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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。 

本日はお足元の悪い中，多数お集まりをいただき，誠にありがとうございます。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御挨拶を申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆さん，こんにちは。今日は土曜日で，こうやってお集まりいただいたというのは多分

お休みなんだと思うのですけれども，そのお休みの日を割い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。 

この県政知事懇談会で東広島にお邪魔しますのは３回目で，私も就任してちょうど３年

になり，毎年お伺いさせていただいています。この県政知事懇談会も，合計では 40 回近

くなっていると思いますが，数字をまとめてくれて，これまで 97 ヵ所の県民の皆さんの

いろいろな活動をされているところに訪問させていただいて，359 名の皆さんの御意見，

あるいは発表をお伺いさせていただいています。今日も４人の方に来ていただいておりま

すが，こういう形でお話をお伺いさせていただいて，以前からこれを県政の味噌樽と呼ん

でいるのですけれども，いろいろな御意見を味噌樽のように詰めると，そのうち発酵して

いい調味料ができて，それを使って県政の味付けにしていくということで，３年もたって，

しかも，いろいろな調味料が中に入って，とてもいい味噌ができつつあると思っておりま

す。これも皆さんの御協力のおかげだと思います。 

今回は，４人の皆さんに「私の挑戦」ということで，今，皆さんが取り組んでいただい

ていますその挑戦を発表していただくのですが，きっと，今日，お帰りいただくときには，

自分もこういうことをやってみたいとか，そういうふうに感じていただけるのではないか

と期待しています。毎回そういういいお話を聞かせていただくので，私がいろいろ言うよ

り，聞いていただいたほうがよく分かると思います。 

ちなみに，今日の午前中，ここにお伺いする前に，「ファーム・おだ」を訪問させていた
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だきまして，こちらの「パン＆米夢（パントマイム）」という米粉のパン屋さんを拝見させ

ていただきました。地域の皆さんがつくったお米を米粉にして，そしてパンを売るという

活動をされています。その後，西条のつつみサロンを訪問させていただきました。これは

交流サロンです。地域の皆さんが集まって交流を図られているところにお邪魔させていた

だきました。この東広島市の地域の皆さんのつながりというのをとても感じました。 

それでは，これから発表に移らせていただきたいと思います。是非皆さんじっくりお聞

きになっていただければと思います。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。 

 

 

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。 

まず，酒蔵通りを中心としたイベントの開催などを通じて，西条の活性化に取り組まれ

ている東広島市観光協会事務局の石川典子さんです。 

続いて，小田小学校区を一つの農場とし，地域一体で農業経営に取り組まれている「農

事組合法人ファーム・おだ」組合長理事の吉弘昌昭さんです。 

海外に関心を持ち，将来は国際感覚を持ったアナウンサーになるという目標を持って頑

張っておられる県立広島高等学校２年生の明知里奈さんです。 

昨年４月に新設された中学校の生徒会長として，新たな学校文化を築いていこうと頑

張っておられる東広島市立中央中学校３年生の下田直輝さんです。 

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。 

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） 

改めて，どうぞよろしくお願いします。 
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今日事例発表していただく４人の皆さんは，それぞれの地域，あるいは職場，また学校

で積極的にいろいろな挑戦をされているということで今日お越しいただいています。 

初にお願いするのは，今も御紹介ありました東広島市観光協会事務局に勤務されてい

らっしゃいます石川典子さんです。 

改めて石川さんの御紹介ですが，石川さんは西条の活性化を図るために，地元商店や酒

蔵のおかみさん，商工会議所，また観光協会職員の有志を中心として西条ステキ委員会の

メンバーになって，「街角コンサート」あるいは「手みやげ横丁」の開催であるとか，「酒

まつりマップ」をつくるとか，自分たちが今できること，そして，活性化できることに挑

戦されていらっしゃいます。 

今日の発表のテーマは，「西条酒蔵通り 西条ステキ委員会～おかみさん達の挑戦」です。

それでは，石川さん，どうぞよろしくお願いします。 

 

事例発表① 

 

（事例発表者（石川）） 

東広島市観光協会事務局の石川と申します。よろしくお願いいたします。今日は西条酒

蔵通りでの取組を御紹介したいと思います。ここ西条酒蔵通りは，ＪＲ西条駅を中心に，

１㎞圏内に８社もの酒蔵が密集している，ここにしかない，全国的に見ても貴重なところ

です。湯﨑知事も毎年酒まつりには来ていただきまして，ありがとうございます。 

そんな酒蔵通りですけれども，観光という面で注目されてきたのはここ数年の話です。

表を見ていただいても分かるように，右肩上がりに訪問者が増えてきております。 

そういった酒蔵通りですが， 近では様々な挑戦が多くされています。少し紹介させて

いただきますと，「ＡＲＴ in 酒蔵」といって，大学生が酒蔵通りを会場に，ＡＲＴの展示

とかワークショップなどを９日間開催いたしました。 

また，酒蔵を利用して，社会人演劇サークルが戦国武将に扮して，戦国カフェ「侍」と

いうのも２年間に 10 回ほど，不定期に開催しております。 

そのほかにも，東広島映画祭の開催ですとか，観光交流拠点「くぐり門」の誕生など様々

な取組がありますが，本日は地域の商店のメンバーが中心となってやっております西条ス

テキ委員会の挑戦を紹介いたします。 

西条ステキ委員会とは，西条駅周辺の商店，酒蔵のおかみさん達を中心に，このまちが

もっとステキになったらいいなということで，2008 年７月に始まった会です。その背景と

いたしましては，ＪＲ西条駅周辺も，新しいお店ができたり，新庁舎が建ったりと，とて

もまちの変化が早い地域になっております。商売をしている関係もあり，お店にいること

が多いので，このような近所の情報をなかなか知らないということで，まずは地域のみん

なで集まって，顔見知りになって，まちのことや，お店のこと，情報を共有しましょうと
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いうことで始まった会です。 

