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開  会 

 

（司会（槙埜）） 

皆さん，こんにちは。大変長らくお待たせいたしました。 

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，広島県広報課の槙埜と申します。 

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。（拍手） 

 

 

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。（「こんにちは」の声あり）今日は土曜日でいろいろとお忙しい中，この県政

知事懇談会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

この県政知事懇談会ですけれども，今，３巡目をやっております。第１巡目は県内の 23 市町す

べてそれぞれ回らせていただき，この神石高原町には平成 22 年９月にお邪魔させていただきまし

た。その後，２巡目は県内８ヵ所に分かれて行い，神石高原町は福山市で，福山・府中・神石高原

という形で開催させていただきました。今回は３巡目で，また各市町を回らせていただいておりま

す。 

今回は，後ほどご紹介させていただきますけれども，神石高原町でいろいろなチャレンジをされ

ている皆さんのお話をお伺いするという形にしております。 

この会は，全県で既に 5,000 人を超える皆さんに参加をいただき，発表者も 400 人を超えており

ます。これまでいろいろなご意見や挑戦を聞かせていただいておりますが，県政にとりまして，私

は味噌樽と言っているのですけれども，味噌樽に詰めて，今，いいお味噌ができて，ぷわんといい

香りの味噌が発酵しています。これを県政の隠し味に使わせていただいております。 

今日は，後ほど聞いていただけるとお分かりいただけると思うのですけれども，本当に地域で頑

張っていらっしゃる方がたくさんいて，元気をいただけると思います。是非お話を聞いていただい

て，明日からの元気のもとになったらいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

ちなみに，今日のこの会の開催に当たりましては，牧野町長をはじめ，神石高原町の皆様方に大

変お世話になっております。改めてこの場をおかりしてお礼を申し上げたいと思います。 

それでは，これから約 70 分間の少し長い時間になりますけれども，どうぞよろしくお願いいた

します。（拍手） 



 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。それでは，湯﨑知事，壇上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ご紹介いたします。発表者の皆さんは檀上にお上がりくだ

さい。順番に紹介させていただきます。 

まず，地域の食材を使ったお菓子づくりを通じて，神石高原町の魅力を伝えておられる立原千恵

美さんです。（拍手） 

震災で農地を失った福島県相馬地方の被災者に，再び農業を始めてもらうため，受入れ体制の整

備を行っておられる相馬行胤さんです。（拍手） 

ナマズの商品化など地域活性化に係る研究に取り組まれている油木高校産業ビジネス科３年生の

内藤哲也さん，桑山修一さんです。（拍手） 

８年間連続して道路美化のボランティア活動に努めておられる神石中学校３年生の林直弥さん，

山本眞希さんです。（拍手） 

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

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

事例発表 

 

事例発表① 

 

（知 事） 

ありがとうございます。改めまして，どうぞよろしくお願いいたします。 

本日，事例発表をいただきます皆さんは，地域や職場，また学校，それぞれの持ち場で積極的に

活動して挑戦をしていらっしゃる方々です。 

はじめに発表いただきますのは，今，ご紹介あったばかりですが，立原千恵美さんです。お願い

いたします。 

それでは，改めて立原さんをご紹介させていただきます。立原さんは結婚を機に神石高原町に移

住をされました。お菓子づくりが得意で，地域の食材を使用した手づくりのお菓子やデザートを産

直市や自然食レストラン「高原の風」に出品されて，神石高原町の魅力を伝えていらっしゃいます。 
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今日の発表のテーマは，「『好き』なまちを『素敵』なまちに～私にできること～」です。それで

は，立原さん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（立原））  

 

発表の前に，知事にプレゼントを渡させていただきます。自宅でとれたホウレンソウと米粉や黒

豆きなこを使ったクッキーをお持ちしました。奥さんと子どもさんと一緒にお召し上がりください。 

 

（知 事）  

ホウレンソウのケーキですね。ありがとうございます。（拍手） 

 

（立 原）  

それでは発表に入ります。 

私は竹原市の忠海というところで生まれ，育ちました。忠海の実家は海のすぐそばで，目の前に

は大久野島が見えます。子どものころは，家から水着を着て，歩いて泳ぎに行っていました。 

中学生のころから調理師になりたいという夢がありました。高校まで忠海で生活し，卒業後は，

広島の料理の専門学校で勉強しました。その後は，広島県内のカフェレストランで働き，ほかのま

ちへの新規出店などにも携わり，常に料理や菓子，パンづくりなどのサービス業をしていました。 

福山のお店で勤務しているときに夫と知り合い，その後，岡山や四国のお店にも勤務しましたが，

再度福山のお店に帰った際に結婚しました。 

結婚当初は福山に住んでいましたが，長男が保育所に行く前に，夫の実家のある神石高原町に引っ

越してきました。引っ越してくる前は，山はあまり好きではありませんでした。その理由は，静か

すぎて，山に囲まれ圧迫感があったからです。当分の間は，初めてのところで友達もいなくて，慣

れない日々を送っていました。福山の友達に「遊びに来てほしい」と言うと，「行ったことがない」

とか，「山道がくねくねして行きにくい」など，あまりよいイメージを持っていない友達が多く，誰

も遊びに来てくれませんでした。 

結婚を機に仕事は辞めており，家で何もすることがなく，ただ子育てをして，家事をして，とき

どき畑を手伝って，何か物足りない日々を過ごしていましたが，だんだん，いいところがたくさん

あることに気づいてきました。 

夜は星がきれいで，生まれて初めて流れ星を見ました。でも，願いごとを言うのには間に合いま

せんでした。 

朝の空気がおいしいところも好きです。これは，主人も言っていました。 

野菜がとてもおいしいです。特に冬の大根。 

雪がこんなに降るのも初めての体験で，窓から見る雪景色が大好きです。北国の旅館に泊まって

いるような気分になります。 

現在，家族は子どもが２人と，当たり前ですが，主人が１人です。義理の父と母は隣の母屋に住
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み，元気に畑仕事をしています。 

