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開  会 

 

（司会（八幡）） 

大変長らくお待たせをいたしました。ただいまから「湯﨑英彦の宝さがし－未来チャレ

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っております。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）） 

皆様，こんにちは。本日は土曜日にもかかわらず，大変たくさんの方にこの「未来チャ

レンジ・トーク」にお集まりいただきましてありがとうございました。 

この「湯﨑英彦の宝さがし」は，一昨年，私が知事に就任した初年度から始めたもので，

広島県は 23 市町あるのですけれども，各市町で懇談会をさせていただきまして，その第２

弾として，今度は県内を八つの地域に分けまして，「湯﨑英彦の宝さがし－未来チャレン

ジ・トーク」という形でまたやらせていただいているものでございます。 

第１弾は，住民の皆さん 10 人ぐらいに御参加いただきまして，いろいろなことをお話す

るという形態だったのですけれども，今回は，平成 22 年に県で「ひろしま未来チャレンジ

ビジョン」というものをとりまとめて，10 年後に目指す広島県の姿というものをつくって

おりますので，それを御紹介させていただくと同時に，その中のテーマでもありますが，

県民の皆さん一人ひとりが新しい広島県をつくっていくということで，県民の皆さんが取

り組んでおられるチャレンジを発表していただく。そういう形で進めさせていただいてお

ります。 

今年度は，この「未来チャレンジビジョン」に基づいていろいろな施策を進めていく第

一年目となっておりまして，私は「実行の年」と言っております。来年度からは「加速の

年」として，さらに取組をもっともっと進めていきたいと考えております。 

また，今日３人の発表者の方に住民の皆さんのチャレンジをお話しいただきますが，そ

れをお聞きいただくと，皆さんもきっとチャレンジをする気持ちになっていただけるので
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はないかと思っておりますので，楽しみにお聞きいただければと思っております。 

それから，今朝，宮島のほうで平清盛館のオープニングセレモニーをやってまいりまし

た。宮島と同時に，音戸のほうでもドラマ館がオープンするのですけれども，このドラマ

館二つをつなぐ高速船が走ります。きよもりブルーラインという名前なのですけれども，

１時間ほどで音戸と宮島を結ぶことになっております。電車などで行くと１時間どころで

はなく随分時間がかかるのですけれども，これはまさに平清盛も見たそのままの景色を見

ながら船で瀬戸内を楽しむことができる航路になっています。こういった形で，これから

この地域はまた観光でも大変盛り上がっていくと思いますので，皆様にも御支援と御協力

をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは，本日は少し長く 100 分ほどかかりますけれども，最後まで飽きずにお聞きい

ただけるのではないかと思いますので，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，壇上のお席にお座りください。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。発表者の皆様を御紹介いたします。 

まずはじめに，大竹市で，地域交通対策や高齢者の交流の場づくりなど，地域の活性化

に取り組んでおられる三ツ石シニアクラブ会長の松川公三さんです。 

続いて，廿日市市で，地域住民の防災意識の向上を図るなど，安全・安心な地域づくり

に取り組んでおられる四季が丘地区自主防災連絡協議会議長の岡村秀豊さんです。 

廿日市市の宮島で，瀬戸内の食材と石釜を使ったパンづくりを行い，住民とのふれあい

を通じて，安心して暮らせる地域づくりに取り組んでおられるおひさまパン工房の野村直

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。後ほど事

例発表をよろしくお願いいたします。 
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ビジョン発表 
 

（司 会） 

それでは，湯﨑英彦広島県知事が「ひろしま未来チャレンジビジョン」についての発表

を行います。湯﨑知事，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（知 事） 

改めまして，よろしくお願いいたします。今から御紹介させていただきますのは，先ほ

ど申し上げた広島県の 10 年後の姿をどういうふうにしていこうということを描きました

「ひろしま未来チャレンジビジョン」であります。 

この「ひろしま未来チャレンジビジョン」ですけれども，基本理念としてこういったこ

とを定めております。「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

心から思える広島県の実現」ということであります。このビジョンの基本理念だけを見る

と，ある意味で単純なことが書いてあるように思えるのですけれども，今の広島県の現状

というのを詳しく見ますと，広島から今，人口がどんどん減っているわけですが，その要

因として二つあります。一つは，いわゆる自然減といって，生まれてくる子どもの数より

も亡くなる方の数のほうが多い。差し引き，それで減っているということがあります。そ

れともう一つ，広島県にやって来る方と，広島県から外に出て行く方，この差によって人

口減少になってまいります。実はこの広島県から外に出て行く人というのが今，非常に増

えています。特に若い人が出て行っているということなのです。それは，とりもなおさず，

広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かったということが皆さんにまだ実感されていない

現状があるのではないかということです。もちろん我々広島県に住んでいる者は，とても

広島県のことが好きですし，住んで良かったと思っていただいている方が多いと思うので

すけれども，全体としてはこの人口が減っているという現状は大きな課題だと考えており

ます。 

逆に言いますと，この基本理念を皆さんに感じていただけるようになると，どんどん広

島県に人がやって来てくれる。そういうところを目指していきたいと思っております。 

10 年後を見ますと，実は非常に大きな課題というか，社会的な変化がございます。最も

重要なものは，今もちょっと申し上げた人口減少と少子高齢化という課題です。もう一つ

は，グローバル化という課題があります。 

この人口減少という課題は，よく耳にされると思うのですけれども，具体的にどれぐら

いのことかと言いますと，広島県の人口というのは実は平成 10 年，既にもう 10 年以上前

にピークを迎えております。288 万人。約 290 万人といって差し支えないと思いますけれ

ども，290 万人の人口がこのピークのときにありました。これが実は平成 47 年，今年は平

成 24 年ですから，今から 23 年後には 239 万人，約 240 万人になるという予測になってお
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ります。つまり，290 万人から 240 万人になる。50 万人，人口が減るという予測になって

いるのです。この 50 万人というのは，皆さんも御承知のとおり，廿日市市と大竹市を合わ

せた数ではとても足りない大きさです。県内の市町でいえば，福山市が大体 50 万人ですか

ら，福山市ぐらいが広島県からなくなってしまう。それぐらいの大きな変化になっていく

わけであります。それがほんのこれから 20 年ぐらいの間に起きていくということです。 

ここにご覧いただいておりますのは平成 22 年，284 万人ですから，ピークより減ってい

ますけれども，ちょっとだけしか減っていないのです。ところが，もう 20 年すると，今の

ような 50 万人近い人口が減っていくということで，非常に大きな人口減少がこれから急速

に進んでいくということが言えます。 

他方で，高齢化というのが非常に進んでいく。これもよくお聞きになっていらっしゃる

とおりでありまして，高齢者の人口が全体の３割に近くなる。３割を超えるというところ

にこれからなっていくということであります。 

もう一つはグローバル化ということでありますけれども，これまで日本の明治以降の歴

史というのは，まさに国際社会の中に日本が入っていくということです。そもそも江戸時

代が明治に変わった要因が黒船の来襲で，今さらグローバル化でもないだろうと思われる

かもしれませんけれども，今起きておりますのはこれまでのものとは異なります。これま

ではグローバル化といったときには，実質的にはヨーロッパとアメリカだったわけですけ

れども，今，アジアあるいは中南米といった国々が大変大きく伸びてきておりまして，こ

ういった国々とのおつき合いというのがますます不可避になっている。これまでは，特に

アジアの国々については，日本から見るとパートナーとは言っても随分差があったわけで

すけれども，これからは日本が欧米の国と肩を並べるようになったように，アジアの国々

も日本と肩を並べるようになる。そういう中で我々はどういうふうに生きていくかという

ことが非常に重要になってきます。 

次に人口の減少について言いますと，先ほどのグラフにもありますけれども，生産年齢

人口，いわゆる働くことができる年齢，あるいはその主体となっている年齢層の人口とい

うのは，ピークから 30％減っていくわけです。これは何を意味するかといいますと，お財

布を持っているお父さん，お母さんの数が３割減るということなのです。これは，下手を

すると３割経済力を失ってしまうということなのです。他方で，例えば廿日市市吉和であ

るとか，あるいは県内その他にも過疎地域がありますけれども，こういった地域で学校を

維持したり，あるいはお医者様を維持したり，そういったことはこれからもやっていかな

ければいけない。人口が２割とか，あるいはお財布が３割減るから，道路も３割減らしま

しょうというわけにはいきませんので，これをどうやって維持していくかということが，

お財布が縮む中で考えなければいけない非常に重大な課題になっている。 

これをなんとかするために，これまでと同じ取組をやっていたのでは，とてもではない

けれども立ち行かないというのが現状です。というのは，これまでずっと日本の社会は，
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有史以来と言っていいぐらい，基本的に人口は増えていた。つまり，右肩上がりであった。