会は，月に１回集まって，井戸端会議的に近況報告をしあっております。約 40 店舗のメ

ンバーがいますが，大体半分の 20 名のメンバーが参加して，お弁当を食べながら，お店の

近況報告などをしております。このときに，お店の挑戦してみたこと，取組などもみんな

で発表しあっております。 

近況報告をしながら，自分たちも楽しんだり，体験することを取り入れております。こ

のときの写真は，うたごえ喫茶的に歌をみんなで歌って楽しんでいる写真です。 

商店，お店の集まりですので，少しでも販売促進につながる工夫もしております。これ

はとてもおもしろいと思うのですけれども，おかみさん達が，自分のお店ではなくて，ほ

かのお店のお奨めの商品を紹介しあっております。そうすることによって，自分たちの商

品，気づかなかった一面に気づけるという発見もございます。 

また，先ほど 40 店舗のメンバーがいると言ったのですけれども，飲食業など，なかなか

参加できないメンバーも多いので，こういうふうにお知らせはアナログ的に回覧板で行っ

ております。とにかく会うきっかけをつくろうということで，このようにしております。 

そういった月１回の会合とは別に，まちの賑わいづくりとして，商店だからこそできる

ことをやっていこうということで，まず，おもてなしの取組ですけれども，小さな街角案

内所の役割ということで，お店はいろいろなことを聞かれる場所でもあり，また，西条駅

というまちの玄関口でもありますので，お客様に聞かれたときには親切に御案内，情報の

提供ができるように，まずはまちの旬なことをみんなで共有するよう努力しております。 

２番目に，まち歩きを楽しくする工夫をしております。ちょっと紹介しますと，こんな

感じで，季節感を大切にしています。このときは梅雨時期でしたので，少しでも晴れ間が

出て，まち歩きを楽しんでもらえるように，てるてる坊主を飾っております。なるべく商

店の特徴を出すように工夫しておりまして，小さなことですけれども，そういう商店が集

まって，そろってすれば，大きな魅力の一つになると考えております。 

次に，ステキ委員会の店舗の目印として，「おもてなし手ぬぐい」というのをつくってみ

ました。こういう手ぬぐいのかかっているお店が酒蔵通りにはあります。そういうお店で

は，気軽にお店の人に声をかけてみてください。また，まちのおみやげとしても販売をし

ております。 

次に，商店だからこそできることということで，二つ目ですけれども，いろいろなイベ

ントと応援企画をやっております。音楽祭というのがありますが，そのときに連携して，

街角でコンサートを行っております。ステキ委員会というのは商店の集まりですので，い

ろいろなプロの方がいることがとても強みになっております。これは，街角でうたごえコ

ンサートを音楽教室の先生がやってくれて，まちのみんなで楽しんだ様子です。 

次に，商店ならではの「手みやげ横丁」ということで，酒蔵通りには物産館がありませ

んので，いろいろなお店の商品を一度に見てもらえる場がありません。ですので，そうい
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ういろいろなお店の商品を一度に見てもらう場の提供として「手みやげ横丁」というのを

