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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）本日は土曜日で，何かとご多用のところだと思いますけれども，この県政知事懇談会「地域の宝チャレンジトーク」にご参加いただきましてありがとうございます。 尾道に来させていただくのは３回目で，第１回目は平成 22 年 4 月で，２回目は県内を８地域に分けたときに尾道でやらせていただき，平成 23年 10月にお邪魔させていただきました。今回は３回目ですが，今回は特にこの設定，また午前中に２ヵ所ほど，白滝山と岩子島のサロンにお邪魔させていただきましたが，そのアレンジを含めて，尾道市の平谷市長をはじめとして皆さんに大変お世話になっております。この場をおかりしてお礼申し上げたいと思います。 これまでに，この県政懇談会では 115ヵ所のいろいろなところに訪問させていただいて，
418 人の県民の皆さんのご意見や発表をいただいているということで，かなり蓄積してきたと思っております。ずっと当初から言っておりますが，皆さんからいただくご意見を，一つ一つ取り上げるものもありますが，むしろ一つの味噌樽の中にためて，そうすると，いい味噌がじわりと発酵してくる。この発酵というのがミソで，味噌だからミソということですが，いろいろな場面で県政の基本になってきていると思っております。これも皆様のご協力のおかげだと思っております。 ちなみに，今日もたくさんいらっしゃるのですけれども，この来場者もすべてあわせると
5,450 人ということで，今回で 5,500 人は明らかに超えますね。本当にありがとうございます。 今日の懇談では，尾道で，地域の課題の解決，あるいは新しいことに挑戦をされている４
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組の皆様に事例発表していただきます。この発表を皆さんお聞きいただくと，後でよかったと思われると思うのですけれども，我々の身近なところでいろいろなことにチャレンジされている方々がいらっしゃって，自分もできるというふうにお感じいただけるのではないかと思っております。 そして，それがまた将来にわたって広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かったと思えるような広島県づくりにつながっていくと思っておりますので，是非そういったきっかけになればと思っております。 これから 70分ばかり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。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さん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。 まず，道の駅「クロスロードみつぎ」野菜市を通じて，地域農家の活性化に取り組まれている道の駅「クロスロードみつぎ」野菜市副会長の綾目文雄さんです。（拍手） 市内イベントでの「よもそろ焼」の販売や「よもそろダンス」の披露などにより賑わいを創出されておられる「よもそろガールズ向島」会長の河岡定子さんです。（拍手） 高校ソフトボール界の頂点！全国制覇を目指し，日々練習に励んでおられる御調高校ソフトボール部の清川智之さん，亀山友哉さんです。（拍手） 日本一郷土を愛する学校として，生口島を盛り上げる活動に取り組まれている瀬戸田高校３年生 吉田優唯さん，金本卓也さん，日下部歩夢さんです。（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。       
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事例発表  事例発表①  （知 事） ありがとうございます。それでは早速始めたいと思います。 今ご紹介がありましたように，今回の事例発表に４組の皆さんに来ていただいております。それぞれいろいろな役割の中で，地域のことについて積極的にかかわって挑戦をしていただいている方々です。 初めにお願いいたしますのは，道の駅「クロスロードみつぎ」野菜市副会長の綾目文雄さんです。 改めて綾目さんをご紹介させていただきますと，綾目さんは，地域の農業後継者不足を解決するため会社を立ち上げられ，水稲栽培の作業受託や農産物の加工を行っていらっしゃいます。 また，道の駅「クロスロードみつぎ」の野菜市では，近隣の消費者へ新鮮な野菜を提供するとともに，地元農家の活性化に取り組んでいらっしゃいます。 今日の発表のテーマは，「農家によろこびを」です。それでは，綾目さん，どうぞよろしくお願いいたします。（拍手）  （事例発表者（綾目）） よろしくお願いします。湯﨑知事さんを前にしゃべるので緊張しております。話のほうがちぐはぐになるやもしれませんが，お許し願いたいと思います。 今，紹介いただきましたように，私は有限会社「アグリサポート」で農作業の受委託をしております。会場が暗くなったから分からないですが，顔が真っ黒になっております。これでも今朝，顔を洗ってきたのですけれども，今は毎日このように田植えをしております。６月の下旬までかかります。こうした作業は，受託作業で 15 ヘクタール，田んぼそのものを預かっているのが５ヘクタールで，約 20 ヘクタール以上の作業をこなしております。農家の軒数でいいますと，100戸を超えております。 
19年前に，高齢化している農家を手助けするという形でつくった会社です。そのほかには耕うんとか，代かき，防除，稲刈りなどが主な作業ですが，現在は高齢化もひどく進み，非常に要望は多いですが，私の会社の能力を超えており，断ることが多いです。 全作業を請け負っている農家については，２万円から３万円ぐらいの赤字が農家のほうに出てしまいます。農家の方に大変負担になると思いますけれども，最初に農家の方と話をして契約をします。今は自分でつくっても農業はなかなか合わない時代ですから，人につくってもらったら，それなりの赤字になりますよということで引き受けています。 