右肩下がりの時代というのは，これまで経験をしたことがないので，まさにこれからの右

肩下がりの時代に，新しいこと，失敗を恐れず新しい改革に取り組んでいく。つまり，挑

戦をするということが必要になってきているわけであります。 

挑戦というのは，簡単なことに取り組むことは挑戦とは言いませんよね。挑戦というの

は，やはり難しいこと，難しいけれども，やると，とても充実感があったり，大きな成果

が生まれたりすることです。難しいけれども，そういった大きな成果が得られるかもしれ

ないこと，あるいは，これまでにやったことのないようなこと，そういったことに取り組

んでいかなければ立ち行かなくなってしまう。また，そういう時代であると考えるべきだ

と思っております。 

そのために，実は広島県として今，取り組もうとしている挑戦を四つの分野に分けて考

えています。一つは「人づくり」，一つは「新たな経済成長」，そして，「豊かな地域づくり」

と「安心な暮らしづくり」，こういった四つの分野に分けています。 

「人づくり」というのは，あらゆる活動の力の源泉だと考えています。そういう意味で

この人づくりというのはとても大事です。広島県は，日本全体もそうですけれども，資源

を持っていないのです。資源はありません。オーストラリアに行くと，石炭がいっぱい掘

れたり，あるいは銅がいっぱいとれたり，アメリカも大変たくさんの石油を持っています

し，最近はシェールガスという天然ガスもたくさんとれるようになってきています。中国

もレアアースとかいって，最近日本も苦しみましたけれども，いろいろな資源がとれる国

です。日本ほど資源のない国はないのです。でも，日本は人がいる。この人こそが日本が

持つ最大の資源であり，また，広島県が持つ最大の資源であります。この人づくりという

のが，そういう意味でとても大事であると考えています。 

それから，「豊かな地域づくり」，あるいは「安心な暮らしづくり」。例えば「安心な暮ら

しづくり」というと，医療であるとか，あるいは警察であるとか，そういったものですし，

「豊かな地域づくり」というのは，今回の清盛などもそうですけれども，我々が誇りに思

えるいろいろな活動が活発に行われている地域，あるいは文化であるとか，そういったも

のを守っていく。そういうことですけれども，こういった「安心な暮らし」とか「豊かな

地域」，これを守っていくというのが我々の大きな責務であると思っていますけれども，そ

れを支えるためには，やはりお財布がいる。例えば学校も，子どもたちは昔と比べますと

半分くらいしかいないわけです。そういう意味では，学校は半分以下になってもおかしく

ないのですけれども，それだと，地域との結びつきというものが失われてしまう。そういっ

たこともあって，学校を維持したり，あるいは，地域においてもしっかりとした医療を受

けられなければいけない。そういったものを支えるためには，やはり一定のそれを支える

ための例えば税金の投入であるとか，そういったことが必要になってきますけれども，そ

ういう下支えをするための経済力というものをつくっていく必要がある。 
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また，そういった活動が雇用を生むわけですから，雇用を通じて，地域に人が定着する

ことになってきます。仕事がないと，みんな東京に出ていってしまうわけです。やはり広

島に魅力のある仕事をつくって，若い人が広島に定着するということを進めていかなけれ

ばいけないと考えています。 

そのために，足元から，今どういったことに取り組んでいるかといいますと，将来とし

ては，例えば「人づくり」で，これからの本県を内外から支える人材を育成する。また，

就業機会を創出して，すべての県民が輝く環境を整備して，人が集まり，育ち，生き生き

と活躍していく。こういった将来の像を描いています。そのために，例えば留学生の受入

だとか，あるいは広島県にその留学生に定着してもらう。あるいは中堅企業の産業人材を

もっと底上げしていく。イノベーション人材の育成と言っていますけれども，こういった

ことであるとか，あるいは，若者が，先ほど申し上げたようなグローバル化に対応してい

くために，すべての県立学校で海外の高校と姉妹提携をして，また，交換留学などもして，

若いときからこのグローバル化の経験を積んでいくといったような事業を進めておりま

す。 

特に，留学生の受入というのは，今，足下が就職難で，若い人がみんな苦しんでいると

きに，何で外国人を広島県に定着させるようなことをやるんだというようなお話もあるわ

けですけれども，これから我々広島県，あるいは日本がやらなければいけないのは，海外

の例えば中国とかインドネシアと同じように安い賃金で競争するということではないわけ

です。これから新しい知恵をつくっていく。新しい知恵で我々はこれらの新興国と競争し

ていかなければいけないわけです。広島に来るようなこういった留学生というのは，そう

いった力を持っている人たちがたくさん来ているので，そういった人たちの知恵をうまく

活用していく。こういう留学生１人が広島県で活躍してくれると，きっと５人とか 10 人と

か何人も雇用を生んでくれるような仕事をしてくれるようになります。そういう意味で長

期的にこういった優秀な海外の人たちを受け入れていくということが非常に重要になって

いくと思っております。 

それから，「新たな経済成長」という意味では，一つは新たな産業クラスター，これはご

存じのとおり，広島県は自動車産業というのが非常に大きな割合を占めております。あと

は造船であるとか，鉄鋼であるとか，あるいは化学，こういった産業が非常に大きなウエー

トを占めています。こういった基幹産業は日本の基幹産業でもあるわけですけれども，こ

ういった産業に頑張っていただきながら，新しい産業も興していかなければいけない。今，

我々が取り組もうとしておりますのは，医療機器，これからどんどん医療機器に対する需

要が増えてきます。この医療機器であるとか，あるいは世界的に需要が伸びている環境を

守るための機器，例えば水，あるいは下水の処理，そういったものを行う。あるいは大気

の汚染を防止するような装置，こういったものを世界の市場に向けて販売していく。そう

いった産業を進めようとしております。 
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また，昨年ファンドといっていろいろ話題になりましたけれども「ひろしまイノベーショ

ン推進機構」，これは 100 億円のお金を用意して，105 億円，今集まっておりますけれども，

105 億円を使って大きく伸びていく中小企業，あるいは中堅企業，ここを資金面，経営面

で後押しをしていこうといった仕組みであります。こういったこれまで行政ではやったこ

とのないような，取り組んだことのないようなやり方で新しい経済成長を実現していくと

いうことを進めています。 

それから「安心な暮らしづくり」。これは将来像として，様々な主体が連携をして，社会

全体で医療や福祉，あるいは子育てといった生活に直結した取組について進めていく。そ

して，すべての県民が安心して暮らし，幸せを実感できる。そういったところを実現して

いこうと考えています。そういう意味では，特に医療であるとか，子育てといった面で力

を入れておりまして，がん対策，そのための高精度放射線治療センターを進めております

し，また，地域における医療を確保するために，地域へのお医者様の配置を行うような地

域保健医療推進機構というのをつくったり，あるいは県内どこでもすぐに救急にかけつけ

ることができるドクターヘリを導入したり，といったことを進めています。そして子育て

支援，これも力を入れてやっているところであります。 

それから「豊かな地域づくり」。これも県民みんなが誇りを持てるような，個性ある豊か

な地域，これを目指していくということで，例えば「瀬戸内 海の道構想」というのを進め

ております。この広島，そして，中四国地域の宝である瀬戸内海を活用して観光につなげ

ていく，あるいは地域の活性化につなげていくといったことを進めたり，あるいは中山間

地域の観光メニュー，中山間地域というのは，簡単に言いますと田舎ということですけれ

ども，田舎の地域の観光を強化していくといったようなことを進めています。 

最後ですけれども，これからその新しい広島県をつくる。そのためには，広島県が持っ

ている強みというものを生かしていく必要があると考えています。何か新しい取組をする

ときに，全く新しいことから始めるのではなくて，我々が持っている強み，例えば観光で

いえば，広島県の瀬戸内海，あるいは宮島といったようなものは大変大きな強みでありま

す。そういった強みを生かして，これまでどおりのことをやるのではなくて，やはり新た

な挑戦を行っていく。難しいことを目指していく。あるいは，これまでやったことのない

やり方で取り組んでいく。そういったことをやっていくということであります。 

そして，それをやるのは，広島県庁も一生懸命やりますし，大竹市あるいは廿日市市も

一生懸命やるわけですけれども，例えば経済活動にしても，あるいは医療にしても，実際

にその経済や医療を変えていくことができるのは，その医療サービスに従事している方で

あったり，あるいは経済であれば企業，あるいは商売をやっている方々，そういった皆さ

んであります。そういった本当の経済活動や医療，すべての分野そうですけれども，それ

ぞれ活動されている県民の皆様が本当に変えていく力を持っている。そういった方々が新

たな挑戦に取り組んでいくということが本当に広島県の変化を生み出していくということ
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であります。県や市はそれを後押ししていくという形で，あるいは旗を振って，みんなで

こっちに行こうよという形で進めていきたいと思っております。 

そういう意味では，皆様お一人おひとりの行動，あるいはお力が本当に重要になってい

ると感じております。是非，皆様もこの広島県を変えていく原動力になっていただければ

と思っておりますので，よろしくお願いいたします。どうも御清聴ありがとうございまし

た。 

 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。皆様とともに地域の強みを生かして挑戦を続けた

いと思います。 

さて，湯﨑知事への質問などの意見交換は，次の事例発表が終了した後に併せて行いた

いと思います。どうかたくさんの御質問，御意見を後ほどよろしくお願いいたします。 

 

 

事例発表 
 

（司 会） 

それでは，これから事例発表に移りたいと思います。湯﨑知事にはこの事例発表のコー

ディネーターを務めていただきます。湯﨑知事，どうかよろしくお願いいたします。 

 

（知 事） 

それでは早速事例発表のほうに移りたいと思います。本日，事例発表していただく３名

の方，それぞれの地域，廿日市市，大竹市で積極的に活動して挑戦をしていただいている

方々です。 

まずはじめですけれども，大竹市の松川公三さんでいらっしゃいます。松川さんは，大

竹市三ツ石地区の「三ツ石シニアクラブ」の会長として，高齢者サロンあるいは筋トレ教

室の開催など，高齢者の交流の場づくりを進められるとともに，コミュニティー誌の発行

も手がけていらっしゃいます。また，「乗合いタクシー」の導入といった地域交通対策にも

取り組んでいらっしゃって，先ほどの四つの分野でいいますと，「安心な暮らしづくり」に

挑戦をいただいております。 

今日の発表のテーマは，「三ツ石地区のまちづくり」です。それでは，松川さん，どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（松川）） 