イベントに併せて数回行っております。私たちにとっても，ほかのお店の商品を知るいい

きっかけとなっております。 

本日，配らせていただいていると思いますが，西条ステキ委員会のまち歩きが楽しくな

るようにということで，「ステキマップ」もつくらせていただき，顔の見える商店を目指し

て，なるべく商店主の顔を一緒に紹介しております。 

そういったステキ委員会の取組を通してよくなったことは，お互いを知ることによって，

商店を中心に地元の結束が強まったこと，酒蔵観光の人を中心におもてなしの意識が芽生

えたこと，現状を踏まえて，お店としての販売促進の意識が高まったことなどがあります。

特にお互いを知ることによってコミュニケーションがとてもスムーズになり，観光面だけ

でなく，例えば防犯面，物騒なことが続くと，そういう情報を共有して，お店の玄関のラ

イトは夜つけたままにしておこうとか，そういう連携がとれるようになりました。人と人

がつながる，知り合うということはとても大切なことだと実感しております。 

私自身は，西条ステキ委員会という場があることによって，市，会議所，観光協会の担

当者が一緒に集まり，お店の声を聞き，活動や情報の共有をするきっかけの場ということ

で，とても貴重な会と思っております。 

今までは取組を御紹介しましたが，これからの西条ステキ委員会の挑戦といたしまして，

商店の集まりなので，商品の販売促進につなげる工夫を，やはり，商店はお店を続けてい

くことが大切です。お店がなくなってしまうと，このような活動もできなくなってしまい

ますので，お店が元気になって，地域が元気になって，まちが元気になる。そういう気持

ちを持ち続けて，活動を続けていきたいと思います。 

次に，住んでいる人に根付いた活動の継続ということで，東広島市は大学や企業もあり，

常に人の流れがあるまちです。ですので，まず住んでいる人にこの酒蔵通りを知ってもら

い，お店を知ってもらい，第二のふるさととして東広島のことを好きになってもらえるよ

うに，地元の人に向けた楽しい活動を充実させていきたいと考えております。 

ステキ委員会の活動を通していろいろまち中で気づいたこと，現状の課題，まちの課題

として，酒蔵通りの安全面の確保，酒蔵通りの景観の維持・保全，市役所とのつながり強

化，駐車場問題など，昔から言われていることが多いですが，何かをすることによってと

ても実感しております。青字の部分は，少しでもよくなっていくために，ステキ委員会で

もできることを考えてはいますが，このようなまちの課題というのはとても大きな問題に

なっておりますので，是非その基礎的な整備を県と市の方と一緒に頑張っていただきたい

ということで，今日はお願いにも参りました。その基盤の上に，店舗をはじめ，民間が賑

わいをつくります。賑わいができれば，人が集まる。集まれば，まちが元気になる。そう

いう好循環を生み出して，行政と民間が好連携をとれるようになれば，10 年後，20 年後も，

この酒蔵通りをはじめ，このまちはもっとすてきなまちになっていると信じております。 
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西条ステキ委員会をはじめ，酒蔵通りでは，これからもできることをコツコツと挑戦し

ていきたいと思っています。 

後に宣伝をさせていただきたいのですが，今日チラシを配らせていただいております。

これからも酒蔵通りでは様々な挑戦，イベントが続きます。これからの季節，酒づくりも

始まり，酒のまちとしてもどんどん色濃くなっていく季節です。そんな酒蔵通りへ是非お

越しいただければと思います。どうもありがとうございました。 

 

（知 事） 

石川さん，どうもありがとうございました。ちなみに，石川さん御自身は東広島の御出

身なのですか。 

 

（石 川） 

はい。東広島の出身で，ずっと，ここで生まれ，ここで育ちました。 

 

（知 事） 

このステキ委員会は商店街の集まりですけれども，商店街には組合とかがあったりしま

すが，それとはまた別の活動なんですね。 

 

（石 川） 

そうですね。組合のようにあまり組織的にせずに，みんなでとにかく集まって，御飯を

一緒に食べながら仲良くなりましょうという，そういう感じの会です。 

 

（知 事） 

石川さんがそこにかかわり始めたきっかけは，どういうことですか。 

 

（石 川） 

きっかけは，やはり観光協会のほうでお仕事をしている関係もありまして，おもてなし

の面とか，まちが元気になったらいいなということで，一緒に仲間に入れていただいてい

ます。 

 

（知 事） 

なるほど。今，お話しいただいたように，皆さん楽しみながら，あまり固くないところ

で始めようということで，まさにできるところから始めましょうという活動だと思います

が，それがだんだんと一つ一つ大きくなっているのではないかという気がしますが，どう

でしょうか。 
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（石 川） 

そうですね。何かをやると，どんどんステキ委員会に求められることも大きくなったり

はしております。 

 

（知 事） 

きっと何かをやると，そこにつながって，もっとこんなことをやりたいとか，こんなこ

とをやったらいいんじゃないのとか，それこそいい循環が会の中でもできてきて，それが

また地域に波及していく。そういう感じですね。 

 

（石 川） 

そうです。こういうことをやりたいということが出ますが，そういったときにまちの整

備という面でぶつかったりもします。酒蔵通りに人が集まってほしいけれども，車通りも

多く，ゆっくりと安心して人が集まれる場所がないとか，そういう現状にもぶつかったり

します。 

 

（知 事） 

そうですね。それが先ほどの気づいたことというところで，交通のこととか，そういう

ことですよね。 

 

（石 川） 

そうです。 

 

（知 事） 

こういう活動は，住民自治の原点のような感じがします。みんなが決まった組織の中で

やるのではなく，ある意味でいうと，地域のみんなが楽しく集まろうというところから始

まって，だんだん，一つ一つ新たなことに取り組んで，気がついたら，車の通りが問題だ

と。そうすると，道路とか，インフラとか，速度制限とか，今度は法律だとかルールだと

か，そんなことまでつながっていく。もともと行政とか，原点はこういうところにあると

思います。それを地道にやっておられるということですが，このステキ委員会のリーダー

はどなたなのですか。 

 

（石 川） 

ステキ委員会のリーダーは，駅前で喫茶店をやっております「あ・うん」店主の田口さ

んという女性の方がいらっしゃいますけれども，その方をリーダーにやっております。 
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（知 事） 

では，今日は石川さんがそのグループの代表ということですね。 

 

（石 川） 

そうです。皆さん土曜日は商売があってお店にいらっしゃるので，私が代表で来させて

いただきました。 

 

（知 事） 

いろいろな活動がありますけれども，本当にできることからやっていく。考えるとか，

ありがちですけれども，本当にこれはだめだと不満を言っているだけとか，あるいはこう

したらいいのにと言っているだけではなくて，実際にできることからちょっとやる。ちょっ

とやると，また新しいできることが増える。きっと仲間も増えて，だんだんそういうふう

になっていくと思います。きっとこの速度制限も，そのうちに警察とかも巻き込んで，もっ

としっかりできるようになったりとか，そういうふうに発展していくのではないかと思い

ます。考えているだけでなくて，本当に日常の中でもできることが大きく新しい動きにつ

ながっていくということを実例をもって示していただいているのではないかと思います。

ステキなそういう活動を御紹介いただきました石川さんにもう一度大きな拍手をお願いい

たします。 

 

（石 川） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

是非酒蔵通りにも行ってください。ありがとうございました。 

 

事例発表② 

 

（知 事） 

それでは，続きまして「農事組合法人ファーム・おだ」の組合長理事吉弘昌昭さんにお

願いしたいと思います。 

私が今朝訪問したところです。吉弘さんは，この小田地区の農地を守って，効率的また

安定的な農業を続けていくために，地域を一つの農場，小田地区という地区がありますが，

地区全体で一つの組合をつくって，農業をやるということです。それをやるための組合が

「農事組合法人ファーム・おだ」ですが，これを設立されたということです。 
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お米とか大豆，ソバなどもつくっていらっしゃいますし，先ほど御紹介したとおり，こ