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ほとんどの方が先祖伝来の田を荒らすわけにはいかないし，田が荒れると近所の迷惑になるからということで話をいただくのですけれども，まちから帰ってきた方にはこういうところはなかなか理解されないので，赤字になるよと言ったらすぐ話が壊れてしまうことが多いようです。 御調町は，ここの尾道市内から世羅高原に抜けるちょうど間で，山間・棚田が多く，また圃場も非常に小さいということで効率が非常に悪いです。だから，こうして農家のお手伝いをするといっても採算がとれないだろうということで，設立と同時に餅の加工をしております。これは餅の加工場ですが，もち米を栽培して，それを平餅や豆餅にして，それを直売所で販売しております。今，国のほうで進められている農業の六次産業と言われるものが，その当時は六次産業というものを私もまだ知らなかったのですけれども，今村先生が提唱された六次産業はちょうど私が始めたころかなと思っております。 現在は，栽培している「あきろまん」を使って，広島県の品種ですけれども，巻き寿司とか，いなり寿司，ちらし寿司などもやっております。これが巻き寿司をつくっているところです。今は１人でやっていただいております。50 本から 100 本を１人で頑張ってやっていただいております。自画自賛になりますが，上品な味だということで結構人気があります。尾道のＪＡの直売所と道の駅の野菜市でも販売しておりますので，是非食べていただければと思います。 会社とは別に，紹介にありましたように，道の駅「クロスロードみつぎ」野菜市の役員もさせていただいております。設立当時からかかわらせていただいておりますが，私たちの野菜市は，当たり前ではあるのですが，生産者が生産した，あるいは加工したものしか販売しておりません。最近は直売所も結構仕入れて販売しているところも多いですが，私どものところは非常に店が狭いということもあり，最初から，もう 10年になりますが，必ず生産者が生産したもの，あるいは加工したものしか売ってはいけませんということで，仕入れて販売したものは売らないのですが，それをやった人にはペナルティーとして出荷停止をします。現在２名の方が出荷停止にあいました。そういうことで断っております。 また，商品はすべて毎日入れかえです。タマネギやイモ類などは腐らないので置かせてくれという話もあるのですが，商品がどのように売れたのか，生産者に毎日見ていただく，チェックしていただくというのを願ってやっております。今までこういう直売所に出していなかった方は青果市場とか農協へ出荷されていたと思うのですけれども，そういうところでは，自分の商品がどのような評価を受けているか，なかなか知らされないところがあったと思うのですが，こういう直売所では直接消費者の方から反応があります。これが道の駅です。ですから，１日とか２日おいて見るのではなく，毎日見ることによって，自分の商品がどのように評価されているかを知る。また，それが意欲につながるのではないかと思って，毎日残った商品は引き取ってもらっています。厳しいようですが，５時を過ぎたら残った商品はすべて店の外に出しますので，どうしても持って帰らなければいけない。残って人に盗られ
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たのはこちらは責任を取りませんので，どうしても持って帰らなければいけないという厳しさも持って，毎日の商品の入れかえをやっております。 私の持論ですが，スーパーのまねをしないという話をしております。スーパーは非常にノウハウがしっかりしておりますので，スーパーと競争しても，とてもかなうわけはないので，泥くささで勝負しようということでやっております。農家の人は自分のつくったものを「おいしい」とよく言います。採りたてですし，自分の家で食べれば非常においしいのですが，「おいしい」というのは一番信用されない言葉ですよと言っています。今，私どものポップには「おいしい」とできるだけ書かないで，どうしておいしいのか，どのように食べてほしいとか，具体的な情報として出そうということを心がけています。しかも，パソコンを使ってきれいにするのではなく，手書きで，温かみのあるものにしていこうということで，スーパーでは「なんだ」と思われるポップですが，道の駅ではそういうポップで情報発信しております。 もう一つ，道の駅では交流を重んじておりまして，消費者の方に募集をかけて農業体験をしております。今年は，来月の 15日に田植えとトウモロコシの植え付けを行います。まだ募集しておりますので，ご希望がありましたら道の駅のほうに言っていただければと思います。昨年はジャガイモと枝豆をやりましたが，100 名を超える方に参加いただいております。その前に勉強会といって，少し農業の勉強などもしていただきます。それも結構人気です。ただ行って，そろえたものを植えて経験するだけではおもしろみがない。最初に作物などのお話をした後やってもらうと，非常にみんな頑張ってやってもらえます。昼はおむすびと漬け物しか出しません。会費は 500 円ですが，ごちそうは全然しません。生産者の方に出ていただいて，おむすびと漬け物だけという形ですが，外で食べるとおいしいですから，結構喜んでいただいております。農業体験は今年で６年になります。 そのほか社会貢献として震災支援をしております。福島県と茨城県，北茨城のほうですが，農産物と加工品を販売しております。これは毎月ではないですが，先週の 11，12日に 17回目の震災支援を行いました。これは，震災からちょうど１ヵ月ぐらいたったときに東京の直売所の事務局から助けてほしいという依頼がありましたので，即ＯＫの話を出して，そのとき思ったのは，若い人も何かしたいのではないか，何か役に立ちたいことをしたいのではないかという思いがあったので，御調高校にお話に行って，快く引き受けていただき，お手伝いをしていただいております。これはボランティアです。先生や生徒たち何人かにこの前の17回目までずっと手伝っていただいております。ここの写真にありますように，上にかかっている横断幕は御調高校の書道部に作成していただきました。この書道部の作成された横断幕も少し破れてしまって，あとは尾道大学の美術部にお願いしてつくってもらったりしたのですが，そのようにして若い方に非常に手伝っていただいております。お話をすると，若い方もいろいろな思いがあって，現在の若い方は非常に心優しいですので，助けていただいております。 