ただいま御紹介をいただきました大竹市三ツ石町から参りました松川と申します。どう
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ぞよろしくお願いいたします。 

本日は，知事さんが広島県を日本一の県庁にしていくと日夜御奮闘なさっておられます。

その席上で大竹市企画財政課の三原さんの全面的な御支援を得て，皆さんの前で私の挑戦

を発表させていただきますことを光栄に存ずる次第であります。 

では，よろしくお願いいたします。 

ここにありますように，大竹市は岩国市と廿日市市の真ん中にありまして，人口が約３

万人，広島県の人口の 100 分の１。私が住んでいるまちは三ツ石町というところで，人口

が約 400 人，大竹市の人口の 100 分の１の小さなまちであります。小高い標高 41m，海か

ら１㎞ぐらいにあるまちです。 

私どものまちは，左上にありますように非常に高齢化が進んでおります。全国が上，真

ん中が大竹市，それから三ツ石町。最近では高齢化率が 44％いっております。人口は 30

年で 600 人から 400 人。今はもう 400 人を切っておりまして，200 人減っております。人

口が減少し，高齢化の進展，余命年数が高くなっている。こういう状況であります。 

この地域でどうやって安心して人生を全うしていくかということをかねがね考えており

ました。そこで，自分たちのまちは自分たちで守ろう。自分でできることは自分で，地域

でできることは地域でやろう。それでもできないものは行政にお願いして，行政と一緒に

取り組んでいこうということであります。 

そこで，何が私たちのまちに問題があるか，足りないか。私たちのまちは坂道のまちで，

高齢者は自転車での往来が非常に難しい。そのためにはしっかり高齢者が歩ける体制。 

次に，人口の減少，若者の減少，高齢化の増加，単身世帯が非常に増えてくる。この地

域の自立を目指してどうやっていくかということが大切であります。 

特に通勤，通学，買い物，外出，高齢者の外出は容易でない。地域に移動手段がない。

これをどうするかという問題であります。 

そこで，四つの挑戦をやっております。一つは，高齢者の筋肉トレーニング，介護予防

です。二つ目は，市の全面的な協力を得て，乗合いタクシー，移動手段の確保。高齢者の

ふれあいの場。そして，情報を共有するタウン誌の発行であります。 

どういうことをやっているか。その１ですが，高齢者の筋肉トレーニング教室，自立し

た生活，介護予防であります。平成 17 年９月に，市の全面的タイアップで発足しまして，

内容は転倒予防，寝たきり防止，介護予防のための体操を月２回。これは自前のリーダー

で，私たちの地域の有志の方でやっています。現在まで 145 回。ここには 144 回になって

おりますが，延べ 4,400 人を数える人が参加してくださっております。効果は，皆の姿勢

がよくなり，あいさつも交わし，明るい顔で，服装も明るくなって，まちが非常に明るく

なったということが特徴かと思います。 

その二つ目は，三ツ石町に乗合いタクシーの実現。これも大竹市の全面的な協力によっ

て，本当に涙が出るほど御支援をいただきました。この協力によりまして発足したわけで
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すが，準備から１年９ヵ月かかりまして，ワーキング委員会，プロジェクト全体会議等を

開いて，21 年 10 月から運行開始しております。この中で一番苦労したのは，地域でこの

担当する委員になっていただく人を発掘するのに非常に苦労しました。 

内容はここに書いているとおりです。時間がないので，あまりくどくど説明しませんが，

三ツ石から市役所，ゆめタウンを往復，週３便，このような安い料金で，月 170～190 名の

人が御利用いただいております。ここのグラフにありますように，出発からずっと右肩上

がりに乗客は増えております。この特徴は，戸口から戸口までタクシーが来てくれる。高

齢者の重たい荷物を支えてくれる。こういうことが特徴で，「使いやすいみんなの交通手段」

として大変喜ばれております。 

三つ目は，高齢者のふれあいの場「ホタル会」，憩いの場をつくって地域のつながりを深

めております。平成 21 年に社協の呼びかけでスタートして，このような内容で高齢者のふ

れあいの場として，血液サラサラ体操とか，ゲームとか，やさしい筋トレ，茶話会，コー

ラスなどをやっております。こういうような形で，91 歳から 65 歳の多くの人が毎月参加

して楽しんでいただいております。 

四つ目の挑戦は，これが一番苦労しているところですが，タウン誌の発行であります。

これは，地域の情報を共有して，地域で何が起こって，どういう人々が何をやっているか。

こういうことの情報を共有することが一番大切で，取り組んでおります。 

17 年 10 月に創刊しまして，全世帯 176 戸にＡ4 版の手づくり，私がつくっているのです

が，これを全戸，皆さんの協力を得て配布しております。このことによって地域の動きが

よく分かり，地域の行事に参加くださっております。地域のことを中心に書いております

と，身近な情報を共有することができるから，日ごろの話し合いも，行事への参加も多く，

成果を上げていると思います。 

以上のような挑戦でありまして，これには理事会の方々，市の方々，地域の方々が参加

して取り組んでいただいて，本当に感謝しておりますが，今後の課題としては，男性の方

のこういう行事の参加がだんだん減ってくる，少ない。女性は積極的に参加してくださる。

二つ目は，後継者の発掘です。後継者が非常に少ない。これをどうやっていくか。男性の

参加が少ないということは，上に書いているのが当たっているかどうか分かりませんが，

あのような問題もあるのではないかと思いますが，皆さんのいい知恵があったら教えてい

ただきたいと思います。 

私どもは，今後とも地域の皆さんと一緒に住みよい安心した高齢者のまちづくりに努力

していきたいと思います。皆さん，御清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

松川さん，ありがとうございました。松川さんのお話は，まず，高齢化が進むというの

は本当にどこの地域でも重い課題なのですけれども，その中でもまさに高齢者御自身が中
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心になって，自分たちができることは自分たちがやるんだ，どうしてもできない部分で，

行政ができることを手伝ってほしいという形で進めておられる。やっぱり自分たちでやら

れると，自分ごとになって，とても活性化していくというのが，私も県内各地を回って感

じていることであります。これは高齢者の活動だけではなくて，あらゆる活動がそうなの

ですけれども，これもまさにその典型で，松川さんがリーダーとなってそれを進めておら

れるので，きっとこの三ツ石地区もこれだけの活動につながっているのだと思います。四

つも取り組んでおられて，しかも，筋トレをやると歩けるようになりましたという結果か

と思ったら，まちが明るくなりましたという，これは本当にすばらしい結果だと思います。

こういった取組が県内各地で増えるのを私も大変嬉しく思っております。松川さんにもう

一度大きな拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。 

 

続きまして，廿日市市の岡村秀豊さんです。岡村さんは，四季が丘地区自主防災連絡協

議会の議長として，防災マップなどの作成によって地域住民の防災意識の向上に努められ

ていらっしゃいます。また，防災訓練の企画，実施によって，自主防災活動を推進されて

おりまして，「安心な暮らしづくり」，また，こういった防災活動に関する「人づくり」に

挑戦をいただいております。 

今日の発表のテーマは，「四季が丘地区自主防災連絡協議会 私たちの町は私たちで」で

す。それでは，岡村さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（岡村）） 

ただいま御紹介にあずかりました廿日市市の四季が丘地区自主防災連絡協議会の岡村で

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは，活動状況報告をさせていただきます。テーマは，「私たちの町は私たちで」で

す。 

まず，団地の紹介をさせていただきますと，航空写真にあります山に囲まれた，赤線で

囲まれたところが四季が丘の団地です。規模としましては，11 町内あって，約 2000 所帯，

7000 人弱の方が居住されております。環境的には比較的安全なまちです。 

この自主防災連絡協議会の位置付けですけれども，コミュニティーの中の夏祭りとか敬

老会と同じような位置付けで，特別委員会として位置付けされております。 

自主防災活動の歩みですけれども，四季が丘地区の自主防災活動は，平成 16 年５月に立

ち上がりました。四季が丘地区自主防災連絡協議会，以後，協議会と略させていただきま

すけれども，中心となって，町内の自主防災活動をサポートして，その活動は現在で約７

年半が経過しております。 

歩みの概略を説明しますと，平成 16 年５月に協議会が発足。第１回目の会議では，「災

害とはなにか」というところからのスタートをしました。 
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17 年度では，防災のエキスパートである東亜大学の中田先生にオブザーバーとして参加

