと思います。私たちは，この江田島で子々孫々と，今から 450 年の歴史をつくって

いくんだという気概で臨んでいかなければならないと思っております。 

高齢化が進み，経営母体も少なくなりました。そして，従業員さんも，打ち子さんと言

いますけれども，その方も高齢化で少なくなると思います。それでも，仕方ないと言わず

に，今からはもっとこういう産業として取り組んでいけば，必ず，きっと，その 5000 トン

も確保できますし，今からもっと江田島がよくなっていく。産業から発信して，一次産業

からやっていくという信念に基づいて，私は毎日取り組んでいきたいと思います。 

是非ここに江田島のかきありというようなかき養殖業者の底力というものを，今後は皆

さんに見てもらいたい。これが私の最後のチャレンジになりますけれども，よろしくお願

いします。 

 

（知 事） 

柳川さん，本当にありがとうございました。テーマは「カキづくりに妥協なし」という

ことなので，ずっとかきのことかと思ったら，ちょっと違いましたね。５つチャレンジを

おっしゃっていただきまして，もちろんかきに関連することが多いですけれども，５つプ

ラス２つありましたね。４人目にチャレンジと，それから，これからの将来に向けてのチャ

レンジということでしたけれども，ちなみに，４人目ができるかどうかというのは，柳川

さんが子育てを手伝うかどうかにかかわってくるのではないかと思いますので，頑張って

ください。 

 

（柳 川） 

はい。 

 

（知 事） 

かきづくりというのは，もちろん大変なことだと思うのですけれども，柳川さんがすば

らしいのは，このかきづくりだけではなくて，それに関連して，山づくりですね。山と海
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はつながっている。かきを育てるのは山の水であるということ。また，子どもたちにそれ

を伝えていく。これは，２つの意味があると思います。かきのことについて知ってもらっ

て，ファンを増やしていくということもありますけれども，それだけではなくて，かきと

は生き物なんだと。海の上での仕事であるとか，そういったことを子どもたちに経験して

もらう。これはかきだけではなく，自然と触れるということですばらしいことだと思いま

す。 

そして，レストランですね。レストランもチャレンジされて，かき業者として，このレ

ストランまでされるのは大変だと思うのですけれども，どうしてそこまでやろうと思われ

るようになったのですか。 

 

（柳 川） 

江田島は，今言ったようにトップブランドで，シェアも大きいですけれども，なかなか

食べるところが少ないのです。せっかく江田島にかきを食べに行こうと島に来られても，

限られたところしかないですから，では，ということで始めたのがきっかけです。 

 

（知 事） 

確かにこれは広島全般にも言えることで，最近は海の道構想でかき小屋というのをつく

りましたから，少し気軽に行けるようになりましたが，意外とかきを食べるところはない

んですよね。 

 

（柳 川） 

ないんですよ。 

 

（知 事） 

それを，江田島で食べるところがないからということで，でも，御自分でやられるのは

すごいことだと思うのです。普通は，かきを食べるところがないよのと言って終わりなの

ですが，それをついには御自分で，しかも，そんなに大々的なものじゃなくても，御自宅

を利用されてということで，小さくても奥様は大変だと思いますけれども。 

 

（柳 川） 

うちの奥さんは理解がありまして，と言っておきましょう。 

 

（知 事） 

ラブ奥様で，いいですね。自宅を開放することも実は大変なことだと思いますが，でも，

新しいお店をつくると言ったら，またえらい投資もかかる話ですし，御自分のできる範囲
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でそうやって取り組まれるというのも，本当にすばらしいことだと思います。 

また，東京に売りに行くということで，これも，県のほうで非常に危機感を持って，東

北のかきが壊滅したものですから，かき自体から消費者の方が離れていく。それに呼応し

ていただいて，柳川さんが実際に築地に持って行っていただいて，いい評判を得られて。 

 

（柳 川） 

そうですね。はい。とても評価を高くしてくれましたので。 

 