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こうして会社を通して，あるいは直売所を通して，農家とのかかわりが多いのですが，病気で入院される方を見舞うことも逆に多く，お話をするのですが，死期が間近の生産者の方が，直売所に出荷されている生産者なのですが，いい夢をみたと。ありがとうと最後に言われたのが非常に心に残っております。直売所はそんなにいろいろなことができるわけではないのですが，これからも，どういうことができるか，いろいろなことを考えながら，できるだけのことを頑張ってやりたいと思います。よろしくお願いします。（拍手）  （知 事）  綾目さん，ありがとうございました。農業の受託をしている会社はクロスロードではなくてアグリサポートですね。 
 （綾 目）  はい。  （知 事）  これは綾目さんがお考えになって立ち上げられたわけですね。  （綾 目）  そうです。東京でこうした法人の立ち上げの研修があるということで，実を言うと，県の補助金をいただいて，全部費用をいただいて，東京のほうで 10日間ほど勉強して，次の年に設立しました。  （知 事）  少しはお役にたっているのですね。もう一度，お伺いしたのですが，もともと綾目さんは，お仕事は何をされていたのですか。  （綾 目）  農協へ勤めておりました。  （知 事）  農協は退職されたのですか。  （綾 目）  そうです。会社を設立してから退職しました。  
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（知 事）  そうですか。農協では何をやっていらっしゃったのですか。  （綾 目）  営農が中心です。営農課。営農指導です。  （知 事）  そうですか。では，そういう意味では本当にご専門ですね。  （綾 目）  そうですね。ただ，米が専門で，野菜はなかなか，最近になって勉強したので，十分ではなかったのですけれども。  （知 事）  そうですか。農協の中で営農指導されていて，高齢化しているとか，そういうことをごらんになって，これは何とかせにゃいかんと，そういうふうに感じて始められたんですかね。  （綾 目）  そうですね。農協ではちょっと難しいところがあって，ちょうど合併を控えていて，これは多分人員が減っていくという予想がたちましたので，これは独立してやったほうが農家のためになるだろうと。  （知 事）  なるほどね。実際にアグリサポートを始められて，一応会社ですから従業員には給料も払わなければいけないし，ご自身の給料とか，人件費もありますよね。これは何とかなっていらっしゃいますか。  （綾 目）  従業員の方と私の給料はほとんど変わらないぐらいですが，何とかやっております。  （知 事）  一口に営農の手伝い，受託をすると言っても，会社を立ち上げてやるとなると大きなリスクがありますよね。自分のお仕事をある意味では投げ打って，退職かもしれませんけれども，辞めて始められる。さらに，クロスロード「みつぎ」で野菜市も始められて，ここは昔の営農指導のなごりで厳しく農家の皆さんをご指導されていると。 
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（綾 目）  そうですね。農家の方の自立といいますか，農協のころに感じた部分もありましたから，自立心を少し強く持っていただきたいと思って，ちょっと厳しく言っています。 （知 事）  それにとどまらず，農業体験の会をやられたり，震災支援ということで，震災支援は若い人もやりたいんじゃないかということで，自分がやるのはある意味では簡単かもしれませんが，御調高校に行かれて，手伝いをしてよと巻き込まれたということですね。  （綾 目）  そうですね。  （知 事）  そういう意味では，綾目さんの周りに綾目さんに巻き込まれた人が，従業員が一番身近なところかもしれませんけれども，クロスロードに出される農家さんとか，ボランティアに参加する御調高校の生徒さんとか，あるいは農業体験に都会から来る皆さんとか，いっぱいの方が綾目さんに巻き込まれて，みんな楽しい思いをして帰っていくということで，それぞれのこと，例えば農家が大変だなというのは誰もが思うし，農協の皆さんも思っているし，行政も思っているけれども，それを具体的に自分の手で変えよう。しかもリスクまで負って変えようとなさったり，そうやって高校生を巻き込んだり，考えるだけではなく，実際にちょっと行動されるということですね。  （綾 目）  そうですね。やってみないと気が済まないという。  （知 事）  そうですよね。でも，綾目さんみたいにこんなにたくさんのことじゃなくても，一つでも，二つでも，何か行動ができたらすごく輪が広がりますね。参加をするということも僕は行動の一つだと思います。農業体験に参加したり，あるいは震災支援のボランティアに参加したり，巻き込まれていくということも一つの行動だと思います。 そんな行動の渦の真ん中にいて，皆さんにいろいろな元気を，ただ与えるということではなくて，厳しい中に楽しさを見つける。そんなことになっているのではないかと思います。本当にいろいろな挑戦に取り組んでおられる綾目さんにもう一度大きな拍手をお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。   