父は，地元の公民館長で，元教員ということもあり，放課後子ども教室を主宰し，小学校の子ど

もたちの宿題を見たりしています。ついでに，自分の孫も見てくれています。 

母は，地域のお母さんたちの地元産品をつくるグループで活動しており，おこわや餅などを道の

駅に出荷しています。今日のお昼のお弁当に入っていたおこわがそうなのですが，おいしかったで

すか。 

次に，私の活動です。家の前の小さなログハウスで焼き菓子をつくっています。今は道の駅「さ

んわ 182 ステーション」や「油木百彩館」へ出荷しています。季節の果物や自宅でとれたお米でつ

くった米粉など，なるべく地元の食材を使ったお菓子づくりを心がけています。先ほど湯﨑知事に

プレゼントしたパウンドケーキは，自宅の畑でとれたホウレンソウと神石高原町産の蜂蜜を使って

焼いてみました。ほかにも，クッキーはきび砂糖を使って，素材のカボチャや黒豆きなこ，米粉な

どの味を感じられるように甘さを控えています。また，今の季節は実家の忠海でとれたデコポンや

レモンを使ったケーキや，これからの季節は同じ町内に住む親戚のおばさんがつくったイチゴやカ

ボチャを使ったり，夏には近所のママ友がつくっているブルーベリーを使い，秋から冬にかけては

栗やサツマイモ，カキやユズなど，たくさんの神石高原町のおいしい野菜や果物を使ってケーキや

クッキーをつくっています。 

また，自然食レストラン「高原の風」にも，地元野菜を使ったケーキを出させていただいていま

す。ニンジンや菜の花，カボチャなどを使ったり，レストランからの要望にあわせてケーキをつく

れるように日々試行錯誤しています。 

また，先ほど湯﨑知事が行かれた自然食レストラン「高原の風」で，週に何度か，元気なお母さ

んたちと楽しく働いています。レストランでは，お母さんたちに私の知らない野菜や調理の仕方を

教わったりしています。ときには私のほうがよく知っていることもあったりして，情報交換の場に

もなっています。仕事をしながら，そうやってわいわいお話をすることで，お母さんたちから元気

をもらっています。自分１人で働いているときと違って気分転換にもなっています。 

地域の活動では，ママさんバレーに参加して汗を流していますが，そろそろ体力の限界を感じて

いる今日このごろです。 

あとは，年に何回か町内のイベントを盛り上げるために出店もしています。明日も豊松という地

区で「車輪村」というイベントがあり，友達家族とお店を出すことにしています。湯﨑知事もよかっ

たらこちらにお泊まりいただき，車輪村を覗いてみてください。 

次に，写真の左上は道の駅に出荷しているところです。ケーキはこういう形で出しています。こ

らちの写真は，工房とその中の様子です。ケーキやクッキーなどを販売するときには，焼き菓子工

房「Green Alpe」という名前で販売しています。Green Alpe という意味は緑の高原という意味で，

緑に囲まれた神石高原町をイメージしています。 

はじめは準備資金がなかったので，家庭用のオーブンを幾つか使い，今はフル回転して頑張って

いますが，将来は自然を感じられる場所で小さなカフェをオープンしたいと考えています。 

お店のイメージは，子どもを連れた若いお母さんが来店したときに，広いスペースで子どもを遊
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ばせながら，お母さんはランチやお茶ができたり，子育て中のお母さんの交流の場になったり，そ

ういうお母さんが福山とかから友達を連れてきてくれたり，神石高原町にこんないいところがある

よと言ってもらえるようなお店をつくりたいです。このカフェを通じて，このまちがいいなとか，

このまちに住んでみたいなと少しでも思ってもらえたらと考えています。 

また，私みたいな一主婦でもこんなことができるんだということが，同じような夢を持つ女性た

ちに伝わって，その夢を実現させる人たちが増えていったらいいと思っています。 

そういうことで，若いお母さんたちが元気になり，明るくなり，このまちも一緒に元気に明るく

なればいいなと思っています。 

過疎のまちと言われますが，いいところもたくさんあります。スライドに書いていますが，高齢

の方が多いです。でも，すごくたくさんのことを知っています。 

若い人の仕事がないです。でも，私みたいにつくることができると思います。 

いわゆる田舎町です。でも，このまちを好きな人はたくさんいます。 

地域に住んでいる人はなかなか気づきにくいけれども，外から来られた方はいいまちだと言って

くれます。私たちは，そのことを伝えていかなければいけないと思っています。 

そして，私の好きなこのまちがもっと素敵なまちになってくれればうれしいです。好きなまちの

「す」と「き」の間に「て（手）」を加えると，「好き」なまちが「素敵」なまちに変わっていくよ

とある人のお話を聞いたことがあります。その手を加えるというためにも，これからも夢の実現に

向けて頑張っていきます。湯﨑知事も応援してください。よろしくお願いします。 

以上で発表を終わります。お聞きいただきありがとうございました。（拍手） 

 

（知 事） 

立原さん，どうもありがとうございました。「おしい！」に「い」を入れると「おいしい」になる

のと同じですね。「好き」に手を入れると「素敵」になる。「好き」と「素敵」は，どちらもいいか

ら，いいですね。「おしい」は，おしいのと言われるんですけれどもね。 

もともとは忠海のご出身で，忠海もすごくきれいなところですね。大久野島が向かいにあって，

島々が眺められて，海もとてもきれいです。そういう意味では，山も海もご経験されて， 初は山

は好きじゃないなと思ったけれども，今は大好きなまちになったということですね。 

 

（立 原）  

はい。 

 

（知 事） 

もともとはカフェを展開される会社で働いていらっしゃったのですか。 

 

（立 原）  

そうです。 
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（知 事） 

そこでのお仕事は，お料理をしたり，お菓子をつくったりというお仕事だったんですか。 

 

（立 原）  

はい。 初入ったときはパン製造のほうで入ったのですけれども，料理もつくったり，外で接客

もしたり，一応全部を一通りやらせていただきました。 

 

（知 事）  

全般をいろいろとされていたのですね。もともとお料理がお好きで，学校も料理の学校に行かれ

たということですけれども，そういうお仕事というか，手に職を付けられて，それが結婚を機に退

職されて，そのお仕事はされなくなったということですよね。 

 

（立 原）  

はい。 

 

（知 事） 

大変失礼ですけれども，専門のパティシエとか，そういうわけではなかったわけですね。 

 

（立 原）  

はい。 

 