していただいて，いろいろ助言を受けてやっております。このときから普通救命講習の実

施を開始しまして，いま現在では約 700 名弱，20 歳以上の住民の約 15％に達しております。 

18 年度には，四季が丘の防災マップ初版をすべて自力でつくり上げて，全戸配布をいた

しました。そして，この年度から各町内，町内ごとが基本的な単位になっております。こ

の各町内で，まず１町内が防災訓練を実施して，１年半かけてすべての町内が防災訓練を

行いました。 

19 年度には，廿日市市の防災行政無線が整備されて活用しております。また地域防災講

演会等も開催しております。 

マップも自力でつくり上げて，エクセルでつくっておりますから，それは自分たちで改

訂しながら，また新しくなったら配布するという形をとっています。 

20 年度，約３年前なのですけれども，防災訓練の集大成として，第１回目の四季が丘総

合防災訓練，これは各関連機関の協力を得て，約 1000 名の方が参加して実施しました。 

このように継続している防災訓練の延べ参加者は現在で約 3000 名に至っております。 

21 年度には，トランシーバーを導入して役立てるようにしております。 

22 年度には，〈消防関係功労者〉自主防災組織の部ということで知事表彰をいただきま

した。あと，防災ハンドブックを配布したり，第２回目の地域防災講演会，これを東亜大

学及び東大地震研究所の先生を招いて開催しております。 

これが第２回の地域防災講演会のパンフレットです。こういうチラシをつくって，全戸

に配布して，市役所を通じて近隣の地域の方にも参加していただくというふうにしました。

下のほうの，東京大学の地震研究所の大木聖子先生に「地球との対話と社会との対話」と

いうことで特別講演をしていただいて，非常に好評でした。大木聖子先生も，中田先生も，

マスコミ，テレビ等でよく出ておられて有名な方です。 

今までの中で補足説明をしますと，協議会のメンバーはコミュニティーの役員，それか

ら町内会長，各町内会から選ばれた２名ずつの自主防災委員が主となって構成されており

ます。 

活動の原点ですけれども，平成 16 年度の第１回目の自主防災連絡協議会の会議では，「災

害とはなにか」というところからスタートしたのですが，２回目の会議のときに，廿日市

市の担当者を交えて，市の防災の取組状況を聞きました。そのときに，自分たちの地域は

自分たちで守るという考え方がいかに大切かを実感して，まずは，行政に頼らない。一か

ら手づくりでやろう。四季が丘地区の自主防災をなしえようと考えて，それが今まで活動

してきた原点になっております。 

このようにして四季が丘の自主防災活動はスタートしましたけれども，まずはじめに，

平成 16 年から 20 年までの４年間にわたる自主防災工程表というものをつくりました。こ

れに基づいて着実に成果を積み上げていくということを目標にしました。工程表はその都
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度，その都度修正しながら，できていないところはフォローアップして，工程の見直しを

図ってやっております。 

そして，その成果を確認しながら，総合防災訓練を，一年間かけて工程表をつくって，

実現するために会議を重ねてまいりました。21 年度，22 年度は１年ごと，23 年度・24 年

度は２年間の計画書・工程を作成して活動していくということにしております。 

先ほど御紹介しましたけれども，中田先生も地域の自主防災に関心を持っておられて，

一緒にタイアップしてやっていこうということで，意見を重ねて協議会を進めてきて，先

生は日本集団災害医学会に取組を発表されております。 

ワーキンググループ，様々な現実な課題がありますけれども，それはワーキンググルー

プに分けて課題を検討するということで，みんなが参加していこうというスタイルでやっ

ております。 

普通救命講習ですけれども，この講習会を積極的に取り入れて，当地区は普及させてい

ます。これは，住民の自主防災活動への参加の動機付けにつながると考えて，非常に重要

視をしております。それと，いざとなったときに，災害時のみならず，日常に発生する身

近な人命救助，指をくわえて待っているのではなくて，自分が自ら一歩を踏み出してやる

ということが役立つときがくると考えて，取り組んでおります。 

これは講習会の状況写真です。 

先ほどマップの話をしましたけれども，このマップはすべてオリジナルです。協議会で

内容検討して，編集，校正して，原版をつくり上げました。併せて，活動規定というもの

をつくりました。これは，活動方針，組織，役割等を明確にしたものです。 

防災訓練と各関連機関との連携ですけれども，特に各町内の訓練は廿日市市消防署の協

力を得て，煙体験・消火訓練・救命訓練を併せて実施しております。 

これはある町内の防災訓練の状況写真です。近くの公園に避難してきて，そこで消防署

指導による訓練をしているところです。 

先ほど申しました第１回の四季が丘防災訓練というのは，各関連機関，廿日市市役所，

消防本部，警察署，ＪＡ広島総合病院，ＦＭはつかいち及び報道各社の協力を得て総合的

に実施したものです。 

これは，そのときの状況写真です。 

これもそのときの状況写真ですけれども，ブルーのシートと赤のシートがありますけれ

ども，これはトリアージをして，患者役の方がおられて，今，救急隊がかけつけたところ

です。この後，ＪＡ広島総合病院のＤＭＡＴ（ディーマット），大規模災害のときに派遣さ

れる医療チームですが，ディーマットが来て処置をするというストーリーの訓練をしてい

るところです。 

他地域との関わりと広報活動ということで，要請があればその説明や資料の提供を実施

しております。 
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対外活動も積極的に取り組んでやっております。その写真ですけれども，左側は呉市か

ら来られて，四季が丘の取組を説明している状況です。右側は，県主催の防災フォーラム

のときの写真でございます。 

それと，第１回防災・社会貢献ディベート大会というのが全国を対象にしてありました。

19 チームが参加して，社会人は四季が丘だけだったのですけれども，あとは大学生と高校

生のチームで，お情けで３位をいただいた写真です。 

このように取り組んできましたけれども，様々な課題があります。まず，今後もすべて

の各町内が防災訓練を継続・実施することが大切です。それから，各町内での連絡網，マッ

プ，自主防災組織等を充実させることが必要不可欠です。こうした防災訓練を実施するこ

とで自主防災活動は飛躍的かつ確実に前進します。同時に，いかにして継続・実施をなす

かが，これが今，大きな課題で，当地区もその壁にぶつかってどうしようかと，取り組ん

でいる状況です。 

問題点は，２年ごとに町内の役員，防災委員が交代する。引継ぎがうまくなされない。

ですから，交代時から仕切り直し。ここで，責任のある引継ぎの重要性が問われます。ま

た，リーダーシップの重要性も問われてきます。 

四季が丘の自主防災活動は，各町内がそれぞれ責任をもって取り組み，実施するという

基本理念の認識が重要であります。 

今後の取組としましては，自主防災に対する意識の高揚活動の継続ということで，防災

会議の開催と啓発活動，それから講演会等を実施します。自主防災活動を通じて，住民の

コミュニケーションと地域の和を広げます。 

学校，ＰＴＡ，寿会等の連携活動を推進して，総合力を強化します。 

ちょっと余談になりますけれども，訓練する必要性というのは，例えば伝達訓練という

のをやります。ＡＢＣＤＥで５人一組になって伝達をやりますと，ＡＢＣの答えがＡダッ

シュ，Ｂダッシュ，Ｃダッシュと三つとも違うことがあります。これはやってみないと分

からないです。事例としまして，前に台風があったときに，私は広島市内で働いていたの

ですけれども，家におばあちゃんが１人しかいませんでした。おばあちゃんから電話がか

かってきて，今すぐ公民館に避難してくださいという連絡網がきたということで，外はど

うなのと聞いたら，暴風で出れるような状態ではないと。もう一度確認しなさいと言った

ら，もう一度同じような答えが返ってきました。これはどういうことかというと，最初は

公民館に避難所が開設されましたという話が，人や媒体を介することによって，今すぐ避

難してくださいというふうに情報が変わっていくわけです。こういう非常時とか災害時に

はいかにして正確な情報がとれるか，これが重要なことだと思います。こういうことは訓

練をして身に付けていくと，おのずとわるさ加減というのが分かってきて，改善ができて

きます。 

終わりに，自主防災活動が広がり，人脈が形成されることによってコミュニティーの和
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が広がり，住民同士のつながりや，夏祭りなどのコミュニティー活動にも相互の連携が見

られるようになって，自主防災活動は団地の活性化にも役立っていると思われます。 

「自分たちの地域は自分たちで守る」をモットーに，住民の力を集約して，災害に強い

四季が丘をつくり上げることを目指して，今後も四季が丘自主防災連絡協議会の活動を進

めていきたいと考えております。以上です。御清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

岡村さん，どうもありがとうございました。皆さんも御承知の方が多いと思いますけれ

ども，昨年の東日本大震災におきまして，地域によって，特に人命の被害状況というのが

大きく変わっていました。地区の中で１人も犠牲者を出さないといったところもあって，

そういったところは日ごろからの防災組織の充実と，訓練が行き渡っていたということで

あります。そういう意味で，この四季が丘の取組というのは非常に重要な取組だと思いま

す。もちろん防災上という意味が非常に重要なのですけれども，それ以外でも，先ほどの

松川さんと同じだったのですけれども，地域のことは地域でやる。自分たちでやる。行政

に頼らずに，自分たちの手でつくっていくということが，結果として，訓練の写真もご覧

いただいてお分かりになったと思うのですけれども，すごくたくさんの方が参加をされて，

しかも，非常にレベルの高いことをやっておられる。大学の講師の方々もやってきたり，

あるいはＤＭＡＴとも連携してやられたのだと思いますけれども，そういった地域の病院

との具体的な連携等が図られているというのは，これはなかなかないレベルだと思います。

そういう意味で，自分ごととして取り組まれていることが本当に大きな力になっていく。

私がビジョンの中でも申し上げましたけれども，本当に県民の皆さん一人ひとりが変えて

いるというのを実感できる事例であると思いました。改めまして，岡村さんに大きな拍手

をお願いしたいと思います。ありがとうございました。 

ちなみに，最後は団地の活性化にもつながっているということで，本当にすばらしいと

思いました。 

 