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（綾 目）  ありがとうございました。（拍手）   事例発表②  （知 事）  続きまして次の発表をお願いしたいと思います。次は「よもそろガールズ向島」会長の河岡定子さんにお願いいたします。 河岡さんを改めてご紹介させていただきますけれども，女性グループを結成されて，向島町を元気にする取組を行っていらっしゃいます。市内イベントでは，地元特産のワケギなどをクレープ状の生地で包んだ「よもそろ焼」の販売，先ほど皆さんにお配りされたのですか。では，皆さん召し上がったと思いますけれども，この「よもそろ焼」の販売や，「よもそろダンス」の披露などにより，とても楽しく賑わいを創出されていらっしゃいます。 先ほど岩子島にもお邪魔させていただきましたが，「めだかの学校」の校長先生もやっていらっしゃるということです。 今日の発表のテーマは，「ようもそろうて まちおこし」です。それでは，河岡さん，よろしくお願いいたします。（拍手）  （事例発表者（河岡））        ただいま紹介にあずかりました「よもそろガールズ向島」の河岡です。よろしくお願いいたします。（拍手） それでは，これから「ようもそろうて まちおこし」の発表を行います。 向島町では，以前より女性会活動が活発に行われていましたが，平成の市町村合併の数年後には，向島町女性連合会が解散いたしました。それでも，それぞれの地域では女性たちが子どもの見守り活動，食生活の改善，老後の居場所づくりなど，多岐にわたり活動してまいりました。 みんなで集まり，それぞれの活動を話し合うことでより新しい活動の輪が広がるのではと，平成 23年 11月８日に最初は６人で情報交換会を持ちました。まずは集まって「何でもしゃべろーやー」で始まった会なので，とりあえず，仮称ですが，「おしゃべり会」として活動いたしました。 これは初めての会合の写真です。自己紹介をしながら，みんなの活動状況を知ることから始まりました。江奧地区の女性会や地区社協の女性役員さんたちが中心となった活動，中富地区の地域と学校が行事を通じてつながりを深めている話，また保健推進委員から食をテーマにした行事の開催や，農業を継いだ若い女性から柑橘のよさを多くの人に知ってもらえる
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よう加工品の生産販売に取り組んでいる話，そして，岩子島で自宅の倉庫や空き家を改修して常設のサロンを始めた話などが出されました。 みんなの話を聞いて，とても刺激を受けました。これから仲間を増やして，地域の女性たちとつながりを深めていこうという話になりました。 ２回目の会合は，半田農園の工房，サイクリストのための「よりみちや」を始め，常設のふれあいサロン「すずめのお宿」「めだかの学校」などメンバーの活動拠点を見学しながら，情報・意見交換会を持ちました。 私たちは月１回のゆっくりしたペースで会議を開き，わきあいあいとおしゃべりを楽しんでいます。笑いが絶えないのが自慢です。会議の中で，メンバーが今日は町内の幼稚園で「よもそろ焼」と「よもそろダンス」を教えてきたんよとの報告を受けて，「よもそろ焼」って何の話題で大変盛り上がり，今後グループとして「よもそろ焼」と「よもそろダンス」を復活させ，広めることで向島のまちおこしに貢献しようということになりました。 「よもそろ焼」とは，四方が揃うと書き，いろいろ，様々という意味があるそうです。しまなみ海道開通を機に地元が考案した「おやき」で，具にワケギ，キウイフルーツなど向島の特産品を使います。今日皆さんに試食していただいた「よもそろ焼」はワケギとベーコン入りでしたが，皆さん，おいしかったですか。（拍手） 現在もメンバーの何人かで，「よもそろ焼」と「よもそろダンス」を向島の保育所，幼稚園，小学校に教えに行っています。 そんな中，行政から「花と潮風かおる尾道むかいしまウオーク」の情報提供があり，会のメンバーからイベントを盛り上げるために，よもそろ焼とよもそろダンスで参加しようやという声が挙がりました。これをきっかけに，昨年５月 27日の「花と潮風かおる尾道むかいしまウオーク＆まるしぇ」では，張り切ってよもそろ焼 300 食を焼きました。「すずめのお宿」と「めだかの学校」のおばあちゃんたちもおもてなしをしてくださいました。ウオーカーから心のこもったお礼の手紙がたくさん来るなど，大変喜んでいただきました。 これは「まるしぇ」のアトラクションで，よもそろダンスを披露しているところです。間違えながらも楽しく踊りました。 11 月 21 日の瀬戸内しまなみサイクリング尾道大会では，よもそろ焼 300 食でおもてなしをしました。１日中立ちっぱなしで少々疲れましたが，サイクリストの方たちのさわやかな笑顔に癒されました。 また，11月４日の「にこぴんしゃん祭り」には，三幸小学校の生徒さんと一緒によもそろダンスを踊り，祭りを盛り上げました。生徒さんたちからは「楽しかったよ」「また踊りたい」とかわいいお手紙をいただきました。 これは，今年 1 月 20 日，高見山の森づくり体験の集いにおいて，豚汁 450 食，おにぎり900個をつくり，おもてなしをしました。前日から準備は大変でしたが，皆さんにおいしかったよと言っていただけて，やりきった達成感とやれるという自信につながりました。 



 11 