（知 事）  

でも，お料理が大好きで勉強された。で，神石に来て，仕事がないと思ったけれども，自分の得

意技を，仕事でも活用した得意技を使って，まさに仕事をつくられたわけですね。 

ちなみに，今，売上げがどれぐらいあるかお伺いしてもいいですか。ざっくりでいいですよ。 

 

（立 原）  

年間ですか。 

 

（知 事）  

幾らでも結構ですけれども。 

 

（立 原）  

平均すると，売上げだけで言うと，月に 17～18 万ぐらいはいっています。 
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（知 事）  

結構ありますね。材料代とかかかると思いますけれども，地元の材料を使って，そして，実際に

売られて，売れるわけですから，17～18 万だと数的にはかなりになりますね。 

その分，神石高原のおいしいものが皆さんに伝わっているということではないかと思います。 

 

（立 原）  

伝わっていればいいと思います。 

 

（知 事） 

きっと伝わっていると思います。正直 17～18 万売り上げるのは大変です。県でも「ＴＡＵ」とい

うのを東京でやっていますけれども，一つのカテゴリーでそんなにはなかなか売れませんから，こ

れは大変なことだと思います。 

主婦でもできるとおっしゃっていましたけれども，人並みはずれたものではないと言ったら失礼

ですけれども，ちょっとした自分の力を使って，ただ家で仕事もなくて寂しいな，つまらないなと

思うだけではなくて，実際にケーキを焼いてみよう。焼いたら，売ってみよう。どうせ売るなら，

神石のいいものを使って，知ってもらおう。そういう感じですね。 

 

（立 原）  

はい。 

 

（知 事）  

それで自分も生き生きするし，地域も生き生きするし，ほかにも活発にバレーとか，あるいはイ

ベントにも参画されて，そういう一つ一つが地域の元気をつくっていくのではないかと思います。 

得意技を生かして一生懸命頑張っておられるということで，きっとこれからも高原の風でお会い

できるのではないかと思います。 

忠海からいらっしゃった立原さん，今やラブ神石高原町ということで大変貢献されておられます

立原さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。 

 

（立 原）  

どうもありがとうございました。（拍手） 

 

（知 事）  

これはまたゆっくりいただきます。ありがとうございました。 

ちなみに，結構素敵な感じです。パッケージもきれいで，ありがとうございます。 
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事例発表② 

 

（知 事） 

続いてお願いしたいと思います。次は，相馬行胤さんです。改めて相馬さんをご紹介させていた

だきます。 

相馬さんは，相馬藩，現在の福島県相馬地方の第 34 代当主で，神石高原町内の遊休農地を活用し

て，東日本大震災で農地を失った相馬地方の被災者に，再び農業を始めていただくために，受入れ

体制の整備を行っていらっしゃいます。 

発表のテーマは，「私の決意！相馬の魂を永遠に」です。それでは，相馬さん，よろしくお願いい

たします。 

 

（事例発表者（相馬））  

はじめまして。ただいまご紹介いただきました相馬でございます。私はご縁をいただき，先月末，

家族と一緒にここ神石高原町に居を移してまいりました。ちょうど２週間ぐらい前なのですが，そ

れにもかかわらず，知事のチャレンジトークに参加させていただいたことを，まずは感謝申し上げ

ます。 

今日ここにお越しいただいている神石高原町の皆々様に，私がここに来た理由と，これから私が

何をしていくかということを一部ご紹介させていただく機会を得られたと思っております。 

私は北海道に以前住んでいましたが，その北海道の生活から，ここに本当に大いなる夢と，自分

の生きる希望と，わがふるさとの希望を持って居を移してまいりました。 

その思い，これからのことを，10 分間，皆様の貴重なお時間をいただき語らせていただきます。

ご静聴のほど，よろしくお願いいたします。  

私は，先ほどご説明いただいたとおり，福島県浜通りにある旧相馬藩領という藩の末裔でござい

ます。相馬藩の末裔の 34 代目ですけれども，まだ父は健在なので，見習いといったところです。 

この点が見えますか。ここが昨今話題になっている東電の第１原発です。ここが相馬市ですけれ

ども，この第１原発のある大熊町から北に半径 50 ㎞，放射線量が高いと言われる飯舘村と葛尾村，

こういうところを一部含む，相馬藩領というのは原発ドストライクエリアです。 

これが震災前の相馬市です。地震と津波でこんなになってしまいました。これぐらい変わってし

まいます。僕が相馬市長のところでこの写真を見ていたときに，わがふるさとはこんなになってし

まったと，この写真を見て本当に涙が流れてきました。だけど，この写真を見たときに，これが今

だと。おまえの描く未来はこっちだろうと言ってくれた人が，偶然なのですけれども，この広島県

の福山出身の方でした。すごくおもしろい男です。 

これも震災後の相馬市です。自衛隊の方には本当にお世話になりました。瓦礫がこんなになって

いて，原釜の風景です。これは気仙沼の写真をいただきましたけれども，相馬も同じような感じで，

こんな船がごろごろ転がっていました。 

今度は，相馬藩の話を少しさせていただきます。相馬藩というのは，一度もお国替えがなく，800
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年間ここの地に私どもは住んでおりました。こういった馬に乗った甲冑競馬だったり，甲冑を着て