の地元でつくったお米，そして水を使った米粉パンの直営店「パン＆米夢」が大変好評だ

ということで，遠くからたくさんお客さんが来られるそうです。 

今日の発表のテーマは，「夢と希望の郷づくりに挑戦！」です。それでは，吉弘さん，お

願いいたします。 

 

（事例発表者（吉弘）） 

皆さん，こんにちは。御紹介いただきました「農事組合法人ファーム・おだ」の吉弘で

ございます。これからスライドで御紹介したいと思いますが，河内町小田というところは

白竜湖というダムがございまして，そこが玄関になっております。中山間地域の典型的な

ところで，東広島市の東北に当たります。今日，知事さんにも見ていただきましたが，自

治組織「共和の郷・おだ」ということについて 初に触れておきたいと思います。 

これはどういうことかといいますと，昔，我々のときは小田村でしたが，小田地域にお

いて，小学校の廃校という話が平成 13 年ごろから出てまいりました。併せまして，保育所

も統合する。また，高齢化が進んでおります中で，診療所も，建物が古いので建替えは難

しいと。平成の大合併の中でそういう話が出てきました。それでは，地元の村は大変困り

ますので，危機でございます。危機はまさにチャンスとも言われておりますから，ここで

ひとつ，みんなでできることは自らやろうじゃないか。できないことをまとめて，提案，

提言しようという方向に変えたわけです。これが自治組織「共和の郷・おだ」でございま

す。 

今日は地域の宝チャレンジ・トークでございますので，まず，小田で宝としているもの

をお話ししたいと思います。東広島市というところは穀倉地帯で，県下一の米どころです。

酒も有名です。小田米は非常においしいです。温度差がありますので，おいしいお米がと

れます。ということで，お米は皆さんに食べていただいています。大豆を，転作で 34％あ

るものですから，15 ヘクタール栽培しておりまして，この大豆を使って，業者の方に味噌

加工もしてもらいますが，我々のところでは手づくりの味噌ということで，先ほど知事さ

んのほうから味噌樽という話がありましたが，そういう熟成したおいしい味噌をつくって

おります。これも皆さんによく買っていただいております。 

また，ソバも 3.5 ヘクタールつくっておりますから，これについては乾麺というそばに

しまして，「寄りん菜屋（よりんさいや）」というところがありますが，そこでは直売もし

ております。レストランも加工所もあります。そこでは，そば定食ということで，皆さん

にこれを食べていただいております。 

また，西条は昔から西条柿の原産地で，したがって，我々のところも西条柿をつくって

おりまして，ちょうど今はさわし柿の出荷がされています。そういう地域です。 

そういうおいしい米がありますが，転作をしなければいけないということは，米の需要
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が下がっているからです。昔は 120 ㎏ぐらい皆さん食べておられましたが，現在は１人当

たり 58 ㎏まで下がっております。さらに，高齢化が進むと下がるということも予測されま

すので，ここで，小麦のパンがございますが，アレルギーになられる方もおられるという

ことで，米粉を使った食材を考えていこうという中で，東広島市では米粉普及協議会とい

うのを立ち上げていただき，そういう中で我々は米粉を使った米粉パンの専門店として，

県下で初めて挑戦をしました。チャレンジです。4 月 29 日にオープンしましたが，多くの

方に来ていただいて，現在も毎日店頭では完売しております。 

本来は学校給食にこれを提供したいというのが一番のねらいでございます。そうすれば，

20 年，30 年先に，また親御さんになられて，子どもさんにも食べていただくということに

なれば食糧自給率も上がります。１日に３個米粉パンを食べると，食糧自給率が１％上が

ると言われております。これは１億 2,000 万の人口が日本にはおられますので，そういう

計算でございます。今，ここで売れておりますから，食べていただく方は，１日に３個以

上食べていただいております。ということで，今後，米粉を普及することによって，米の

需要拡大を図ろうということで現在取り組んでいるところです。これを地域の宝として育

てよう。 

これは，共和の郷・おだの組織図ですが，現在 210 戸，600 人の人口の地域です。総務

企画部，農村振興部と部が８つございます。この中で，農村振興部は農業についてどうす

るか。過疎化，高齢化，担い手不足という実態が今ずっと続いておりますから，個人では

１農家当たり 40 万から 50 万の赤字です。これでは若い方があと農業をしません。したがっ

て，定年退職者やら，できる者で農業をやろうというのが農事組合法人でございます。 

これを考えたのが農村振興部で，平成 17 年からこれを発足して継続しております。この

中には女性部もありますし，白竜部もありますが，ちょうどこちらの組織図を見ますと，

小さな役場のように見ていただければいいと思います。女性部は女性会というのがありま

して，これも一緒になって，自治組織の中で活動するというのが今年から始まりました。

白竜部というのは，白竜湖の名前ですが，実は老人会です。老人会という名前よりも白竜

部のほうがいいので，現に，年の方でも元気な方が多いです。年金もあるということで，

自ら活動していきたいという意見が地域から出て，それなら部をつくろうと。そうでない

方，できない方は福祉ふれあい部のほうでみんなで支えていこうじゃないかという組織に

したわけでございます。これが現在続いております。今ちょうど自治組織「共和の郷・お

だ」は９年を経過し，10 年目に入っております。 

これは，私どもの地域です。広島県があって，東広島市があって，ここが河内町小田で

す。また，地形も，ダムがあって，１の組から 12 の組まで，13 集落あります。ここへイ

ノシシ谷と書いておりますが，イノシシと共存共栄で仲良くしていこうということを考え

たわけです。それはなぜかといいますと，これがイノシシの後ろ足，これがイノシシの前

足，これが頭。しかも，頭には冠が付いております。非常に立派なイノシシが来るわ，来
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るわ，すごく来ます。大変な被害を受けるようになり，個人個人で防ぐのは大変ですから，