女性グループの活動が始まって１年と少しを節目に，活動状況を皆さんに知ってもらい，皆さんから今後の活動へのヒントをもらえばと思い，３月 20日に向島女性グループ活動発表会を開催しました。100 名余りの参加があり，向島の女性パワーに感動したなどの意見をいただき，今後も気持ちのこもったおもてなしに心がけ，楽しみながら活動していくことを改めて確認することができました。 最初はおしゃべり会からスタートしましたが，活動の中から組織化したらとの声が挙がり，向島の四方から人が集まればという思いと，よもそろ焼，よもそろダンスの意味を踏まえて，よもそろガールズ向島という名称と会則が決まりました。今は人数も増え，構成メンバーは地区・社協役員，民生委員，保健推進委員，農業委員，農業者，ボランティアをしている女性たちの 14名になりました。 これからもみんなで協力し合い，刺激し合いながら，イベント等で心のこもったおもてなしはもちろんのこと，学習会も取り入れ，会員が楽しむことを大切にしながら，みんながわくわくするような活動をしていくことによって，向島を元気にしていきたいと考えています。 課題としては，30 代から 50 代の若い世代に活動をつなげていくために，その育成に心がけ，会員一同，住んでよかったと思える向島のまちづくりのために頑張りますので，今後ともご支援，ご指導，ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 では，これからよもそろダンスを踊ります。間違えるかもしれませんが，一生懸命踊りますので見てください。これでよもそろガールズの発表を終わります。（拍手） 【ダンス披露】 
    （知 事）  どうもありがとうございました。48回にして初めて踊らされました。 「よもそろガールズ」，ガールズで正しいのですね。  （河 岡）  はい。  （知 事）  若い人につなぐのが課題ということなので，「ガールズ」というのは正しい名前ですね。 今，メンバーは何人になっていらっしゃるんですか。14名ですか。  （河 岡）  はい。  
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（知 事）  それで，23 年 11 月８日という，ちゃんと記念日まであるすばらしい会ですけれども，そこで，おしゃべりをするというところから始まった。  （河 岡）  はい。まず情報交換会をもって，何でもしゃべろうやという，気楽なつもりで集まりました。  （知 事）  そのときは，何かこういう活動になるというビジョンとか，こうしたいなというのはあったのですか。  （河 岡）  いや，さっきも言いましたように，女性連合会が解散いたしまして，つながりが全くなくなって，町内でどういう方がどういう活動をしているかというのが見えにくくなっていたので，これではいかんなと気付いたものが集まってきたんです。 
 （知 事）  最初に声をかけられたのは，どなたなのですか。  （河 岡）  それは。  （知 事）  河岡さんですね。分かります。 それで，最初に集まったのが６人で，そこからだんだんとつながりが深くなって，イベントに参加しようということになって，よもそろ焼が出てきて，よもそろダンスもあるんよと。これは，もともとあったのですか。  （河 岡）  よもそろダンスは最初からあったんです。これはプロの音楽家とアクターズスクールの先生が振り付けを考えてくださり，このポーズはカマキリをイメージしてあるそうです。  （知 事）  そうですか。ついには，おむすびを 900個，結んで。 
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（河 岡）  はい。900個できるかどうか非常に不安で，私でも夜が眠れなかったんです。  （知 事）  炊飯器はどうされたのですか。  （河 岡）  ガス釜を４つでしたか，５升炊きを４つぐらい業者に借りて。  （知 事）  皆さんが集まって握ってくれた。  （河 岡）  はい。手際のいい方がいらっしゃって，あれあれと，できました。  （知 事）  おむすび 900個もすごいですけれども，それにあわせた豚汁もかなりの量だったのではないですか。  （河 岡）  はい。豚汁もかなりの量でしたね。  （知 事）  ニンジンを切るだけでも悪夢のような感じですが。  （河 岡）  そう，そう。前日からダイコン，ニンジンと。  （知 事）  今後もたくさんのことをやりたいとお考えのようですし，課題もいろいろ挙げておられましたが，女性会が解散しても，こうやってつながろうと思う人がいて，最初はそこまで考えていなかったかもしれないけれども，みんなで集まってみようやという，何事にも第一歩ですね。   
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（河 岡） 楽しいことが一番ですね。楽しかったら人が集まってくるというのがよく分かりました。  （知 事）  そうですね。そういう楽しい考えで，一歩，何かやってみるということが，今ここまでつながって，ついにはいろいろなところで皆さんＴシャツを着てダンスまで披露して，すごいなと思うのですけれども，こうやって無理をしない範囲で，自分のできることで一歩一歩進んでいく。そのことによって地域が随分変わっているのではないかと思います。 また，女性サイクリング大会というのも企画されているようなので，実現したら，私も呼んでいただいていいですか。  （河 岡）  是非いらしてください。  （知 事）  男は，僕と平谷市長だけということでお願いします。  （河 岡）  はい。  （知 事）  向島からは以前も元気な女性に参加いただいていますが，この女性の元気だけでなく地域の元気につなげていただいている河岡さん，よもそろガールズ向島会長に改めて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。（拍手）   事例発表③  （知 事）  それでは続いて，御調高校ソフトボール部の清川智之くんと亀山友哉くんにお願いしたいと思います。 清川くんと亀山くんのご紹介ですが，お二人が所属されている御調高校ソフトボール部は，昨年春に行われた全国高校選抜大会で準優勝して，昨年夏はインターハイで３位という優秀な成績を収められています。全国です。新メンバーとなって全国制覇を今度は目標に日々練習に励んでおられるということです。 