とことこ歩く相馬野馬追という，千年以上にわたり続いている伝統行事なのですけれども，これは

地域の安寧と，何かあったときの平和を守るための軍事訓練と称して千年以上続けられてきたもの

でございます。 

震災の年にも，こんな有事のときに，やるのか，やらないのか，いろいろな議論はあったのです

が，私ども相馬家とすると，ちなみにこれは僕です。冑をかぶるとこんなになってしまいます。私

どもの中では，やる，やらないという議論はありませんでした。こんな有事だからこそ，地域の安

寧を守り，この国をしっかり復興させていくんだという思いを内外に知らしめる必要があると思い，

先人たちが築きあげてきたものを継続するために行いました。 

結果，ごらんになってくださった皆々様，本当に大変な状況だったにもかかわらず，涙を流して

喜んでくださいました。こんなときに本当によくやったと。伝統行事をつないでくれて，後生に生

かす第一歩をやってくれたと。本当に皆さんに喜んでもらいました。 

地域として，僕らは震災に負けていないぞ。こんなときでも私たちの大事なものを続けた。これ

は，この相馬藩に住んでいる地域の皆々様の震災なんかに負けないという気持ちの意思表示だった

と思っております。 

先ほどの地図とかぶるのですけれども，相馬藩とされる 50 ㎞の地の３分の１が，20 ㎞圏内，そ

れと黄色い部分，これが居住制限区域になってしまいました。これは，地震でも津波のせいでも全

くございません。目に見えない放射能というものとの闘いでございます。これで住宅を失ったのみ

ならず，中に入れなくなり，仕事，職を失ってしまいました。しかも，いつ戻れるのか，結論もま

だ出ていません。その間，国というのは，ありがたいことに，この事故によって入れなくなった方々

に対して保障というものをしてくださっています。これはありがたい処置ではございましたが，も

う２年になりますから，２年間，お仕事をすべき人たちがお仕事が見つからず，というよりも，保

障もいただいているとかで仕事をしない状況が続くと，国はどうなるのかということをずっと考え

てきました。自分たちが労働意欲を失う。そうすると，自分たちは，何と言ったか，いい言葉があっ

たんですけれども，何でしたか，堕落です。堕落してしまいます。仕事をしないから。仕事をしな

いで堕落してしまう。堕落してしまうと，人間はどうなってしまうか。僕は，文化であったり，郷

土愛というものがなくなってしまうと思います。しかも，ふるさとに住んでいないのですから，ど

こか別のところ，全国各地にお世話になりながら住ませていただいていますからね。そうすると，

文化，郷土愛がなくなってしまう。そうすると，どうなるか。国という，相馬藩，800 年間お世話

になっていた国が瓦解してしまうということです。僕は先人たちが守ってきたものに対して大変申

し訳なく，これは何としてでも食い止めなければいけないことだと思っております。 

それと，僕はこの２年間どうすればいいのかということを本当にいろいろ，悶々としながら考え

て，考えて，考えていたときに，ちょうどここ神石高原町でご活躍されているＮＰＯの方々と出会

い，ここ神石高原町というところをはじめて訪れるきっかけをいただきました。 

その後に，ここの町役場の皆様であったり，いろいろな地域の皆様とお会いする機会をいただき

ました。そしたら，本当に日本のどこにでもある，田舎によくある過疎化が進んでしまいそうなま
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ちだと私も 初に来たときは思いましたけれども，そこで語られているこのまちのこれからの地域

再生プロジェクトというものを伺ったときに，これは，ほかの地域では感じたことのないプロジェ

クトが考えられて，ここの地域再生，雇用の促進であったり，創出，つくりあげていく計画を伺っ

たときに，僕はこれだと思ったんです。国を支える，自分たちのふるさとも救える何かがあるので

はないかと思って，夢の広がる神石高原町に飛び込もうと，僕はそのときはじめて意思を決定しま

した。 

これは「私の決意」と書いていますが，自分たちの家，ふるさとに戻れない皆様の中で，本当に

多くの方々はこれから何かをしなければいけない。自分で取り組んで，仕事を取り戻して，何かを

しなければいけない。だけど，自分たちの家はないわけです。ふるさとに戻れないのですから。だ

けど，仕事をしなければいけない。でも，見ず知らずのところに行くのは結構しんどいと思います。

僕は自分の思いがあったから来れましたが，なかなか１人で行くのはしんどい。だったら一緒に行

こうよ。僕が行くから，一緒に行こうよ。それだけの気持ちで，僕はこの新天地に飛び込んできま

した。 

一緒に来ることによって，少なからずコミュニティーができると思います。昔ばなしもできるで

しょう。昔の料理もつくれるでしょう。そうすると，ふるさとを語る場が１人ではなくなる。そこ

には郷土愛も生まれてくるでしょう。そうすると，僕は国のことを忘れないと思います。それだけ

ではなく，受け入れてくださっている神石高原町の皆々様に対して，いかにご恩が返せるか。僕ら

が新しい居を移したときに，どうやってこういう皆様と共生しながら，いかにご恩を返していける

か。これが４つの項目を挙げた僕の決意でございます。地域の復興をさせるために，民の幸せを取

り戻すためにどうすればいいか。その場に住めないのなら，新しいところに，みんなで新天地に求

めてやればいいじゃないか。特にここのまち，神石高原町は，私が来る来ないではなく，もともと

すばらしいものを持っていますから，盛り上がる題材があります。そこに勝手に私どもが入らせて

いただく。ここから，神石高原町から始まる日本再生。その一歩。微力ながらでも相馬の力を足さ

せてもらえれば，僕はうれしい。その思いです。 

でも，そうは言っても，私はここのまちのことは全く分かりません。先ほど申し上げたとおり２

週間前，３月 27 日にここに来たばかりです。そこから，毎日とことこ，ここら辺を歩き回っていま

す。このチャレンジトークでしゃべる内容のために２～３日部屋にこもって考えましたけれども，

それ以外はぐるぐる回っています。とにかく見るもの，食べるものすべて新鮮で，僕は毎日刺激を

いただいています。いろいろなことを学びたいと切に願っています。先ほども昼食を食べながらお

話にありましたが，ここでは，60 代，70 代はまだまだ青年部。働かなければならんということを伺

いました。私は 38 歳なのですけれども，まだまだひよっこでございます。何も分からないで，こう

勝手なことを申し上げていますから，皆々様が，おまえ何を言っているんだ，こうしたほうがいい

ぞ，ああしたほうがいいぞというのを是非に教えてください。私は見たとおりに，皆々様からご意

見をいただいてストレスを抱えて抜け落ちる髪もございませんから，遠慮なしに何でも言っていた

だいて結構でございます。 

後に，私ども家族の写真です。うちも立原さんと一緒で，戸籍上１人しかいない嫁と，子ども
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たち３人，あと大きい犬がいますが，ここに自分たちの未来と，相馬の未来と，ここ神石高原町の