それでは，最後の事例発表ですけれども，廿日市市の野村直さんにお願いいたします。

野村さんは，宮島でおひさまパン工房を経営されていらっしゃいます。瀬戸内の食材と石

釜を使ってつくったこだわりのパンを提供されることによって，地域住民とのふれあいと，

高齢者が安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいらっしゃいます。そういう意味で，

「安心な暮らしづくり」に挑戦をいただいているところであります。 

発表のテーマは，「パンを通じた絆づくり」であります。それでは，野村さん，よろしく

お願いいたします。 

 

（事例発表者（野村）） 
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あけましておめでとうございます。ただいま御紹介にあずかりました宮島でおひさまパ

ン工房というパン屋をしております野村直と申します。よろしくお願いいたします。 

昨日新年会で，カラオケを歌い過ぎて声があまり出ません。お聞き苦しいところもあり

ますが，聞いてください。 

今日の発表のテーマは「パンを通じた絆づくり」です。実は，僕は宮島の人間でも何で

もなくて，つい最近までは廿日市市の大東，すぐそこですけれども，そこで暮らしていま

して，もともとは五日市の出身です。その僕がなぜ宮島でパン屋をやることになったかと

いう話を今日はさせていただこうと思います。 

まず，私がパンを焼いている「おひさまパン工房」なのですけれども，場所が，桟橋か

ら５分ほど歩くと，皆さんは商店街を通って厳島神社のほうへ向かわれると思うのですけ

れども，その途中に大きな杓子があります。そこを弥山という宮島の山があるのですけれ

ども，そこに向かって一本，まず町家通りというのがあります。そこをまた越えていただ

いて，さらに奧の黄緑というか，黄色っぽい通りがあるのですけれども，そこの一角にお

ひさまパン工房というのを構えております。角から見える風景なのですけれども，ここに

パン屋があるとは誰にも思われなくて，結構通り過ぎてしまって，お客様にお叱りをちょ

うだいすることもあります。こういった場所にございます。 

これが表玄関です。これもパン屋らしくないので，一言説明すると，宮島というところ

は世界文化遺産等いろいろ登録されている場所なので，現状変更という部分で，法律です

ごく厳しく管理されていて，例えばここは白い壁なのですけれども，この白い壁をパン屋

さんらしくもっと目立つように赤とか緑とか，そういうのを強調したくても，まず廿日市

市の許可を取って，その次に広島県の許可を取って，その次に国の文化庁の許可を取って

と，とてもパン屋が開けないようなお話になったものですから，何も変えずにこのまま進

めさせていただきました。皆さん，覚えておいてください。本当に通り過ぎる方が多いで

す。 

これは店内の様子です。メロンパンとか，廿日市市は木のまちということで，もともと

石釜を使って何かをしたいというイメージがありまして，石釜と，その隣はかまどです。

後で詳しく説明しますけれども，こういったしゃもじの端材をたくさんいただいています。

これを燃やすと真っ赤っかな炭ができて，それをただ捨てるともったいないし，そもそも

捨てられないので，それをかまどに移してお湯を沸かして，せいろで蒸しパンを蒸したり，

あるいはベーグルというパンがあるのですけれども，それは一回湯がく工程がありますの

で，それを湯がいたりして，むだなく使っております。 

右のランプのほうだと，消えずの火という，皆さんはご存じかどうか，宮島には 1200

年間燃え続けているすごく御利益のある火がございまして，そういった火も採火させてい

ただいて，毎朝それで木に火をつけてパンを焼いております。 

詳しく説明しますと，左端の木の山は，しゃもじ屋さんからいただいている木です。しゃ
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もじ屋さんはこういった木がたくさん出て，これを捨てに行くとかなりの額のお金をとら

れるんです。僕も最初，宮島でパン屋をするときにこの燃料をどうしようかと悩んでいた

ら，高校の先輩が一声しゃもじ屋さんに声をかけてくださって，あの方たちも困っていて，

おまえも困っていて，両方実は得する関係をつくってくださって，今，いただいています。

それを右端の石釜でまず燃やします。先ほど説明したように，これはベーグルを湯がいて

いる写真なのですけれども，あそこで燃えているのが一遍炭になった，真っ赤っかな炭に

なった状態のものです。最後にどうしても灰ができるのですけれども，灰は，実は店頭で

お配りしています。皆さんも御経験あると思うのですけれども，山菜とかあく抜きのため

に灰が重宝されていまして，宮島には裏のほうに大砂利というところがあって，山菜がす

ごく採れるところがあります。春には，皆さん持って帰ってくださって，灰があるような

状態ではありません。あるいは，火鉢を新調するとか，そのときにはどうしても最初の灰

がいるとか，あと畑，家庭菜園をしていらっしゃる方はたくさん持って帰ってくださって

います。この廿日市市近辺だと，勝手に物を燃やしてもいけないでしょうし，そもそも燃

やす材料になるものが，例えば印刷物であったり，燃やして異臭のするものとか，そういっ

たものはなかなか口に入るような山菜のあく抜きとかに使いたくないですよね。そういっ

たことで自由に配っていますので，もしそういった御趣味とか，必要なときがありました

ら，是非おひさまパン工房のほうへいらっしゃってください。 

そもそもパンづくりなのですけれども，一つはそういった宮島らしい製法で意識してつ

くっているのと，せっかくだから，それを駆使して何か一つつくれないかなということで，

消えずの火をいただいた大聖院さんに御協力いただいて，こういったラスクを，消えずの

恋の火というのをつくっています。これも先ほど言った石釜で，消えずの火で焼いたパン

を使って，さらに，そもそもこの石釜というのも，僕がこういった思いでパン屋をしたい

と言ったら，石も譲ってくださって，何から何まで宮島づくしのものなのですけれども，

こういったものを最近つくらせていただくようになりました。これは弥山の消えずの霊火

堂とか大聖院さんで売っています。 

それから，宮島らしい製法と並んで，もう一つは「地産地製」というのを意識してパン

づくりをしております。広島の白地図なのですけれども，黄緑色が宮島で，赤色が廿日市

です。南北には山の幸がいろいろあって，東西には海が広がっていて，島の特産品とかた

くさんあるところです。広島はパン屋さんにとってとても食材的にありがたい地域です。

その特徴を生かして，例えば左上のメロンパンなのですけれども，大鳥居の文様をあしらっ

て宮島らしくしているのと，もう一つは，広島県はレモンの生産日本一ということで，メ

ロン皮のほうにレモンをちょっとすりおろして風味づけに使っています。 

それから，廿日市ではハチミツを生産されていらっしゃる方がいらっしゃって，左のパ

ンなのですけれども，いろいろな島のフルーツからパン酵母を採取しまして，それでつくっ

たパンにそのハチミツをたらしてつくっている「ブルーチーズとハチミツのパン」です。
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左下はイチジクのパンですけれども，これはライ麦のパンで，これも実は廿日市市にチチ

ヤスという有名な会社があります。そこはチチヤスヨーグルト，実は日本で一番最初にヨー

グルトを販売した会社で，せっかくそういうのがあるんだったらヨーグルトも使ってみよ

うということで，生地に混ぜて，マイルドなライ麦のパンをつくったりしています。その

ほかにもジャムだと大崎上島でふれあい工房さんというところとご縁ができて，木の上で

完全に完熟させた果実だけを使ったジャムをつくられていて，そういったジャムを取引で

使わせてもらったり，上蒲刈島では藻塩が有名ですので，その藻塩を使った島パンとか，

あるいは広島のもち米を使ったパンとか，そういったものをつくっています。要は地産地

製をしっかり意識したパンづくりをしております。 

そういったことをしていると，例えば今，企画しているのですけれども，通信販売とか

で，せっかく宮島という地域が瀬戸内海の一つの有名な島でもありますので，それを生か

した島づくしのセットをつくってみたらどうかというので，こういったものを企画してお

ります。ちなみに，ジャムスプーンというのは，宮島の職人さんが宮島細工の手法を使っ

てつくっておられます。 

私のプロフィールなのですけれども，先ほど申し上げましたように僕は五日市の生まれ

です。それから小中学校を五日市で過ごしまして，近くの廿日市高校，京都の大学に行き

まして，今，パンづくりをするようになって 2010 年から宮島のほうに家族３人で暮らし

ております。 

そもそも「絆づくりとは」ですが，去年の漢字として「絆」というのが挙げられました

けれども，僕のいう絆というのは，お店の応援団になってもらえるお客様を増やす活動の

ことを意味しております。具体的に言いますと，おひさまパンという，僕のパン屋の名前

になった絵本なのですけれども，このおひさまパンというのが実際にございまして，ここ

が最後のページなのですけれども，いろいろパン屋さんは一生懸命つくっていて，最終的

にまちの人たちが一緒にパンをつくっている。この人のために何もかも捧げたいという気

持ちでパン屋を切り盛りしている。最終的には僕はああいう世界を目指したくて，ここか

らパン屋の名前をいただいたのですけれども，実際，その話を，作者のエリサ・クレヴェ

ンさんにパン屋の名前をいただけませんかとお願いしたら，快諾いただいて，それでいま

現在この名前を使わせていただいております。 

それから，よくなぜ宮島なのか，人がどんどん減っているのに，そもそも出身でもない

のに，パン屋なんか儲からへんでと，今だもって言われているのですけれども，僕がそも

そも絆づくりをしたいと思ったのは，１対１の関係をもうちょっと強くしたいという思い

がずっとあって，僕は以前東京で働いていたのですけれども，非常に殺伐というか，皆さ

んも御経験があるか，人が多すぎて逆に隣近所は何をしている人ぞというのが非常に寂し

く思いまして，１対１の関係からそれを強くしたら，もっと何かいいことできるんちゃう

かなと思って，それでまず宮島を選びました。宮島という地域も，人がどんどん少ない。
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実はもう過疎地に指定されているというので，ほかの人から見れば，例えばコンビニさん