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今日の発表のテーマは，「悲願への挑戦」です。それでは，清川くん，亀山くん，よろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（清川））  こんにちは。僕たちは広島県立御調高等学校男子ソフトボール部です。主将を務めさせていただいている清川智之です。今日は御調高校男子ソフトボール部について紹介させていただきます。よろしくお願いします。（拍手） 御調高校は今年で創立 90周年を迎えた伝統ある学校です。多くの山や田畑，川など，緑に囲まれた自然に恵まれた学校です。全校生徒は 156人と少ないですが，つた祭や中高合同体育大会などたくさんの行事があり，活気あふれる学校です。 男子ソフトボール部は 2001年に創部されました。そして，翌年の 2002年には，なんとインターハイ初出場を果たしました。その６年後の 2008年には春の全国選抜大会で準優勝，同年のインターハイでは３位という全国大会での結果を残しました。４年後の 2012年には，部員 11 名という少人数ながら再び全国選抜大会で準優勝を果たし，夏のインターハイでは３位と全国の舞台で活躍することができました。 また，アンダー19日本代表には，御調高校から今まで３名選出されるなど，優秀な選手を輩出しています。これまで男子ソフトボール部は全国大会で準優勝や３位など，数多くの実績を残すことができました。しかし，いまだかつて全国大会優勝という結果は残せていません。なので，僕たちや地域の方々の悲願は初の日本一です。 普段の練習風景です。練習は，御調中学校男子ソフトボール部と合同でしています。中学生は高校生のハイレベルな技術や練習を体感でき，高校生は中学生に自分たちの技術を教えることで，自分の技術を再確認することができるなど，多くのメリットがあります。また，人数が増えることで，少人数ではできない練習もすることができ，練習の効率も上がります。もちろんソフトボールの技術を身に付けるだけが練習のねらいではありません。目上の方への礼儀やあいさつなどができない人は社会に出ても通用しません。社会で通用する力をつけるためにも，このような当たり前のことを当たり前にできるようにしています。 保護者の方々は遠くである大会でもわざわざ広島から駆けつけてくださいます。応援席から聞こえてくる保護者の方々の声は，いつも選手の大きなパワーになっています。日頃から支えてくださっている方への感謝をいつも忘れず，日々の練習や大会に臨むようにしています。 また，部活動後援会の方々にも多くの援助をしていただいています。御調高校は地域とのつながりがとても強い学校です。この援助があるおかげで，僕たちは日々の練習や遠征をすることができます。援助をしてもらっている以上，結果を残す責任があることを忘れてはいけません。勝つことが最高の恩返しであると考えています。この最高の恩返しができるよう，日々の練習を頑張っています。 
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このように，僕たちが結果を残せた裏には多くの方々の支えがあります。このことに対する責任や感謝を決して忘れてはいけません。御調高校は全校生徒も少なく，もちろんソフトボール部も人数が多くありません。しかし，少ないながらも少数精鋭のチームです。地域の方々や保護者の皆さんとのつながりを大切にし，一つの大きなチームとなって，悲願の日本一に向かってこれからも突き進んでいきます。これで終わります。ありがとうございました。（拍手）  （知 事）  清川くん，亀山くん，ありがとうございました。 去年は部員 11 名だったそうですけれども，今年は，今，何人いらっしゃるのですか。  （清 川）  18とか，20人満たないチームです。  （知 事）  でも，ちょっと増えたんですね。１年生が入ってきたのですか。  （清 川）  はい。  （知 事）  一緒に練習をしてくれていた御調中学からも来ているんですかね。  （清 川）  そうですね。中学校からは今３人，外から来たのが２人います。中学校でやっていても，ほかの高校に行ってしまって，ソフトボールを続けない人とかも最近は出てきています。  （知 事）  でも，今度は 20人弱ということは，２チームとれるようになったから随分違うと思うのですけれども，本当に少ない人数で練習をするというのは大変ですよね。  （清 川）  はい。大変です。  
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（知 事）  中学生と一緒にやって教えるということはすごくいいことだと思いますけれども，体力的にも技術的にも違うところもありますよね。  （清 川）  はい。かなり差は出てきていますけれども，中学生は高校生についていこうと必死になることで自分の能力を上げることができ，高校生は中学生の見本になるように自覚を持ってやることでいい関係を築けているのではないかと思います。  （知 事）  なるほど。例えば高校野球だと，甲子園に出るようなクラブは 100人とか 200人とか部員がいて，ものすごくお金をつぎ込んでやるわけですけれども，ソフトボールはもちろん少し事情は違うと思いますけれども，少ない人数だと不利だなと思うのです。でも，ちゃんと練習をして，頑張って工夫をして，中学生ともうまく連携をしながらやると，日本２位とか３位とかになれると。次は１位になりたいということですね。トップを目指す。  （清 川）  はい。  （知 事）  目指さない限りいけないと思うのですけれども，目指して，本当に頑張ったら，きっと行けるときが来るのではないかと思います。皆さん，いかがですか。（拍手） 勝つのが恩返しだとおっしゃっていましたけれども，スポーツの世界なので勝つということももちろん大事なことだと思うのですけれども，だけど，みんなきっと，後援会の皆さんが応援してくれるのは，勝つというだけでなくて，こうやって不利な条件だけれども頑張る姿勢を皆さん見ているのではないかと思うんです。その中で実績を出していく。きっとそれが評価されているのではないかと思います。御調の誇りになっていくのではないかと思いますけれども，これからも頑張ってくださいね。 