未来を信じて家族５人で越してきました。今まで本当に当たり前だと思っていましたが，２年前か

ら，家族がこうして幸せにいられる。これだけでも本当に感謝すべきことだと思います。こういっ

た皆で暮らせる幸せな生活を，１人でも多くの方が取り戻せるお手伝いといいますか，きっかけを

この神石高原町の皆様とともに，ふるさとに対して与えることができればと切に願っておりますの

で，皆様の協力を切にお願いしております。今日はご清聴のほど，ありがとうございました。（拍手） 

（知 事） 

相馬さん，ありがとうございました。福島で今，ご苦労されている皆さんの話，その中でも相馬

さんは地域のリーダーのような立場にどうしても立たれるわけで，そういう方のお話をお伺いする

と，我々も言葉がないというか，広島県も，福島県の支援，特に医療関係ですね，させていただい

ていますけれども，現実にこれをくぐってこられている皆さんに対して何とも言えないなと思うの

ですけれども，いわば，相馬さん，国を変えることによって国をつくるということですよね，逆説

的ですけれども。 

 

（相 馬）  

これは，ここの地域が 初から考えられていたことだと思うのですけれども，地域から発信する。

今までの流れとは違った，放っておくと，こういった小さなまちまちはなくなってしまうというの

を食い止めるための，本当に日本初のすばらしい取組がここから生まれるのではないかと僕は信じ

ています。だから，おもしろい話になるのではないかと。神石に来られたのは，22 年９月から１年

ちょっとあいているのですか。もうちょっと頻繁に足を運びたくなるようなことになるのではない

かと，私は勝手に思い込んでいます。 

 

（知 事）  

ちなみに，途中も来ています。 

 

（相 馬）  

失礼いたしました。 

 

（知 事）  

いえいえ。私も論評のしようがないほど，相馬さんが取り組んでおられることは大変大きなチャ

レンジですよね。相馬の地元，いわば昔の時代であれば，まさに自分の領地の住民の皆さんが大変

苦労されているのを見て，そのままじゃいかんと。新天地でも相馬を復権できる。新しく神石高原

とも融合して，また新しいものが生まれてくるのではないかと思います。 

そういう決断というのは，なかなかできないというか，決断しても，それを実行されるのは本当

に大変だと思いますけれども，本当にここに来ようと，来させたエネルギーというか，ドライブと

いうか，これはどこから出てきたのですか。 
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（相 馬）  

先ほど申し上げましたとおり，私どもは 800 年間お国替えがありませんでした。その 800 年間の

歴史の中にいろいろなことがあるんですけれども，今回の震災も，本当に国にとって大変な出来事

だったと思います。ただ，先人たちが乗り越えてきたこの 800 年間の中で，これが一番しんどかっ

たのかと言われると，私はそうではないと思っています。食いものがなくなったときもありました。

戦争を毎日していないといけないときもありました。お国が取りつぶされそうなときもありました。

そのときから比べて，これが一番辛いのかと言われると，私はそんなことはないと思います。とい

うことは，私どものＤＮＡの中には，こういったつらいことを乗り越えるものがあると思っていま

す。それがまず第１点です。 

第２点に，新天地に対して来るのにどう思うか。どうするんだということに対しても，もうちょっ

と昔，800 年以上前，今度は相馬藩の歴史じゃなくて，私ども相馬家の歴史になりますが，千年ぐ

らいさかのぼると，相馬家は昔，関東におりました。そこからお上の命で，そのときの征夷大将軍 源

頼朝に，おまえら奥州中村に移れと。要はお国の没収です。こんな一等地の関東はだめ。東北くん

だりまで行きなさいと。もともと与えられた土地ではなくて，豪族が住んでいるところを平定して，

そこに住むんだったら，あなたたち住んでいいよという許可を得ただけですから，そのときも命か

らがら行きました。それでも，僕らは 800 年間築いてこられた。だから，僕は新天地で生きていか

れる。そういうＤＮＡが残っていると思います。しかも，ここにお住まいの皆々様は，昔の東北く

んだりの野蛮人の皆様と違いますから，もうちょっと温かく迎え入れてくれるのではないかと切に

思っています。だから，できると勝手に信じ込んでいます。 

 

（知 事）  

ありがとうございます。東北と同じぐらい優しい人たちだと思います。 

でも，自分のことだけじゃなくて，ご自分がモデルになって先に開拓をして，また相馬の人たち

が一緒に来てここで働くことができればという思いでされているわけで，本当に頭が下がるという

か，すばらしいことです。これは，みんなが土地を挙げて是非応援をしていきたいと思います。神

石高原町もそうですし，広島県としても応援をしていきたいと思います。この新天地での暮らしが

相馬 800 年，あるいは相馬家千年の歴史の中で一番苦労したことではなくて，新しい相馬の歴史を

つくっていくいいきっかけだったと，新たな発展に向けたいいきっかけだったと言われるように

我々もサポートしていければと思います。相馬さんのこの大変なチャレンジに対して，皆さんもう

一度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。（拍手） 

 

 

事例発表③ 

 

（知 事） 

それでは，次は高校生と中学生の方二組に出ていただきます。 
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まずは，油木高校３年の内藤哲也くんと桑山修一くんです。内藤くんと桑山くんのご紹介ですが，

お二人が通われている油木高校産業ビジネス科では，廃校のプールでナマズを養殖し，ナマズの養

殖は今や広島県下でも有名になりつつありますが，このプールでナマズを養殖して商品化を目指す

研究や，ミツバチを飼育して蜂蜜をつくる研究など，地域の活性化に係る研究に取り組んでおられ

ます。 

今日の発表のテーマは，「未来を発明する産業ビジネス科の実践」です。それでは，内藤くん，桑

山くん，よろしくお願いします。 

 