だと絶対出店しない地域ですけれども，逆に僕は魅力的に思えて出店しました。 

今，言ったとおりなのですけれども，都会だと人の出入りが激しかったりするのですけ

れども，宮島は逆に人がほぼ固定していて，顔が分かるんです。まちですれ違っても，名

前も，住んでいる人も，兄弟，家族も大体みんな分かってしまうのです。あと，町内会と

か，忘年会とか，新年会とかあって，どんどん濃い，濃い関係が築かれていくような地域

です。 

その中で，何でパン屋なのかという話なのですけれども，お年寄りが非常に多い地域で

す。あと，一人暮らしが非常に多い地域で，実は僕は宮島に入って半年ほどずっと歩いて，

何か困っていませんか，何かお役立ちできませんかとお話を聞いて回っていました。その

ときに，結構先ほど出ました買い物とか，交通の便とか，いろいろな声が挙がったのです

けれども，その中で代表的にこの三つの声が挙がって，火のそばに立ちたくないとか，実

際手元，足元があやふやですから立ちたくないですよね。それで，パンだったら軽いし，

一つから買えるし，火なんか使わなくてもいいというので，それでパン屋をやろうと決め

ました。でも，僕はパンをつくったことがないので，東京に４ヵ月ほど勉強しに行って，

そのまま修行もせずに始めて今に至っているのですけれども，なんとかなりますよ。でき

ます。 

パン屋を始めて約１年と９ヵ月ぐらい経ちますが，これまでやってみてよかったなと思

うことは，お客様から非常に感謝される仕事なのです。僕がパンを売って，買ってくださっ

たから「ありがとう」と僕から言うのですけれども，逆にお客さんのほうが「ありがとう

ございます」と言ってくださって，こんな商売があったのかと，ものすごくうれしいので

す。 

２番目の住民の皆さんやお客様の絆にふれさせていただける機会が多いということです

が，例えば「私は一人暮らしなんよ」というおばあちゃんがよく来られるのですけれども，

それなのにメロンパンを５個も 10 個も買って行かれる。おかしいことをするなと思って，

よくよく聞くと，私は健康だから，御近所の歩けない人たちに私が配ってあげていると。

だから，10 個もほしいわけとおっしゃるわけです。あるいは，年末とか，夏休みとか，お

孫さんや息子さんが帰ってこられるときに，３世代で来られて，絶対パン屋さんのパンを

食べさせてあげたかった。だから，連れてきたと。僕は絆づくりをすると言いながら，お

客様のそういう絆にふれさせてもらえる機会が非常に多くて，いい仕事を選ばせていただ

いたなという心境です。 

それから，出会いが多い。今日もそうなのですけれども，皆さんともそうですし，知事

ともそうですし，県庁の方とか，今日も冬なので宮島は観光のオフシーズンですから人は

ほとんど来ないのですけれども，それでもご縁があった例えば廿日市市役所の方，今日も

たくさん，「平清盛館」が会館したので，ついでに寄ってみたとパンを買っていってくださっ
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たり，そういうのも一期一会で，絆というのはおこがましいのですけれども，そういうの

を大切にしてきてよかったなと思っています。 

お店同士の交流があるというのは，宮島は単独でやっているお店が多いのですけれども，

例えば僕の隣近所のギャラリーさんとか，宿屋さんがいっぱいあるのですけれども，そう

いったところと一緒に例えば古本市とかノミの市とかをやって，一緒にお客様をおもてな

ししようという活動をしていまして，そういったことも宮島の魅力の一つではないかと思

います。 

最後に，これからの挑戦なのですけれども，地域産業への貢献，これはまだ使っていな

い地元の特産品があって，吉和だとキノコとか，江田島だとオリーブとか，いろいろなも

のがあるそうなので，そういったものを取り入れたパンをもっとつくっていきたいと思い

ます。 

それから，地域社会の貢献として，職場体験機会とか，まだこれはやったことはないの

ですけれども，企業体験談を提供していきたいと思っております。宮島学園の子とか，一

部の小中学生にはしたことがあるのですけれども，これをもうちょっとシステマチックに

やりたいと思っております。 

それから，もうちょっと交流の場としてパン教室を開催できたらと夢に描いております。 

以上でございます。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

野村さん，どうもありがとうございました。今のお話，まず，写真がとてもきれいです

ね。御自身でお撮りになられたのですか。 

 

（野 村） 

そうです。 

 

（知 事） 

すばらしいセンスですね。 

 

（野 村） 

ありがとうございます。 

 

（知 事） 

僕も写真は趣味なのですけれども，なかなか素人写真ではない感じですばらしいです。 

それは本題ではないのですけれども，今のお話，すごく含蓄があると思いました。何か

らお話ししようかと思うのですけれども，一つは，全然関係ない話なのですけれども，しゃ
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もじでパンを焼くというのはバイオマスエネルギーですよね。再生可能エネルギーを目

いっぱい使っておられるということですばらしい。まさにしゃもじの端材を使うというの

はイノベーションだなと思ったのです。イノベーションというのは，実は広島県の大きな

テーマでもあるのですけれども，イノベーションというととても難しいことのように思わ

れる方が多いのですが，実はこの捨てられていくしゃもじの端材がパンになっていく。そ

れがさらに灰を介して野菜になっていくということは，本当にイノベーションです。捨て

るものが価値を生むものになるということで，こういうことがまさにイノベーションだと

思うのです。こういった身近なイノベーションをどんどんつくっていくということが本当

に地域の活性化であるとか，あるいは経済の活性化ということにつながっていく好例だと

思います。 

メインで私が非常に教訓深いと思ったのが，野村さんが，そもそもパン屋さんをやろう

と思って始められたわけではないですよね。地域のために何ができるかというところから

考えられて始められたのですけれども，地域のために何ができるかといったときに，いろ

いろあれこれ考えたりすることは多いと思うのですけれども，パン屋をやればいいじゃな

いかと，そこまで思うかもしれませんが，実際にパン屋をやってしまう。この最後の一歩

のところですね。この最後の一歩のところを踏み出すことによって，本当に大きなつなが

り，今のイノベーションが起きたのも，その一歩のためですし，そういった地域のお年寄

りが周りのお年寄りにパンを配って差し上げるといった絆が生まれてきたのも，この野村

さんの一歩があってこそだと思うのです。仕事を辞めてパン屋さんをやるというのは相当

に大きな一歩だと思うのですけれども，本当に考えていいなと思ったことを実際にやって

いく。それは大きな一歩もあるし，小さな一歩もあると思うのですけれども，大きくても

小さくてもその一歩を踏み出していくということがどんなにすばらしい世界をつくってい

くかということを示していただいているのではないかと思います。本当に野村さん，どう

もありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いいたします。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。 

 

 

意見交換 
 

（司 会） 

それでは，すべての発表が終わりましたので，湯﨑知事の「ひろしま未来チャレンジビ

ジョン」の発表と，３人の皆様の取組の発表に関しまして，質問と意見交換を行いたいと

思います。 
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なお，本日の懇談会は大竹市，廿日市市での取組事例をお聞きし，この地域を中心とし

た新たな広島県を皆さんとともに考えていこうというものです。このため，この質問と意

見交換は，この趣旨と，これまでの発表を踏まえた内容のものに限らせていただきたいと

思いますので，よろしく御協力をお願いいたします。 

また，質問に際しましては，最初にお住まい，またはお勤めの市町名，お名前，どなた

に対する御質問，御意見かをお伝えをお願いいたします。 

それでは，どなたか御質問，御意見ございませんでしょうか。お願いします。 

 

（質問者Ａ） 

廿日市市宮内のＡといいます。野村様にお伺いしたいのですけれども，パン屋さんがで

きたというのは聞いていたのですけれども，どこにあるかが見つけられなくて分からな

かったのです。今聞いて，初めて，ああ，あそこの奧だったのかと思ったのですけれども，

高齢者の方が多いので，やっぱりジャムパンとか，あんパンとか，懐かしい，やわらかい

パンというのか，あとサンドイッチとか，高齢者がたくさん食べられるパンもおつくりに

なっていらっしゃるのですか。 

 

（野 村） 

はい。そうです。もともと僕は食パン３種類しかつくっていなかったのですけれども，

皆さんから店がつぶれると言われまして，嫁さんもやばいと言って，おばあちゃんたちは

朝の 10 時と午後３時，宮島は２回ぐらいお茶をする人が多いので，それだったら，そろそ

ろクリームパンとかつくったほうがいいんじゃないかと言われて，クリームパンとかメロ

ンパンとかあんパンとかを順次つくってきました。とにかく柔らかいパンからつくってき

ました。 

 

（質問者Ａ） 

ありがとうございます。一回行かせてください。頑張ってください。 

 

（野 村） 

是非。日曜日はお休みすることが多いので，というのが，宮島の方は日曜日になると，

島外の息子さんや娘さんとか，お孫さんに会いに行ったりとかされるので，商店街の人は

もちろん御商売をされるのですけれども，僕は地域の住民の人に向けて基本的にしている

ので，お客さんがいらっしゃらなくなるので日曜日は休みが多いので，日曜日や月曜日は

避けてお越しください。 

 