みんなでやろうじゃないかということで，小田の地域周辺を囲いました。電気防護策とい

うので 26 ㎞の距離を囲ました。そうしますと，次に来たのはシカでございます。シカは 2

メートルの高さがないと防げません。そこで，現在はワイヤーメッシュという金網をずっ

と張り，今年で終わりましたが，これが 21 ㎞入りました。それで，小田地域の農産物を安

全，安心につくっているわけです。 

これを見てみますと，動物園に行きましたら，動物が檻の中にいて，我々が見ます。で

すが，小田地域というのは，動物がほとりから見てくれております。中で一生懸命我々が，

食べる作物はもちろんですが，イノシシもおいしいということでよく来てくれております。

現在は被害が非常に少なくなりました。ワイヤーメッシュは県の事業で，中山間直接支払

いで行いました。 

これがファームおだの組織図です。農業はこういう形でやっております。部が，総務か

ら加工販売部までございます。 

やっている内容は，小田地域の農地を集積して，84 ヘクタールございます。水張り面積，

実際栽培できる面積は 70 ヘクタール，この差の 14 ヘクタールは何か。これは畦畔，畦で

す。この草刈りが大変です。高齢化しますと，この課題が残っております。 

現在つくっておりますのは，水稲が 46 ヘクタール，大豆が 15 ヘクタール，小麦が 7.8

ヘクタール，ソバが 3.5 ヘクタール，野菜が１ヘクタール，これはアスパラとピーマン，

トマトをつくっております。新規需要米というのが，米粉用の米です。荒廃地がどんどん

減ってきました。というのは，荒廃するようなところへまず米を植えて，そして，米粉用

の米としてつくるのが一番楽なので，そういう方法でやっております。「パン＆米夢」とい

うパンに夢に託しまして，米粉パン工房を始め，６ヵ月が経ちました。 

機械も，このように非常に少ない機械で，効率的にやっております。もと 128 戸あった

わけですから，トラクターも持っておられます。田植機もあります。コンバインもありま

す。７億 3,000 万円を皆さん投資しておられましたが，こういう法人化するときに，当初

1 億円の予定が 6,200 万円で出発をいたしました。非常に少ない機械で，効率よくやって

おります。これは稲刈りです。５条刈り，４条刈りのコンバインで刈ります。 

大豆も集団で集めてつくるということをしますと，畑作物ですから，排水がよくないと

いけないということで，土づくりは徹底しながら進めているところです。 

ソバも，このように転作の一環としてつくって，そして加工して，隣の法人とも提携し

て，そばを使ってもらったり，また粉にしてもらったり，法人間連携も行っております。 

大豆の刈り取りはコンバインでいたしますし，そして，たばこの乾燥場でしたが，ここ

が遊んでおりまして，ここを利用して，大豆の乾燥をやって，現在，袋詰めをしていると

ころです。 

米は，こういうパントリーであるとか，地元のライスセンターで乾燥，調整をいたしま
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す。 

そして，力を入れているのは土づくりでございます。戦後，牛を飼っておりましたとき

から耕運機，トラクターに代わってもう 50～60 年がたちました。その間，ほとんど堆肥は

入れてなかったわけですが，法人になって毎年 1,500 トンの堆肥を入れております。水稲

が２トン，大豆が 3 トン，野菜が４トンというようにしてまいてつくるので，肥料・農薬

は半分以下でできるようになりました。現在，そういうことにより，安全・安心はもちろ

んですが，おいしい米ができるようになりました。そのおいしいお米を使って，先ほど言

いました米粉パンにチャレンジしました。４月 29 日にオープンしましたが，非常に多くの

方が市内から来られ，２時ごろには完売いたしました。今朝，知事さんにも見てもらいま

したが，現在 104 種類あり，今日も新製品をつくっておりますが，１日に 35 種類ぐらいを

出させていただいております。 

そういうことで，20 代の方が３人，今，来ておられまして，若い方にも来ていただける

ようになりましたが，本来は，量販店とか学校給食に行きたいので，あともう２人いりま

す。この中でお心あたりの方がおいででしたら，是非御紹介をいただきたいと思います。 

以上，時間がまいりましたので，私のお話は終わらせていただきます。御清聴大変あり

がとうございました。 

 

（知 事） 

吉弘さん，ありがとうございました。イノシシ，シカと来ると，次に来るのはチョウか

なと。チョウが来るといいですね。 

 

（吉 弘） 

チョウが来ると大変よろしいですが，次はサルが来ますね。 

 

（知 事） 

木も登るサルが来ると大変ですね。今，お話にありましたけれども，診療所がなくなっ

たりとか，廃校になるというのは，本当に地域の危機だと思いますが，そのまま放ってお

けば，そのまま危機になって，なんとなく元気がなくなるのですが，この小田では，吉弘

さんが中心になって，この危機をチャンスに変えられた。御自身でもおっしゃいましたけ

れども，危機をチャンスに変えるということで，この危機に何ができるかということをお

考えになって，それをまた実際に実行された。その結果，自治組織「共和の郷・おだ」と

いうことで。 

 