（知 事） 

これも生産者としてできるチャレンジだと思いますし，広島のかきをさらに広めていく

ことになりますね。実は東京に行くと，広島のかきという認知はあまりないんです。かき

は広島が名産だというのは知っていても，東北とか北海道のかきが並んでいると，どっち

かというとそちらを選ばれてしまうのが現状で，本当は圧倒的に広島のかきのほうがおい

しいと思うのですけれども，それをさらに広めていく努力をしていただいて，本当にかき

づくり，ただつくるということではなくて，かきのもとになる山であるとか，子どもたち

であるとか，あるいは東京であるとか，そういったところに広め，また，江田島も，実は

せっかく産地なのに食べるところがないということで，御自分で手掛けられる。本当にか

きづくりだけではなくて，かき普及に妥協なしという感じで全力を尽くしていただいてい

るのではないかと思います。 

 

（柳 川） 

知事，あと，育メンも。 

 

（知 事） 

育メンもですね。 

 

（柳 川） 

はい。そちらも妥協なしです。 

 

（知 事） 

分かりました。ありがとうございます。人口増にも御貢献いただいております柳川さん

に，もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。 

 

（柳 川） 

どうもありがとうございました。 
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事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，次は大柿高校３年生の前本拳輝くんです。 

前本くんは，小学校時代から伝統芸能の承継に取り組んでいらっしゃいます。小学校か

らです。地元の祭りでは，「お多福」の神楽を演じていただいているということで，お祭り

を大変盛り上げていらっしゃるということです。 

今日も，先ほどこの体育でお多福の踊りがありましたけれども，踊りというか，神楽を

やっていただきました。今日は女性の方がされていましたが，また，このほかにも，中学

校時代から地元の少年サッカーの指導補助を行っているということで，地域の活動に積極

的に参加していただいております。 

今日の発表のテーマは，「地域の活性化に自分ができること」です。それでは，前本くん，

どうぞよろしくお願いします。 

 

（事例発表者（前本）） 

私は，現在，広島県立大柿高等学校３年生です。江田島中学校から進学しました。理由

は，将来は江田島市に残り，就職しようと思ったからです。それは，江田島市が大好きだ

からです。生まれたときからずっと住んでいる江田島は，大自然に囲まれていて，心が落

ち着きます。両親には，一度島を出てみて，たくさんの経験をするのもいいのではと言わ

れました。しかし，私は，昔から江田島市に残ろうと決めていました。 

また，小学校のころ入団したスポーツ少年団に今までお世話になっていましたので，で

きるだけ貢献しようと決心していました。小学校を卒業し，中学校，高等学校の間は，都

合がつく限り練習に行ったり，試合やイベントなどに参加してきました。就職後も，休日

や時間があいた日には参加し，後輩たちとともに，元気な江田島市になれるよう頑張りた

いです。 

神楽は，小学校３年のころから地域の神楽団に所属し，練習を重ねました。今年の江田

島八幡神社秋季大祭では，お多福を任され，舞いました。地域の方々の御指導を受けなが

ら懸命に練習をし，本番を迎えることができました。本番では，多くの方が参拝される中，

自分としては満足のできる舞いができたと思います。 

このように，生まれてから今日まで江田島市の方々から御指導や応援をいただきました。

この江田島市に恩返しをしたいという思いが大きくなり，江田島市の企業に就職の内定を

いただきました。会社の先輩方の指導を受けながら，仕事を１日でも早く覚え，一人前の

企業人として江田島市での生活を送りたいと思っています。 

過疎化や高齢化など辛いことも多くありますが，江田島市の伝統文化を継承し，同じ世
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代の若者たちと共に元気な江田島市を次世代へつなげる役割を果たしたいと考えていま

す。自分にできることを精一杯やり，江田島市民としての誇りを持ってこれからも生きて

いきます。 

 