（事例発表者（内藤）） 

「未来を発明する産業ビジネス科の実践」 

広島県立油木高等学校産業ビジネス科 

本校のある神石高原町は，人口約１万 500 人で，高齢化率は 43％にも達し，過疎化と高齢化が非

常に深刻です。 

町の主な産業は農業ですが，棚田状の小さな水田や畑が多く，高齢化や減反政策などから耕作放

棄地は至るところに存在し，その面積は町内で477ヘクタールあり，町内の耕地面積の20％にもなっ

ています。農業を通して，まちの活性化と未来を考えるしかないこのまちにとって，これは非常に

深刻なことです。 

私たちは町内唯一の農業高校として，地域の大きな課題である耕作放棄地の有効利用を研究テー

マとし，様々な実践を行っています。今日はそうした実践の中から，ミツバチとナマズの研究につ

いて発表したいと思います。 

まず，ミツバチプロジェクトですが，耕作放棄地を花畑にし，ミツバチを飼育し，蜂蜜を得る実

践を行いました。永野南の耕作放棄地 5 ヘクタールを学校で学んだ農業機械を使うことで草を刈り，

木を倒し，株を撤去し，土を耕し，20 年ぶりに花畑をつくることに成功したのです。さらに，収穫

できた蜂蜜を使ったエステやスイーツの提供を行う観光プランの提案をし，神石高原ホテルにて実

施していただいています。この活動を地域活性化活動を競う「ごはんＤＥ笑顔プロジェクト選手権」

で発表しました。すばらしい活動として，宮城県での全国大会に出場し，準優勝に選ばれました。 

大会後，被災地を訪問し，宮城県亘理町のイチゴ畑が被害を受けたことを知りました。ミツバチ

はイチゴ栽培において花粉交配用として必要ですが，ミツバチ不足が問題になっていました。そこ

で，ミツバチを増やす技術を使って私たちにしかできないボランティアを考えました。しかし，活

動を行うにはお金が必要です。ＲＣＣラジオが開局 60 周年を記念して 60 万円をプレゼントするこ

とを知り，ボランティアについて説明し，800 通の中から選ばれ，活動資金を得ることができまし

た。 

夏から秋にかけミツバチを増殖し，多くの方の協力により，1100 ㎞の長旅を経て，ミツバチをイ

チゴ農家さんへ届けることができました。この活動はＮＨＫの全国ニュースで報道され，全国から

活動を応援する電話や手紙が多く寄せられ，反響の大きさに私たち自身驚きました。 

さらに，被災地支援活動の顕著な活動として，全国農業協同組合中央会会長賞を受賞しました。
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これからもミツバチを中心とした地域活性化，日本の農業が元気になる活動を続けていきます。 

 

（事例発表者（桑山））  

もう一つの研究としてナマズの養殖があります。ナマズは白身の魚で，においや癖が少なく，刺

身，かば焼き，天ぷら，照り焼きなど，様々に調理でき，味は確実に一級品です。ビタミンＢ１や

コラーゲンが多く，美容や滋養強壮にも効果があるとされています。水の便利のよい水田を深さ 70

～80 ㎝の池に変え，自動給餌機と酸素供給装置を準備できれば，養殖そのものは比較的簡単で，水

稲栽培の何分の一かの労力で多くの収入を得られる可能性があると考えました。 

そうした思いから，校内でナマズ養殖を実践し，ナマズの生理生態を研究するとともに，将来的

には孵化の技術を導入し，稚魚生産を行いたいと考え，３年前の４月から池づくりを始めました。

68 枚のコンパネで枠をつくり，ミキサー車 10 台の生コンを打ち込み，１年近くかけて池を完成さ

せ，茨城県のナマズ養殖業者から８㎝程度のナマズの稚魚 600 匹を放しました。 

また，近くの廃校になった小学校のプールをまちから借り，10 年ぶりのプール掃除を行い，2000

匹のナマズの稚魚の放流も行いました。 

また，地域の人にナマズのおいしさを少しでも理解していただこうと，本校の学園祭，７月の地

域の夏祭り，また，広島フードフェスティバルなどで，ナマズ天丼やかば焼きの販売も行いました。 

ナマズの稚魚放流から２年近くたった今，８㎝だったナマズは 30 ㎝程度に成長しています。この

写真は，小学校のプールに放したナマズです。 

稚魚放流から３年目を迎える今年は，いよいよ加工し，販売の開始です。ウナギが絶滅危惧種に

指定され，今後価格が上昇し続けるとしたら，ウナギに代わるナマズとして大きな可能性を秘めて

いると考えています。 

また，今年度は人工孵化と稚魚の生産にもチャレンジする予定です。 

私は将来神石高原町に残り，農業自営をし，地域の活性化に貢献していきたいという夢がありま

す。もちろんナマズの養殖も将来の夢です。ナマズ養殖はまだ始まったばかりですが，ナマズのお

いしさと可能性を信じ，10 年後，20 年後，このまちが豊かで住みやすいまちでい続けられるように

頑張ります。これで発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

（知 事）  

ありがとうございました。ナマズも蜂蜜もよく記事などにも取り上げられて目にすることもあり

ますが，今日はその裏側をいろいろ教えていただいたと思います。 

ミツバチでは，宮城県の支援をしようということで，でも，お金がないと。お金がないというと

きに，そこでとまらなかった。それで，どう集めようと思ったのですか。 後はＲＣＣとあったの

ですけれども。 

 

（内 藤） 

ＲＣＣやイオングループなど，いろいろな会社が主催している大会とかに出させてもらって，賞
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金という形でお金は獲得させてもらっています。 

 

（知 事）  

それは 初からお金がないので，そういうのを探してみようと思いたったのですか。 

 

（内 藤） 

はい。先生と一緒に考えて。 

 

（知 事）  

なるほどね。それで，実際にＲＣＣでは賞金は 60 万円でしたか。 

 

（内 藤） 

はい。 

 

（知 事）  

それは，優勝なんですか。 

 

（内 藤）  

ＲＣＣのラジオ開局 60 周年を記念した 60 にちなんで，800 通の中から選ばれて，60 万円です。 

 

（知 事）  

一つだけ選ばれたのですね。 

 

（内 藤） 

はい。 

 

（知 事）  

実際にそれを取るわけですから，すごい実績というか，本当に実行したということですね。 

 

（内 藤） 

はい。これからミツバチの研究では，東北支援も地域の活性化も引き続き頑張りたいので，湯﨑

県知事さんの協力をお願いしたいと思います。（拍手） 

 

（知 事）  

ありがとうございます。頑張る皆さんを応援したいです。 
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（内 藤） 

さらに，広島県庁の屋上で，湯﨑県知事さんと一緒にミツバチを飼って蜂蜜を採取したいという

ことも考えています。 

 

（知 事）  

なるほど。県庁の屋上がいい環境かどうかは別にして，今，ミツバチは足りていないそうですか

ら，どんどん増えることができたらいいですよね。 

 