 （清 川）  ありがとうございます。 
 （知 事）  もう一度お二人，そして，御調高校ソフトボール部の皆さんに大きなエールの拍手をお願いします。（拍手）ありがとうございました。 
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（清 川）  ありがとうございました。   事例発表④  （知 事）  最後の事例発表をお願いしたいと思います。瀬戸田高校３年生の吉田優唯さん，金本卓也くん，そして日下部歩夢くんにお願いします。 改めて吉田さん，金本くん，日下部くんのご紹介ですが，この３人が所属されている瀬戸田高校しまおこし事業部は，しまなみ海道を自転車で渡る観光客の皆さんにおもてなし活動を行っていらっしゃいます。瀬戸田町の特産品を活用したプレゼントを配布するなど，また来たいと思ってもらうために郷土愛を持って活動を続けておられます。 今日の発表のテーマは，「しまおこし事業部～地域のつながりと私たちの挑戦～」です。それでは，どうぞよろしくお願いします。（拍手）  （事例発表者（吉田））  広島県立瀬戸田高等学校では，３年前から島を活性化させることを目的とした活動を行っています。その活動について発表させていただきたいと思います。（拍手）  （事例発表者（金本））  私たちが住む生口島は，しまなみ海道のほぼ真ん中に位置します。島内には，国宝である向上寺や三重塔，平山美術館や耕三寺といった観光名所が複数あります。また，レモンの生産量が日本一という温暖な気候の島です。 近年，しまなみ海道は自転車の聖地とも言われ，多くのサイクリストが訪れています。しかし，現状は多くのサイクリストはしまなみ海道を渡るだけで，生口島を通り過ぎてしまうだけです。 島の人口の多くは高齢者で，かつて賑わっていた商店街も今ではシャッター通りとなっており，島全体が寂れている状態です。衰退していく地元を私たちはただただ見ていることしかできないのでしょうか。生まれ育った島のために，私たち学生が生口島を盛り上げ，かつてのような活気のある島にしたいという思いから，１年半前にしまおこし事業部を立ち上げました。少しでもサイクリストの方に足をとめて島の魅力を知ってもらうことを目的とし，「5000人と写真を撮ろう！！」を目標としました。 現在，しまおこし事業部は５つの班に分かれて全校生徒で活動しています。それでは，各班について説明します。 
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一つ目は柑橘雑貨班です。この班では生口島を思い出してもらえるような柑橘を使った雑貨をつくっています。今は柑橘を使ったキャンドルを作成しています。 二つ目はサイクリング班です。この班では，しまなみ海道で行われたサイクリング大会のコースガイドなどサイクリストの方に島をもっと知ってもらうことに重点を置いた活動をしています。 三つ目は広報班です。この班では，学校行事やしまおこし事業部の活動の情報発信を目的とし，ホームページや動画を作成し公開しています。 四つ目はしま弁当・スイーツ班です。この班では，瀬戸田町の特産品であるレモンやタコを使った名物弁当やお菓子を製作することを目標に活動をしています。 五つ目はオアシス班です。この班はイベント時の拠点となり，写真を撮ってもらえるような目立つ休憩所や販売所をつくっています。 
    （吉 田） 次に，これまでのしまおこし事業部の活動のほんの一部ですが，紹介します。 これは，各班の活動風景です。全校生徒 82名という少人数の学校ですが，全校生徒で活動を行い，しまおこし事業部を盛り上げています。 これは「しまらぶ」の方との写真です。「しまらぶ」は，地元の地域活性化団体で，私たちは生口島の歴史を教わったり，しまおこし事業部の活動のアドバイスなどをいただいています。 これは昨年 10月に行われた「しまなみ海道サイクリング大会」に参加した写真です。柑橘雑貨班は生口島をイメージしたキャンドルを 140個，スイーツ班はレモンケーキを 340個つくり，大会参加者に配布しながら約 300 名の方と写真を撮りました。 また，サイクリング班は参加者 110 名のコースガイドとして，生口島と隣にある高根島の約 35㎞を誘導しました。私たちにとっては初めてのサイクリング大会の参加で，しまおこし事業部としてやりがいと喜びを実感できたイベントとなりました。 これは今年の３月に行われた「しまなみ縦走」に参加した写真です。このときはレモンケーキを 600個つくり，大会参加者 462名と写真を撮りました。今回の参加者の中には，10月のサイクリング大会に参加されたリピーターの方もたくさんおられ，「今回も頑張ってね」や「今回も楽しみにしとるけーね」などと言ってもらえて，大変うれしかったです。 しかし，課題も幾つかあります。１学期には活動が難しい点。活動に参加してくれる生徒が校内全員に至っていない点。ですが，各班の中心となるメンバーで協議・検討し，地域の方々の知恵を借りながら問題解決していきたいです。 私たちはこれまでにしまおこし事業部として様々な活動を行ってきました。その中で，自分たちが知った島の魅力をサイクリストや観光客の方はもちろん，地域の方とも共有できればと思います。そして，郷土を愛する学校として，さらにしまおこし事業部を盛り上げ，様々