（知 事） 

せっかくなので，このまま映像を続けましょう。皆さんも楽しみながらお話を聞いてい

ただけければと思います。前本くん，本当にありがとうございました。今，前本くんが取

り組んでいらっしゃることは，こういう神楽，伝統芸能の伝承ですよね。また，少年サッ

カーの指導ということもやってもらっているのですけれども，よく考えたら，大人顔負け

というか，伝統芸能は，もちろん子どもたちがやるかわいいのもありますけれども，しっ

かりとこういうふうに，ある意味でメインのところを守ってくれて，そして，また子ども

たちの指導，自身もまだ高校生ですけれども，しっかりと子どもたちを指導する。これは

本当に普通の大人が考えても，なかなかできることではない。自分のことだけで精一杯な

ことが多いと思うのですけれども，島の伝統とか，あるいは子どもたち，次代につなげる

ということだと思いますけれども，それに取り組んでもらっているということで，すばら

しいと思います。 

今，お話ししていただきましたけれども，江田島が大好きなのですね。 

 

（前 本） 

はい。 

 

（知 事） 

江田島のどこがいいですか。 

 

（前 本） 

海がきれいなところです。 

 

（知 事） 

もちろんふるさとだから，いろいろなところが好きだと思うのですけれども，江田島の

大人たちはどうですか。 

 

（前 本） 

みんな優しいです。 

 

（知 事） 
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地域の中で，今，過疎化とか，高齢化，彼自身も少し言及してくれていましたが，いろ

いろな課題がありますけれども，次の世代につながっていくというのは，いかに地元を愛

する若い人をつくっていくかということが一番だと思います。外に出ようと考えたことは

なかったのですか。 

 

（前 本） 

ないですね。 

 

（知 事） 

全くない。 

 

（前 本） 

はい。 

 

（知 事） 

はっきりしていますね。ラブ江田島そのものですね。ミスターヤング江田島という感じ

がします。 

たくさん課題がありますけれども，今度就職されるところは，言っていいのか分かりま

せんけれども，言ってしまいますと，白地水産さんという，これは，前回私が江田島に来

たときに訪問させていただいた会社で，しらすなどをつくっておられる，すばらしい社長

さんの会社です。新しい若い力として，白地さんも地元に雇用をつくりたいということで

頑張っていらっしゃいますけれども，それが本当にマッチした形で，いいサイクルができ

ていると私は感じました。 

これからも，きっと江田島を大きく支えてくれるであろう前本くんに，皆さん，もう一

度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。 

 

（前 本） 

ありがとうございました。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

最後の発表は，能美中学校２年生の坪木覚弘くんにお願いしたいと思います。 

坪木くんは，勉強にも部活動にも意欲的に取り組んでおられます。このたび，めでたく

生徒会長に当選され，これまでの学校の伝統を引き継いで，礼儀正しく，文武両道の広島
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県一の中学校を目指すために生徒会長として頑張りたいということです。 

今日の発表のテーマは，「広島一の中学校に」です。それでは，坪木くん，よろしくお願

いします。 

 