（内 藤） 

県庁の近くにサンモールがあって，その屋上でブルーベリーガーデンができるということを知っ

たので，ミツバチもそこで利用できるし，また，ミツバチは環境指標生物と言われていて，広島は

平和都市として，また環境にいいまちとしてもアピールできるいい機会だと思うのでお願いします。

（拍手） 

 

（知 事）  

すごいアピール力ですね。では，屋上で飼えるかどうか考えてみましょう。 

 

（内 藤） 

お願いします。 

 

（知 事）  

ナマズのほうも，３年かけて 30 ㎝まで大きくなって，こんなにかわいがっていると，食べるの

がもったいなくなりませんか。大丈夫ですか。 

 

（桑 山） 

大丈夫です。 

 

（知 事）  

実は僕もフードフェスティバルなどでナマズの天ぷらをいただいたりして，ナマズの天丼とか出

していましたよね。 

 

（桑 山） 

はい。 

 

（知 事）  

そのときは，ナマズを養殖しているんだ。すごいね。これ，おいしいね。油木高校でできたのっ
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て聞いたら，いや，まだですと言われて，それがようやく今度できるわけですね。 

 

（桑 山） 

はい，そうです。 

 

（知 事）  

今年のフードフェスティバルには，このナマズが出るということですか。 

 

（桑 山）  

そうですね。 

 

（知 事）  

出そうですか。 

 

（桑 山）  

多分出ます。 

 

（知 事）  

楽しみですね。皆様も是非フードフェスティバルにもおいでいただいて，神石でも食べる機会が

あるかもしれませんが，是非来てみていただきたいと思います。 

それから，将来は神石に残って，神石で働きたいと。 

 

（桑 山）  

はい。 

（知 事）  

いろいろ大変なこともあると思いますけれども，相馬さんにしても，立原さんにしても，自分で

仕事をつくるということまでやっていらっしゃるので，今の意気込みだと，きっといい仕事が，自

分でつくるか，あるいは得られるか，強い思いを持てばきっとうまくいくのではないかと思います。 

 

（桑 山）  

ありがとうございます。 

 

（知 事）  

それでは，本当に地域で頑張っている内藤くんと桑山くん，ありがとうございました。これから

も頑張ってください。どうぞ皆さん，激励の大きな拍手をお願いします。（拍手） 

高校生の皆さんが取り組むことでも，ホテルで採用されたりとか，ただやっているだけではなく
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て，実際に実行される。これもすばらしいことだと思います。 

 

 

事例発表④ 

 

（知 事）  

それでは 後の事例発表になります。神石中学校３年生の林直弥くんと山本眞希さんです。 

林くんと山本さんのご紹介ですが，お二人が通われている神石中学校では，８年間継続して道路

美化のボランティア活動「神石まるごと大掃除」に取り組んでおられます。 

昨年８月には，その功績が評価され，日本道路協会から道路功労者表彰を受けられたということ

です。 

今日の発表のテーマは，「神石中学校チャレンジビジョン」です。ちなみに，チャレンジビジョン

というのは，県の 10 年間のビジョンがチャレンジビジョンとなっていますので，それをとってく

れたのだと思います。それでは，林くん，山本さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（山本））  

こんにちは。私は，神石高原町立神石中学校生徒会執行部の山本眞希です。 

 

（事例発表者（林））  

僕は，スクールエコ委員長の林直弥です。 

 

（山 本）  

今日は，私たちの取組を発表する機会をいただき，ありがとうございます。 

私たちの通っている神石中学校は，神石高原町の北部に位置し，自然に恵まれた，のどかな地域

にあります。 

神石中学校は，来年度町内の２校と統合し，45 年の歴史に幕を下ろして閉校します。 

神石中学校は全校生徒 30 名の小規模校ですが，学年の枠を超えてみんな仲がよく，「気づき・考

え・行動するチーム神石中」を合い言葉に，毎日学習や部活動に励んでいます。 

そんな私たちの学校で全校を挙げて取り組んでいることが「全校トイレ掃除」です。一人が一つ

一つの便器を担当し，素手素足でトイレを徹底的に磨き上げます。今日はこの全校トイレ掃除につ

いて紹介させていただきます。 

 

（ 林 ） 

きっかけは，今から７年前です。平成 18 年に「掃除に学ぶ会」の方が来られ，掃除の意義や考え

方，トイレ掃除の仕方を指導していただきました。全校トイレ掃除当日は，まず体育館に全校生徒

が素足で集まり，校内の美化活動を担当するスクールエコ委員会が開会行事を行います。 
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便器の磨き方は，図を使って丁寧に説明していきます。開会行事が終わると，各自掃除場所に行

き，トイレの中の掃除道具やトイレットペーパー，スリッパなどを外に出してから，蛍光灯やファ

ンを外し，天井をきれいにふいていきます。 

そして，次に使用するのがこのスポンジです。便器の中の水をスポンジで吸い取り，便器の中に

何もない状態にします。水を吸い出したら，金属製のサンドメッシュを使います。自分が担当する

マイ便器の中のふたを取り出し，こびりついた汚れを徹底的に磨きます。便器や床をこするときに

使うのは，たわしと洗剤です。自然を大切にするために，使う洗剤をできるだけ少なくしています。 

磨き終わったら水を流し，バスタオルで水分をふきとります。 

後に，掃除道具やトイレットペーパーなどを片づけて，手足を消毒し，きれいにします。 

掃除終了後の閉会行事では，感想や反省を発表します。「素手で便器を磨くことに 初は抵抗が

あったが，ピカピカになった便器を見ると，気持ちがいい。」「とてもきれいになり，うれしい。」「心

まで洗われたようだ。」など，掃除をすることによる自分の変化に気づき，やり遂げた達成感，成就

感で満たされた感想ばかりです。 

 