（質問者Ａ） 
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宮島というと大体４時ごろに閉店してしまうんですけれども，やっぱり閉めるのも早い

のですか。 

 

（野 村） 

今はそんなに忙しくないのですけれども，例えば正月だったら人がたくさん来られるの

で，１月４日とかは 40 分で全部のパンが売れたりとか，そんなときも実際にありますが，

こんな宣伝していいですか。だから，お取り置きもしています。シカがいるので，パンを

持っていると事件，事故とかあったので，お取り置きもしていますので，朝一番に来られ

て，これとこれとおっしゃって，観光されて，帰りに来てくだされば十分ですから，皆さ

んに言っていますので，よろしくお願いします。 

 

（司 会） 

どうもありがとうございました。ほかに御質問ありませんか。どうぞ。 

 

（質問者Ｂ） 

今日は本当にすばらしいお話を伺って，感心いたしました。来てよかったです。 

一つ伺ってみたいのが，一番には，岡村さんになるかと思いますけれども，私，廿日市

市津田におりますＢと申します。防災の面で，実は在住外国人と避難所体験を 10 月２日に

やりました。あのときに，思いもよらないことに中国帰国者の方が阿品台のほうから 20

名ほど家族とともに参加されて，ほかの外国人とともに 30 人ぐらいで，日本人も 30 人ぐ

らいで，大変トラブルの多い避難訓練をやらせていただいたのです。四季が丘で，そういっ

た外国人の問題，情報伝達に壁があること，そういったことに対して経験なさったかどう

か。 

また，私どもはそれを踏まえて，ＦＭ放送を，ＦＭはつかいちで，毎週金曜日５時から

25 分間ですけれども，生活情報を毎週中国語，韓国語，フィリピン語，タガログ語でやっ

ております。そういったことで，どなたか聞いていらっしゃれば感想もいただきたい。そ

の２点でございます。チラシは後ろに置かせていただいておりますから，皆さん関心があ

れば持って帰ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 

（岡 村） 

まず，外国人の方の話ですけれども，四季が丘は新興団地で，外国人の方はほとんどお

られません。ときどき夏祭りで外国の方を見かけるので，ホームステイか何かされている

という感じしかないです。ほぼいない状況です。 

それから，ＦＭはつかいちの話がありましたけれども，ＦＭはつかいちさんは非常に協

力的で，我々も生放送で出演して，防災訓練がありますよとか，夏祭りをやりますよとか，
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あとは防災訓練に関しての情報を流したり，そういうことをやっているので，非常に私は

ＦＭはつかいちさんには感謝しておりますし，こういう言い方は失礼かも分からないです

けれども，非常に有効なツールになると考えております。以上です。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。ほかに御質問はございませんでしょうか。せっかくの機会で

ございますので，挑戦をされる方はいらっしゃいませんでしょうか。あちらの方，お願い

します。 

 

（質問者Ｃ） 

四季が丘のＣと申します。知事に質問させてもらってよろしいでしょうか。 

１年くらい前に知事の講演をお聞きしたことがありまして，それは産官学の連携につい

てのお話でした。そのときに知事がおっしゃったのが，テーマはいろいろやっているけれ

ども，そのやっていたこと全体が例えば広島県の経済にどのくらい効果があったのか，そ

の全体的な話がないのはおかしいのではないかと，そのような趣旨の話を，要するに各論

ではだめだみたいな話をされたのが非常に印象深く思っております。 

そういう意味で，今回のチャレンジ・トークで広島を元気にしていこうと言われている

わけですけれども，その目標と言いますか，具体的にこういうようなところ，県とか海外

の市とか，あるいは具体的な数値的な目標，その辺のイメージがあれば教えていただきた

いと思いました。よろしくお願いします。 

 

（知 事） 

ありがとうございます。今のチャレンジビジョンにつきましては，県政全般にわたるビ

ジョンになっておりますので，実は非常にたくさんの目標がありまして，ビジョンで掲げ

ている目標もあれば，そこからさらに個別の計画に落として，個々の計画の中でつくって

いる目標等々いろいろございます。 

例えば観光の例で言いますと，観光客を増やしていくというのが目標になっているので

すが，今 5,600 万人ぐらいの観光客を 7,000 万人にしましょうとか，平成 24 年度について

言えば，昨年が 5,600 万人ぐらいだったと思うのですけれども，これをプラス 530 万人に

しましょうとか，そういった目標を立てています。そういったことが医療であるとか，あ

るいは福祉であるとか，それぞれの分野で立ててあるということで，すべては御紹介でき

ないのですが，また県の計画等をご覧いただけると，いろいろ御関心のある分野で御理解

いただけるのではないかと思います。ありがとうございます。 

 

（司 会） 
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ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

それでは，大変貴重な御意見，御質問をありがとうございました。 

 

 

挑戦発表 
 

（司 会） 

時間が押しておりますので，次の「私の挑戦」の発表に移りたいと思います。 

この「私の挑戦」の発表につきましては，湯﨑知事に発表のコーディネーターをお願い

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） 

それでは「私の挑戦」のコーナーです。これまで募集させていただいておりましたけれ

ども，一般の方が１名と，高校生が２組，そして中学生がお２人の発表となっております。 

今日皆さんに発表していただきます地域で取り組まれているいろいろな挑戦が，明日の

元気な広島県づくりのためになると思っております。ということなので，元気よく発表を

お願いしたいと思います。 

まずはじめは，大竹市伝統の「手すき和紙」の継承に取り組んでいらっしゃいます鍵山

幸恵さんです。テーマは「手すき和紙をすく」です。それでは，鍵山さん，よろしくお願

いします。 

 

（挑戦発表者（鍵山）） 

大竹市の小瀬川沿いの防鹿というところで手すき和紙保存会で和紙をすいている鍵山と

申します。50 歳ぐらいのころから先ほどあったように 10 年先を見通して，退職しても社

会との接点を持ち続けられること，また，我が子が心の病にかかり，人と人がふれあうこ

となく暮らせるコンピューター時代の便利さに反比例して，心を病む人が増えている現実

に思い，何か人のぬくもりを伝えられることをとの思いを抱いていたころ，大竹市の手す

き和紙との出会いがありました。 

１年ぐらいは平らな紙にならず，落ち込みながら帰ったものです。まさに手業は体で覚

えるものということを身をもって体験する日々です。 

また，紙すきは寒い冬の時期が適していて，作業は冷たいですが，一度も嫌と思ったこ

とはなく，紙をすくことで逆に癒されております。 

手すき和紙は，まず材料となるコウゾの木を１年かけて育てることから始まります。自

然相手なので，なかなか思うように木が育たないこともあります。そして，多くの作業段

階を経て，和紙をつくる真っ白な繊維となり，年はとっても「すき子」と呼ばれる私がす
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き船でのりの働きをするトロロアオイの根の成分であるトロロと調合し，すき上げ，最後

の乾燥を経て，和紙が誕生します。本当に多くの人々の手を経て，和紙が１枚１枚つくら

れます。 

折しも，昨年は未曾有の東日本大震災による多くの犠牲者と甚大なる諸々の被害を受け，

人は一人では生きていけないことを実感し，絆という漢字が選ばれた年でした。 

手すき和紙を使う機会がありましたら，人のぬくもりに思いをはせていただけたらと思

います。 

現状では，手すき和紙は習字紙とか，大竹市伝統の紙鯉，絵画紙，はがきなどに使われ

ております。昨今この和紙を使ってくださる機会が減り，手すきの技を守っていくために

も，新たな和紙の使い方，また使い手を模索していかなければならないと思っております。 

昨年から観光立国日本，そして先ほど湯﨑県知事がおっしゃられたように，観光立県広

島で，知事も国内外で広島のアピールに動いてくださっておりますが，世界遺産の原爆ドー

ム，そして宮島を経て１時間余りの好立地にある日本の伝統的手すき和紙の工程を国内外

の方々に見ていただけたらと願っております。 

一つうれしいことがありまして，昨年 12 月から統合失調症で治療をされている若い女性

なのですけれども，手すき和紙を身に付けてみたいということで来られて，これから育っ

てくれるといいなと思いながら，和紙のすき方を一つ一つ手をもって教えております。 

本当に後継者の問題も，私も年をとっていくので，後継者ということで一つうれしい芽

ができたと思う日々です。本当に地味な作業ですけれども，この人のぬくもりを多くの方

に使っていただけたらと思っております。以上です。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。人のぬくもりを求めて手すき和紙ということで，これがまた

次の世代へつながっていくということに挑戦をいただいております。私もときどき大竹の

手すき和紙のはがきを使わせていただいておりますけれども，とても気持ちがいいですよ

ね。本当にありがとうございました。もう一度鍵山さんに大きな拍手をお願いいたします。 

 

続いては，廿日市市の佐伯中学校２年生，河田悠希さんです。河田さんは世界アーチェ

リーユース選手権大会で９位，世界９位になられていらっしゃいます。すばらしい。テー

マは，「僕の夢～アーチェリーを通して～」です。よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（河田） 

僕の夢～アーチェリーを通して～ 廿日市市立佐伯中学校２年 河田悠希。 

僕の夢は，アーチェリーでオリンピックに出場し金メダルをとることです。僕は小学校

１年生のときにアーチェリーを始めました。初めは遊び半分でしたが，次第にのめり込み，
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小学校６年生の夏にはオリンピックを目指そうと思うようになりました。アーチェリーの