（事例発表者（坪木）） 

皆さん，こんにちは。僕は，能美中学校で生徒会長をしている坪木覚弘です。ちなみに，

能美中学校を知っている方。今日は，僕たちの能美中学校を紹介したいと思います。 

僕たちは，昔から変わらない校訓「協力・建設・信頼・感謝」を常に意識し，学校生活

を送っています。そんな僕たちの目指す生徒像は，時を守り，場を清め，礼を正す生徒。

お互いに尊重・協力し，感謝の気持ちを大切にする生徒。強い意志を持ち，何事にも一所

懸命取り組む生徒。そして，文武両道のできる，そんな生徒，人になれるよう，毎日学校

生活を送っています。 

次に，その取組について紹介したいと思います。その１，時を守り，場を清め，礼を正

す生徒。現在，行っている黙動清掃では，それぞれが私語をせず，時間いっぱい掃除をし

ています。授業が始まる際のチャイムはなく，それぞれが時計を見て，１分前には席に着

いています。また，授業が始まる際は，20 秒間の黙想で休憩時間から授業への切りかえを

つけ，集中力を上げています。授業では，熱心でおもしろい先生方が教えてくださいます。

そして，見た目はこわもての，我らが熱血校長先生が朝会などで人間性を鍛えてください

ます。生徒一人一人が真剣に授業を受ける姿は，本当にすばらしいです。 

目標その２，お互いに尊重・協力し，感謝の気持ちを大切にする生徒。生徒たちは様々

なボランティア活動に積極的に取り組んでいます。地元の海水浴場を海開き前に清掃する

「クリーン長瀬」。江田島市内のスーパーマーケットで行うユニセフ募金。様々なボラン

ティア活動を生徒会が中心となって行っています。また，住民がボランティアで河川や道

路の美化，清掃活動に取り組む江田島市のアダプト活動と，広島県のアダプト活動の認定

団体にもなっており，先月も町内のごみを拾って回りました。 

目標その３，強い意志を持ち，何事にも一所懸命に取り組む生徒。能美中学校伝統の三

冠大会では，１組，２組がそれぞれ全力でぶつかり合います。一冠目は，運動会で行われ

る応援合戦です。二冠目は，１組集団，２組集団が全力でぶつかり合う縦割り合唱コンクー

ルです。そして，三冠目は，学習フェスタで行われるクラス対抗の合唱コンクールです。

今日はその合唱の一部を聞いていただきたいと思います。 

【合唱風景上映】 

また，僕たちは基礎体力向上を図るため，毎日給食前に業間運動の時間を設けています。

それぞれの学年で，外周，内周，サーキットに分かれ，体力づくりに励んでいます。そし

て，１年に一度，日ごろの成果を発揮するとともに，クラスの団結力を高めるため，校内

駅伝マラソン大会を行います。 
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部活動では，１分１秒を大切にしながら，毎日の活動にそれぞれが一所懸命に取り組ん

でいます。毎週月曜日には，帰りの会終了後，部活集会を行い，その週の目標や声出しを

行っています。全員が目標を持って部活に参加できるよう頑張っています。僕はこの能美

中学校を部活動，学習面だけでなく，人間性においてもすばらしい学校にしたいと思いま

す。この１年の僕のテーマは，「チャレンジ」です。 

 

（知 事） 

坪木くん，ありがとうございました。ずっと最初から最後までにこにこ顔でプレゼンし

てもらって，すばらしかったと思います。このプレゼンも，なかなか凝ったプレゼンでし

たけれども。 

 

（坪 木） 

ありがとうございます。 

 

（知 事） 

自分でつくったの。 

 

（坪 木） 

教頭先生がつくってくださいました。 

 

（知 事） 

正直でよろしいです。ありがとうございます。中学校は２クラスなんですか。 

 

（坪 木） 

そうです。 

 

（知 事） 

人口が減ってくると，クラスの数が減ってきて，小規模校といっていろいろな面で課題

があるのですけれども，でも，小規模校は小規模校で，小さいということを逆手にとって，

いいものにしていこうと思うと，できる面があるのではないかと思いますが，どう思いま

すか。 

 

（坪 木） 

人数が少ないと，それぞれが，それぞれの顔や名前を覚えて仲良くできるので，いいと

思います。 
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（知 事） 

一体感が高まったり，あと，先生の目も行き届く。そういうところがあるので，仲良く，

しっかりと勉強できる面もあるのではないかと思いますが，そういう中で，坪木くんは広

島一の中学校にしたいとおっしゃってくれて，いろいろな活動を紹介してくれましたが，

坪木くんならではの挑戦をしたいと聞いたのですが。 

 