（吉 弘） 

元は，小田村という役場をつくろうと思ったのですが，若い方の意見を聞くと，村は古
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いと。だから，まちにということで，募集しましたら「共和の郷・おだ」という結果にな

りました。 

 

（知 事） 

「共和の郷・おだ」というのができて，かえって，地域のつながりが強くなったのでは

ないですか。 

 

（吉 弘） 

そうですね。オール兼業地域ですから，皆さん勤めておられます。朝早く出て，夜遅く

帰られるのが男性の方。農業は女性の方で守っておられ，なかなか話し相手が出来にくかっ

たのですが，このような自治組織をつくることによって，お互いが一生懸命話し合いをす

る。しかも，そこで決めたことは実行する。挑戦するという方向になりました。 

 

（知 事） 

そして，それがきっかけでファーム・おだというものもできたということですね。この

ファーム・おだは，先ほど御紹介ありましたけれども，84 ヘクタールあって，今の売上げ

が大体 5,000 万円ぐらいですかね。 

 

（吉 弘） 

そうですね。農産物の売上げが 5,000 万，6,000 万ですね。 

 

（知 事） 

県が行っている施策の中で，こういう自治的な組合を集落法人と言っていますけれども，

こういった集落法人の経営をだんだんと拡大していこうというのを県も支援しています。

だから，5,000 万円ぐらいは経営発展移行型と呼ばれるところで，これを段々と 8,000 万

円とか，１億円とか，１億 2,000 万円を目指しましょうというのをやっていますが，まさ

にその中で非常にうまく回り始めている「ファーム・おだ」ではないかと思います。 

パンをつくるというのは，よく言われる六次産業化というもので，一次産業，二次産業，

三次産業を足すと六次産業になるということで，六次産業化と言われています。そういっ

た活動を実際にやられて，これも実際にやられて， 初皆さんパンづくりは素人だったん

ですよね。 

 

（吉 弘） 

そうですね。全くパンというのはつくったことはございませんでした。 
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（知 事） 

それが，今や福山市とか，広島市も含めて，県下いろいろなところからお客さんがいらっ

しゃるということで，すごいパン屋さんになっていると。 

 

（吉 弘） 

市内の方はもちろんですが，広島，呉，福山，県内からお出でになっていただいており

ます。 

 

（知 事） 

通り過ぎるとただの村に見えますが，実際に廃校という危機を一つの契機に，こうやっ

て地域の皆さんが集まって，これも，やっぱりできることから一つ一つ始めていって，今

や非常に大きな農業，県内でも先を行く農業をやられている。そして，農業だけでなくこ

ういう六次産業化ということもやられて，若い人も戻ってきているということで，20 代の

方が３人，30 代の方も２名，40 代，50 代の方も戻っていらっしゃるということで，これ

も，過疎が問題だとか，高齢化してどうしようかとただ座って考えるのではなく，吉弘さ

んのような方がこれをやっちゃろうというふうに一歩動かれることによって，ここまで発

展をしたのではないかと思います。本当にすばらしい取組をされていらっしゃいます。 

ちなみに，吉弘さんは御退職前どちらで。 

 

（吉 弘） 

広島県庁のほうへ 40 年勤めておりました。 

 

（知 事） 

県も捨てたもんではないでしょう。こういうのは一粒で二度おいしいですね。県庁で働

いてもらって，また地域で働いてもらって，１人で二度おいしく貢献していただいている

のではないかと思います。本当にすばらしいこの小田村の「共和の郷・おだ」の取組，やっ

ていらっしゃる吉弘さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。 

 

（吉 弘） 

ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。 

 

事例発表③ 
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（知 事） 

それでは，続いて広島県立広島高等学校２年生 明知里奈さんにお願いしたいと思いま

す。明知さんは，海外に強い関心を持たれ，今年 10 月，ハワイ州に修学旅行に行かれたそ

うです。この修学旅行では，修学旅行委員になられ，ハワイの姉妹校との交流に積極的に

取り組まれたということです。 

今後は，語学力を一層高めて，国際感覚を有したアナウンサーになるという将来の目標

に向かって挑戦をし続けていきたいということです。 

今日の発表のテーマは，「国際感覚を持つアナウンサーを目指して」ということです。そ

れでは，明知さん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（明知）） 

皆さん，こんにちは。私は，広島県立広島高校２年生の明知里奈です。部活はバスケッ

トボール部に所属していて，毎日笑顔を大切に，学校生活を楽しく，何事にも全力で取り

組むように頑張っています。 

今日はちょっと緊張していますが，私の将来の夢への挑戦のお話をさせていただきたい

と思います。 

私の将来の目標は，先ほど説明していただいたように，国際感覚を身に付けたアナウン

サーになることです。私がアナウンサーになりたいと思う理由は，単にニュースの事実を

伝えるというだけでなく，様々な場面において，自分の持ち備えている豊富な知識を発揮

してコメントしたり，多くの人に新たな知識を伝えることができるという，そんな仕事に

尊敬をして，あこがれを持っているからです。ときには笑顔を与えることもできるので，

私も，笑顔を伝えられるような，そんなすてきな仕事につきたいと思っています。 

アナウンサーになるためには，豊富な，多くの国や地域の文化，経済，歴史などの知識，

理解をしておいたり，そのためにさらに英語力が必要だったりします。私は多くの人とこ

れからかかわりを持ったり，英語や国際的なことを学びたいと思っているところです。 

そんな中，私は先月，10 月 15 日から 19 日の４日間，米国ハワイへ修学旅行に行くこと

ができました。そこで，姉妹校のル・ジャルダン・アカデミーという高校で生徒さんと交

流することができました。ル・ジャルダン・アカデミーは，幼稚園から高校３年生まで全

部の学年が入っていて，すごく大きな学校でした。そこではこんなすてきなブレスレット

などのプレゼントをいただいて，かわいらしい小さい生徒さんから，立派な，私よりすご

く大人っぽい生徒さんまでいて，びっくりしました。ここに「ｕａ」という文字が入って

いて，ハワイ語で「雨」という意味らしく，今日，外は雨が降っているのは，私がこれを

持ってきたからかなと思ったりしています。 

その姉妹校で，私は修学旅行委員として英語での生徒代表の挨拶をしました。私はもと
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もと英語があまり得意ではなくて，英語の文章を考えるところからすごく難しくて，すご