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な活動に挑戦し続けていきたいです。 以上で広島県立瀬戸田高等学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）  ありがとうございました。しまおこし事業部は１年半前から始まったのですか。  （吉 田）  はい。そうです。昨年の先輩方から始まりました。  （知 事） それで，全校生徒でやろうということになった。  （吉 田）  はい。  （知 事）  これは，生徒会で決めたりしたのですか。  （吉 田）  しまおこしというのは私たちだけがやっても意味がないと思うので，学校でやったほうがもっと島を盛り上げることもできると思ったので，校内全員でやろうと決めました。  （知 事）  なるほどね。最初は 5000枚の写真を撮るということから始められて，今は５つの班に分かれて，柑橘雑貨とか，ケーキとか，プロっぽいものまでつくって，すごいですね。  （吉 田）  ありがとうございます。  （知 事）  誰かそういうのが得意な人がいるのですか。  （吉 田）  これは，前生徒会の方が島を盛り上げるためにはどのようなものが必要かというので意見
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を出し合ったら，食べ物も必要なんじゃないか，思い出してもらえる雑貨も必要なんじゃないか，そういう意見があって，この５つの班をつくって，作り方とかは自分たちが調べて，材料も買って，一からつくる感じです。  （知 事）  みんなで話し合ってつくったのですか。  （吉 田）  そうです。  （知 事）  オアシス班というのもいいですね。サイクリングで来た人みんなを温かく迎えて，写真を撮ってもらえるような目立ったものをつくったりとか，ああいうのはすごく思い出にも残りますからね。 そういう中に，皆さんの瀬戸田とか生口島に対する愛情がよくあらわれていると思います。それがまた自分たちのやりがいとか喜びにつながっているということで，いいサイクルで，自分の愛情が喜ばれて，それがまた自分の喜びになって，やりがいになっていく。こういう若いみんながいたら，生口島の将来も明るいじゃないですか。どうですか。（拍手） 皆さん３年生ということで，これからそれぞれの進路を，自分の新しい人生を切り開いていくためのいろいろな道に分かれていくかもしれませんけれども，きっとこういう郷土愛を持っていたら，本当にどこに行っても大丈夫だし，生口島もきっと盛り上がるのではないかと思います。 それでは，もう一度今日発表いただいた吉田さん，金本くん，日下部くんの３人に大きなエールを送ってください。ありがとうございました。（拍手）  （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。 
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（知 事） ありがとうございました。今日発表していただいた皆さん，こうやって聞いていると，すごい人たちだなと思われるかもしれません。特にステージに上がると，普通の人と違うんじゃないかという印象をつい持ちがちなのですけれども，多分そんなことはなくて，皆さん日々お仕事であるとか学校の中でいろいろな苦労もしながらやっていらっしゃると思います。そういう中で，それぞれの活動が実際に地域にそれなりの大きなインパクトを与えていると思います。綾目さんの場合には，地域の農家の方がやる気を出して，新しい取組に向かっていくとか，あるいは農地の荒廃を防いでいくとか，河岡さんのケースは，このままだと女性会も解散して，地域のつながりも薄くなるところを，いやいや，ちょっとおしゃべりから始めようよということで，すごく大きな絵を描いていたわけではないけれども，一歩前に出ることによって，それがだんだんと発展をして元気につながっていくとか，ソフトボール部の皆さんは，本当に地域の人に支えられて，日本一を目指していく。日本一というのはそう簡単になれませんけれども，でもそれを目指していく。それがまた周りに元気を与えていくということとか，瀬戸田高校の皆さんは，本当に郷土愛というのがよく分かりましたが，これも，最近うちらの地元はつまらんよねとぼやいているだけだと何も起きないのですけれども，学校でもできるんじゃないかといって，まず何か始めてみる。まず何か始めてみるということですね。すべてのことには第一歩があると思います。第一歩。皆さんそれぞれ全員がこの第一歩を踏み出すことができると思います。第一歩を踏み出した人がいたら，それを放っておかないで自分もそれを手伝うとか，それぞれの職場であるとか学校であるとか，地域，自分が果たしている役割の中で，何かいつもと違うことに取り組んでみることがすごく大きなことにつながっていくということが，こういう例を拝見させていただくと，よく分かります。それがまた瀬戸田の皆さんがおっしゃっていたやりがいや喜び，また，よもそろガールズの皆さんがおっしゃっていた達成感とか自信につながっていくということだと思います。是非皆さんもそれぞれの役割の中で，何か普段と違う一歩を踏み出してみていただけたらすばらしいと思います。それが本当に積み重なって元気な広島県になっていくと思っております。 それでは，今日発表して皆様の経験を共有していただいた４組の方々に，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。（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いたしておりますので，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交換を行っております。皆様，是非ご参加ください。 
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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。どうもありがとうございました。（拍手） 
    