（坪 木） 

学校では，行事など，去年までの行事は，まじめにやるところはしっかりやって，普通

の行事も，普通に取り組んでいましたが，僕が生徒会長になったからには，その普通の行

事を，生徒全員で盛り上げたり，保護者の方も参加して楽しい行事にしたいと思います。 

 

（知 事） 

もう少し分かりやすく一言で言うと，今日昼間に言っていましたね。おもしろいと。 

 

（坪 木） 

おもしろい行事にしたいと思います。 

 

（知 事） 

ということですね。まじめなだけじゃなくて，おもしろく楽しい行事にしたいというこ

とですね。 

 

（坪 木） 

はい。 

 

（知 事） 

それは，みんなを巻き込んで，盛り上げていきたいと。そういうことですね。 

 

（坪 木） 

はい。 

 

（知 事） 

分かりました。坪木くんは生徒会長だから，中学校の言ってみればリーダーですね。リー

ダーがこうやって楽しく頑張ってくれると，きっと能美中学校は楽しい中学校になると思

いますし，今日はこうやって仲間がやってきて，皆さんから見えないと思うのですけれど
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も，一文字ずつ名字の漢字を書いて，応援してくれています。これだけでもいい仲間がい

るなというのがよく分かりますよね。これからの能美を，そして江田島を背負っていって

くれる坪木くん，そして能美中学の皆さん，本当にありがとうございます。もう一度大き

な拍手をお願いします。 

 

（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したいと思います。湯﨑知事，よろ

しくお願いいたします。 

 

（知 事） 

皆さん，本当に長い間，また寒い中をずっとお聞きいただき，本当にありがとうござい

ました。私が冒頭で大変楽しみにしているというふうに申し上げた意味が分かっていただ

けましたでしょうか。ありがとうございます。 

今日の４名の方々の発表も本当にすばらしかったと思います。もちろん発表の仕方云々

ということもありますが，何よりも，自分の果たしている役割，仕事にしても，学校にし

ても，また地域にしても，それぞれいろいろありますよね。そういう中で，木村さんは全

く新しい産業づくりに，仕事ということだけではなくて，それ以上の，その枠を超えた情

熱を持って取り組んでいただいていますし，柳川さんは，今度は 450 年の伝統ですね。450

年の伝統のかき，これをまた新たな次のステージへ持って行くために頑張っていらっしゃ

る。自分がかきを生産するということだけではなく，その周辺を含めて，子育ても含めて，

それもまた次につながっていくことですが，そういうことに取り組んでいらっしゃる。そ

して，前本くんは，地域とかかわりを持つ。これは本当に若い人にとってはとても大変な

ことだと思いますが，地域とかかわりを持って，地域を大事にして，地域と一緒に育って

いく。そして，坪木くんは，学校ですね。この中学校を本当に日本一の中学校にしたいと

いうことで頑張ってもらっているということで，大変なチャレンジから身の回りのチャレ

ンジまでいろいろありましたが，一人ひとりができることは本当にたくさんあると，私も

毎回皆さんのお話をお伺いして感じるところです。 

この日々の生活の中で，自分ができることを一つでもよりよくしていくということを，
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広島県は 280 万人の県民がいますが，280 万人の皆さん一人ひとりが取り組んだら，本当

に明るい未来が広島県には開けてくるのではないかと感じます。また，そういった力をみ

んなが持っているということを，いつもこういった場で感じさせていただいています。是

非，またこれから今日のお話を一つの糧に，新しい江田島，そして新しい広島県を皆さん

とともにつくってまいりたいと思います。そのためにも，今度また衆議院選挙などもあり

ますけれども，政治への参画ということも非常に大事ですし，いろいろな形で皆さん御活

躍をいただきたいと思っております。 

本当に今日は長い間，どうもありがとうございました。そして，もう一度４人の皆さん

に大きな拍手をお願いします。ありがとうございました。 

 

（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。御来

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，御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，どうぞ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情報の交換も行ってお

りますので，是非御参加ください。 

本日は御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。 