く不安でしたが，現地の生徒さんが笑顔でうなずきながら聞いてくださって，すごく私も

うれしくて自信にもつながりました。 

ほかにも，現地の学生さんといろいろゲームを通して話をしたり，学校の授業を見学さ

せていただいたりして，日本とは全く違う文化を実際に目の当たりにして，私も初めてい

ろいろ見るものがあり，新たな知識を得ることができました。現地では，ちょうどハロウィ

ンの時期だったので，仮装して授業を行っていたり，楽しく歌を歌ったりしていて，高校

３年生は受験勉強とかあると思っていたけれども，すごく楽しそうな雰囲気で，日本の固

いイメージとは違って，すごく新鮮なものが見れました。 

修学旅行は，私にとって，生の英語に触れたり，フラダンスとかもさせてもらい，体験

などを通じていろいろなものを知れたので，すごく大きな刺激となりました。 

私は，今，高校２年生で，修学旅行も終わり，今は高３のゼロ学期だと言われて，勉強

が大変ですけれども，しっかりこれから勉強して，大学に行って，英語や国際文化を学び

たいと思っています。 

ネイティブな英語力を付けたり，国際的な知識を身に付け，海外にも何度か行ったりし

て，もっともっと多くの知識を得たいと思っています。他国の文化や経済，人，自然など，

たくさん理解し，アナウンサーとしてそれをいろいろな人に，日本にも広めて，世界の中

の日本，広島へと貢献していきたいと思っています。 

アナウンサーへの道はすごく大変だと言われていて不安ではありますが，人とのつなが

り，笑顔を大切に，これから頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。英語が得意じゃないけど，国際感覚を身に付けたアナウンサー

になりたいと。どうして英語が得意じゃないけど，そういうふうに思うようになったんで

すか。 

 

（明 知） 

初，私は夢がなくて，すごく不安だった中，普通にテレビを見ているときに，アナウ

ンサーはバラエティーとか楽しそうなところもあったり，ニュースでいろいろな事実を伝

えたりしていて，すごくやりがいのある仕事に見えて，私もこんな笑顔を伝えられる仕事，

私はもともといつも笑っていると学校で言われていて，そういう笑顔を伝えたりすること

もやってみたいと思っていたので，そんな仕事につきたいと思いました。 

 

（知 事） 

なるほどね。ハワイ州への修学旅行は，そういう意味ではすごくいい刺激になったと思
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いますけれども，広島高校というのは中高一貫で特別なところもあるのですが，ちょうど

今，県では，全部の県立高校で海外の高校と姉妹提携を結ぶということを進めています。

その姉妹校，あるいは別のところでもいいけれども，交換留学に出て，できれば１年間の

交換留学，お互いに，こっちから行ったり，向こうから来たり，そういうプログラムを進

めています。少しでも国際的な感覚，あるいはおつき合いができる，そういう雰囲気を教

育の中でつくっていきたいと進めているところです。 

自分が高校２年生のときを考えると，何になりたいというのはまだ思っていなかったの

ではないかと思いますが，明知さんはしっかりと目標を持って，既にそこに向けて，語学

も含めて努力をされているということです。ちなみに，明知さんは，大学は広島の外に出

たいですか。広島の県内の大学に行きたいですか。 

 

（明 知） 

できたら，広島か，都会のほうの，東京とかの 高峰の大学を目指しています。 

 

（知 事） 

高校生とか中学生には必ずこの質問をしています。大学生には広島に就職したいですか

という質問をします。答えはどちらでもいいんですけれども，是非それぞれの中で頑張っ

ていただいて，もちろん私としては，立場上，広島に残ると言ってくれるとうれしいなと

いうことで，これまで大体８勝７敗ぐらいで，今日は引き分けという感じですが，明知さ

んは，しゃべりもはきはきしているし，僕よりよっぽど滑舌もいいし，いいアナウンサー

になれるのではないかと思います。夢を追いかけて頑張っていただきたいと思います。そ

れでは，明知さんに激励の拍手をお願いします。ありがとうございました。 

 

（明 知） 

ありがとうございました。 

 

事例発表④ 

 

（知 事） 

後になりますけれども，次の発表は，東広島市立中央中学校３年生の下田直輝くんに

お願いします。 

下田くんは，昨年４月に中央中学校というのができたらしいのですが，この新しい中学

校の生徒会長，第２代生徒会長だと思いますけれども，何もないこの新しい学校から，新

しい学校文化の土台を築いていこうということで，学校生活の様々な取組に日々挑戦をさ

れているということです。 
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発表のテーマは，「ゼロからのチャレンジ！」です。それでは，下田くん，よろしくお願

いします。 

 