（山 本） 

また，毎年７月には，校内のトイレだけでなく，地域の施設を訪問し，トイレ掃除をさせていた

だいています。 

地域のトレーニングセンター，公民館，小学校などを訪問し，素手素足でトイレをピカピカにし

ます。 

また，11 月には，先生と生徒が学区内を５つのコースに分かれて，ごみを拾う「神石まるごと大

掃除」をしています。各自で火ばさみとごみ袋を持ち，道路脇のごみを拾うのですが，一見きれい

に見える道路には，驚くほどたくさんのごみが捨てられており，ごみ袋はあっという間にいっぱい

になってしまいます。 

捨てる人の心ない行動を残念に思いながらも，私たちは私たちのまちがきれいになることに充実

感や満足感でいっぱいになります。 

このような長年にわたる地域へのボランティア活動が評価され，昨年度，社団法人日本道路協会

から道路の美化活動に貢献したとして道路功労者の表彰を受けました。 

私たちは今後も「やらされているという義務ではなく，私たちの意思として取り組む」を合い言

葉に続けていきます。 

あと１年の神石中学校ですが，これからもみんなで協力して，全校トイレ掃除，神石まるごと大

掃除を続けていきます。そして，統合する神石高原中学校でも，私たちが誇るこの活動を続けてほ

しいと願っています。 

これで「神石中学校チャレンジビジョン」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）  
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林くん，山本さん，ありがとうございました。 

素手素足でやるトイレ掃除については，いろいろなところで活動は行われていますが，実際にやっ

てよかったという感想ですけれども，正直いってどうですか。本当は嫌だなとか，感じることはあ

りますか。 

 

（山 本） 

１年生の一番 初にやったときは，すごく嫌だなと思いましたが，今はするのが楽しみです。 

 

（知 事）  

本当。 

 

（山 本） 

はい。 

 

（知 事）  

すごいですね。 

林くんはどうですか。 

 

（ 林 ） 

もともと僕は掃除が好きなので，きれいになることに関してとてもうれしいと思っていたのです

が，先生が便器にごはんを盛って食べたいぐらいと言うのも，なおさら間違っていることじゃない

なと思います。 

 

（知 事）  

分かるような気がするんですね。 初は多分嫌だったと思うのですけれども，僕自身，この経験

はないのですけれども，すごく皆さんいいと言われますよね。その心が，また神石まるごと大掃除

にも反映されて，これをやっていると，ごみを捨てる人が許せなくなりますよね。自分も，捨てる

ことがないでしょう。 

 

（ 林 ） 

ないですね。 

 

（知 事）  

ないですよね。みんながこういうふうになったら，道路もきれいになるだろうと思います。我々

県も大変長い延長の道路を管理しているのですけれども，いろいろな物が落ちていて，とても困る

ことがあります。紙とかビニール袋ならともかく，冷蔵庫とかテレビとか訳の分からないものが落
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ちていることもあります。 

神石中学校の皆さんは，このすばらしい伝統で本当に心も大きく成長しているのではないかと思

います。この伝統が新しい中学校でも続いていったらいいなと思いますよね。是非先輩としていろ

いろ指導してあげていただければと思います。 

それでは，元気に頑張っていただいています林くん，山本さんに，もう一度大きな拍手をお願い

いたします。（拍手） 

ありがとうございました。プレゼンテーションもしっかりしていて，これから楽しみというか，

頼もしいですね。ありがとうございました。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。以上で予定の事例発表は終了となります。すばらしい発表を本当にあ

りがとうございました。 

 

 

閉  会 
 

 

（司 会） 

それでは，ここで湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。今日も皆さんいろいろな取組をしていただいているという発表をして

いただきました。その中で思いますのは，いろいろ不満とか日々あると思うのですけれども，神石

高原町は過疎も進んでいて，高齢化も進んでいるという中で，仕事もない，困ったなと。そういう

中でも，立原さんのように自分のできることから取り組んで，実際にケーキの販売をしたり，それ

が自己満足というレベルを超えて，神石のよさが人に伝わっていくということにつながっていると

思いますし，相馬さんの場合には，津波や原発事故に本当にこれ以上ないという苦労をされている

と思うのですけれども，でもそれに負けないで，そこでだめだと思ったら伝統や文化も失われてい

く。そうではなくて，未来を切り開いていく。自分で限界をつくらない。本当に大きな相馬さんの

チャレンジですけれども，実は立原さんや中学校や高校のみんなにもつながっていると思います。

油木高校の例でも，ただミツバチを飼うだけでなくて，本当にそれが被災地支援につながる。お金

がなくてできないで終わるのではなくて，そこからさらにもう一歩踏み出して，どうやったらでき

るか。できることを考えて，そして，できることをやっていく。その積み重ねによって，本当に大

きな違いが生まれてくる。一人一人がもうだめだ，もうできないではなくて，何ができるか。考え

るだけではなくて，実際にそれをやってみようと。ちょっとでもいいから，やってみる。それが積

み重なっていくと，本当に明るい未来が生まれるのではないかと思います。 
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是非皆様もそれぞれのいろいろな役割，持ち分があると思います。職場，地域，学校，今日もそ

れぞれいろいろありましたけれども，それぞれの役割の中で一歩ずつ新しい取組，新しい挑戦をし

ていただければと思います。 

広島県でも，先ほども少しご紹介させていただきましたけれども，未来チャレンジビジョンとい

う 10 年後に県がこうなっていたらいいなという計画というか，ビジョンなのですけれども，これを

つくって頑張っております。その中で一つテーマがありまして，それは，「主役は県民の皆さんです」

ということです。例えば経済の問題にしても，行政，町もそうですし，県もそうですけれども，県

が何かをやったら経済がうまくいくということではなくて，経済がうまくいくためには，やっぱり

経済に携わっている企業だったり事業者の方が何かを実際に行動されて初めて変わっていくという

ことで，それが県民の皆さんが主役ですということですけれども，頑張っていらっしゃる皆さんの

ような方々を県は応援をして，そして，また明るい広島県，明るい神石高原町をつくっていきたい

と思っておりますので，どうか皆様もご協力をお願いしたいと思います。 

それでは，長い時間になりましたけれども，本日は 後までご静聴いただき，ありがとうござい

ました。これからもどうぞよろしくお願いします。（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」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させてい

ただきたいと思いますので，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きましては，フェイスブック等による情報の交流を行っており

ますので，是非ご参加，ごらんいただきたいと思います。 

 

（知 事）  

すみません。一言忘れました。 

今日，ずっと手話通訳をしていただきましたお二人，本当にありがとうございました。お二人に

もどうぞ拍手をお願いいたします。（拍手） 

 

（司 会） 

どうかお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。 