（事例発表者（下田）） 

東広島市立中央中学校の下田直輝です。よろしくお願いします。 

私が通っている東広島市立中央中学校は，昨年４月に開校した生徒数 564 名のぴかぴか

の学校です。新しい校舎や広いグラウンドはありますが，歴史や伝統というものは全くあ

りません。今日は新しい歴史と伝統を築くために，私たちが行っているゼロからのチャレ

ンジを紹介します。この様子は，この後動画で御覧いただきます。 

一つ目は，場の切りかえをする立腰・黙想です。私たちは，授業だけでなく，学校生活

のあらゆる場面の開始時に，立腰・黙想を行っています。これは，姿勢を正し，目を閉じ，

心を落ち着かせることで，その場にふさわしい心構えをつくります。 

二つ目は，心を磨く黙動流汗清掃です。これは，黙々と汗を流すぐらい動いて掃除をす

るという意味です。ほうきを使わず，身を低くし，ぞうきんだけで掃除をすることで，謙

虚さを身に付けることができます。 

三つ目は，礼儀，マナーを身に付ける部活集合です。これは，毎日，帰りのホームルー

ム終了後，着替えを済ませ，10 分以内に全校生徒が中庭に部活単位で集合，整列し，挨拶，

声出しを行います。マナーや礼儀が身についた人になりたいと思います。 

四つ目は，日本の伝統文化を大切にする取組です。私たちは，琴，茶道，そして全校合

唱，日本の歌「四季」に取り組み，校訓の一つである「和心」を勉強しています。 

茶道では，おもてなしの心を学びながら，日本の歌「四季」では，おじいちゃんやおば

あちゃんの時代から歌い継がれてきた自然や季節の移り変わりの感じられる四季折々の歌

を全校でメドレーにして歌っています。 

ＤＶＤをお願いします。それでは私たちの取組を御覧ください。 

【ＤＶＤ上映】 

このように，１年目は試行錯誤しながらこれらの取組を先輩や先生方と一緒に生み出し

てきました。 

２年目は，これらの取組を伝統にするために取り組んでいます。 

こうした私たちのゼロからのチャレンジを，これから５年後，10 年後，30 年後の後輩た

ちに長く受け継いでいってほしいと思います。 

今日は，発表の機会をいただき，ありがとうございました。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。見ている自分もぴしっとしなければいけないという気持ちに

なるような発表でした。新しい学校の中で，先生も多分試行錯誤だと思うんですけれども，
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生徒のみんなも一生懸命頑張って，自分たちのこととして考えながらやっていると思いま

す。生徒会長として，学校のみんなはすごく積極的にこういう活動はやってくれている感

じですか。 

 

（下 田） 

そのイベントになると，全員本気で参加しています。でも，それまでは，全員が全員，

参加するわけではなく，みんなを連れて行くのは大変だったりしますが，行事が成功する

と，とてもうれしいです。 

 

（知 事） 

そうですよね。小学校もそれぞれ違うところから来るし，いろいろな背景を持って学校

にやってくる中で，でも，こうやって下田くんをはじめとする生徒のリーダーが引っ張っ

て，新しい学校文化ができていくと感じました。 

下田くんも，中学校３年生だけど，すごくしっかりしていますね。こっちも身が引き締

まる感じで，本当に頑張っているということがよく分かる下田くんの発表でした。これか

らの新しい中央中学校に大きく期待したいと思います。それでは，下田くんにもう一度大

きな拍手をお願いします。ありがとうございました。 

 

（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。本当にすばらしい

発表を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） 

改めまして，本当に事例発表者の皆さん，また，お集まりいただきました皆さん，本当

にありがとうございました。 

冒頭に申し上げたように，挑戦というと，日々やっているのとは違うことをやるという

ことですよね。挑戦というのは，何か難しいことに取り組むことだと思うのですけれども，

その難しいこと，日々と違うことは，それぞれの立場でいろいろあると思います。中学校

の下田くんの挑戦は，生徒会を引っ張って新しい学校文化をつくっていくということで，
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明知さんの挑戦は自分の夢に向かって頑張るということだし，吉弘さんの挑戦は，この地

域を活性化していくという挑戦ですし，石川さんの挑戦は，酒蔵通りをみんなの輪をもっ

てまた活性化していくということですが，それぞれの立場や役割の中で自分ができること

を少しでもやるということですね。少しでも実際に取り組んでいく。実行する。それによっ

て，本当に少しずつの積み重ねが，自分の積み重ね，あるいはみんなの積み重ねが大きな

違いを生んでいくのではないか，そんなことを感じていただけたのではないかと思います。 

こうやって一人一人が今日とは違う新たなことに取り組んだり，挑戦をしたりすること

によって，それこそ 280 万の広島県民みんながこれをやったら，すごく大きく広島県も変

わると思われませんか。私はきっとそういうふうになっていくと，毎回この懇談会をやら

せていただいて思っているところです。是非皆様も，今日からでも，明日からでも，自分

は何ができるかということを考えていただいて，本当にできることでいいと思いますが，

それをまた実行していただければと思います。 

それでは，緊張しながらも，本当にすばらしい発表をしていただいた発表者の４人の方々

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。 

また，こうやってお集まりいただいて，発表に元気をいただいたのではないかと思いま

すけれども，皆さん御自身にも拍手をしていただいて，この会を閉めたいと思います。本

当にありがとうございました。 

ごめんなさい。それからもう一つ，今日初めての試みでしたが，手話通訳の方に来てい

ただきました。１時間半ずっと通訳していただいて，本当にお疲れだと思いますけれども，

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。 

 

（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。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，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流も行ってお

りますので，是非皆さん御参加ください。 

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。本当にありがとうございました。 