おもしろいところは，的に当たったときの爽快感です。特に試合の難しい場面で命中した

ときは，やったーという気分になります。また，全国にいるアーチェリー仲間と試合会場

で会い，競い合うことも楽しみにしています。 

毎日の練習では，シャドーシューティングという基礎練習や，力を鍛えるために筋力ト

レーニングをしたり，走ったりしています。 

昨年の夏，僕は世界ユースアーチェリー選手権大会に出場し９位になりました。はじめ

ての日本代表だったので，とても緊張して試合に臨みました。この世界大会に出場したこ

とで，オリンピック出場の夢が一歩近づいたように思います。 

しかし，この世界大会に行って改めて気づいたこともあります。 

一つは，外国人選手の集中力の高さです。外国の選手を見ていると，射るときだけでは

なく，その試合の間中ずっと集中し続けています。まるでその空気を支配するような圧倒

的な雰囲気を持っていました。 

もう一つは，メダルをとることの難しさです。日本では自分の力が通用しても，世界に

行くと全く通用しませんでした。あと５点で入賞だったのに，もう少しでメダルだったの

にと思うと，９位だったことも悔しくてなりませんでした。 

この大会が終わり，日本に帰ってきて自分でも変わったと思うことがあります。今まで

は試合に負けてもそこで終わりだったのに，その試合をしっかりと振り返るようになりま

した。そして，次の試合では，自分の感じたことを思い出しながら試合に挑むようになり

ました。このような変化が起こったのは，世界大会で９位になり，もっと力をつけたい，

弱点を克服したいと思うようになったからだと思います。 

また，感謝の気持ちを強く持つようになりました。僕が好きなアーチェリーを続けられ

るのも，教えてくださるコーチ，切磋琢磨する仲間，送り迎えしてくれる母のおかげです。

たくさんの人たちに支えられてとることができた９位だと思っています。 

僕にとって失敗を次に生かすことや，感謝の気持ちを持つことがオリンピックに出場す

る鍵だと思っています。４年後にはブラジルのリオデジャネイロでオリンピックがありま

す。僕はこれからも大好きなアーチェリーに一生懸命取り組み，オリンピックの日本代表

になりたいと思います。そして，金メダルをねらいたいと思います。以上です。 

 

（知 事） 

河田さん，ありがとうございました。オリンピックの金メダルというのは，とっても大

きな目標だと思うのですけれども，その目標に向けて，お話を聞いていると，とても冷静

な観察と強い気持ちを持っていらっしゃるので，本当にいけるのではないかと。ブラジル

に行くと，広島県人会のとても大きいのがありますから，たくさんの人に応援してもらえ

るのではないかと思いますので，是非頑張って夢を達成してください。河田さん，どうも
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ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお願いします。 

 

次は，廿日市市の宮島工業高等学校３年生の４人の皆さんです。井上彩さん，新田有莉

さん，金子真里奈さん，野坂皇太さん，テーマは「デザイン力を活かした地域貢献」です。

それでは，４名の皆さん，よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（井上）） 

皆さん，こんにちは。県立宮島工業高校から参りました井上彩と… 

 

（挑戦発表者（新田）） 

新田有莉です。気をつけ，礼。 

私たち宮島工業高校インテリア科の３年生７名は，昨年，三女神扇子を考案，製作しま

した。そのことについて発表したいと思います。 

この三女神扇子は，広島県教育委員会が２年前に始めた高校生の起業家精神育成事業に

参加し，ビジネスプランとして採択されたものです。起業家精神育成事業とは，企画，立

案から商品化，販売までを経験することで，高校生たちの創造力やチャレンジ精神を養っ

て，社会や産業に貢献できる人材育成を目的としたものです。 

私たちのインテリア科では，３年前から宮島口アート化事業に取り組んでおり，宮島の

三女神を主なモチーフとしてきました。起業家精神育成事業に参加した私たちも，三女神

を取り入れ，扇子のデザインをすることにしました。宮島に伝わる三女神の３人の女神と

日本の伝統工芸の扇子を組み合わせることにより，宮島の新しいおみやげにならないかと

考えたからです。 

扇子の表には三女神を，裏には宮島島内のイラストマップを載せるという今までにない

商品を考えつきました。地図には英語表記もして，外国から来られた方にも使用してもら

えるようにしました。また，扇子を収納する袋も製作しました。 

今回製作した扇子は，商品としてお客様に購入していただくものだったので，妥協せず，

心を込めて一生懸命製作しました。 

 

（井 上） 

一昨年，去年と続けてきた三女神のデザインを一新し，今まで以上に親しみやすく，キャ

ラクター性を高め，背景も三女神が引き立つような色合いをと工夫をしました。 

裏の地図は，大野商工会の方にアドバイスを受け，細かすぎず，見やすいイラストにし

て分かりやすくしました。 

去年，宮島口付近で行われたお砂焼まつりでは，たくさんの方から「よい作品ができて

いますね」「きれいな絵ですね」などの声をいただきました。通りがかった外国の方も気に
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入ってくださったようで，うれしそうに笑いながら購入していただいた姿が印象に残って

います。 

お砂焼まつりでの販売は，お客様に購入していただく緊張感もありましたが，たくさん

販売することができ，私たちは一安心しました。学校の授業とは違い，お客様に購入して

いただくということが大きなプレッシャーになっていたからです。 

扇子を製作したメンバーの中には，将来イラストを描く仕事につきたいと思っている人

もいます。その人にとっては，この扇子は初めて世に出した商品です。学校の授業で取り

組んだ作品が将来への第一歩となり，大きな目標につながるかもしれません。この経験，

チャレンジはとても大きな自信になりました。これからもそれぞれの目標に向かって挑戦

していきたいと思っています。御清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

井上さん，新田さん，金子さん，そして野坂さん，どうもありがとうございました。実

際に物を売るというのは，私も会社をやっていたのでわかるのですが，非常に大変なこと

です。それを高校生のときから実際に経験をして，これから社会に出たときにその経験は

大いに役立つと思うので，力いっぱい頑張っていただければと思います。それでは，もう

一度４人の皆さん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。 

 

（知 事） 

次は，廿日市市の七尾中学校３年生の久保田悟さんです。久保田さんは，全日本クラス

別けん玉道選手権大会Ａクラスで準優勝，日本第２位であります。テーマは「けん玉を世

界に」です。よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（久保田） 

皆さん，こんにちは。廿日市市立七尾中学校３年，久保田悟です。僕が挑戦しているこ

とは，このけん玉です。僕は５歳のときにこのけん玉に出会い，それから 10 年間，ずっと

けん玉を練習し続けています。そして，今ではけん玉道５段を持っており，様々な全国大

会にも出場しています。昨年には，けん玉の大人も出場する技とパフォーマンスの大会で

全国２位になることもできました。 

ここで，突然ですが，皆さんにけん玉の技を一つだけ披露したいと思います。このけん

玉の技は，スクリュードライバーという技名で，僕がつくりました。でも成功率がまだ五

分五分といったところなので，失敗しても温かい目で見ていてください。 

【けん玉の技を披露】 

実は，このけん玉はここ廿日市市が発祥の地だということを皆さん知っていますか。そ

して，その廿日市市でつくられたけん玉を，この後湯﨑知事にプレゼントしたいと思いま

 - 29 - 



す。 

このけん玉は，やっていると集中力がつき，しかも，膝をたくさん使わないとできない

ので，足腰が強くなります。だから，健康にもいいです。このけん玉の技は，すべてをあ

わせると１万種類以上あると言われています。そして，その技を成功させると，とても達

成感が出ます。だから，どんどんやる気が湧いてきます。しかも，試合などに出ると，集

中しなくてはいけないので，精神的にも強くなることができます。 

このような魅力を持ったけん玉を，僕は世界の人々にも教えていきたいと思っています。

実は，僕は小学校４年生のときにモンゴルに一度けん玉の交流に行ったことがあります。

しかし，世界から見ると，そんなにけん玉は知られていません。それに，日本の中でも，

けん玉という言葉を知っていても，実際やってみたことのある人は少ないと思います。だ

から，僕はまず広島県内のイベントなどに出演し，そこでいろいろな人にけん玉を教えて

いき，そこから全国，そして世界といったふうにけん玉を広めていきたいと思っています。 

そして，いずれけん玉の世界大会ができるようなるにまで広まったら，日本代表として

出て活躍したいと思っています。これで終わります。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

久保田さん，ありがとうございました。道をきわめるというのは，やっぱりすばらしい

ことだと実感させてもらいましたし，それから大きな夢ですよね。自分がやろうという気

持ちを持って前に進んでいくということが本当に人を動かしていくのではないかと，そう

いうふうに感じさせてもらえる久保田さんの発表でありました。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。 

 

それでは，最後の発表です。大竹市の大竹高等学校１年高岡千鶴さんと井上美咲さんで

す。テーマは「大竹の特産品を美味しく気軽に『ミート茸３兄弟』」です。よろしくお願い

します。 

 

（挑戦発表者（高岡）） 

広島県立大竹高等学校１年の高岡千鶴と。 

 

（挑戦発表者（井上）） 

同じく１年の井上美咲です。よろしくお願いします。 

 

（高 岡） 

大竹の特産品を美味しく気軽に「ミート茸３兄弟」をテーマに発表します。 

大竹高校は創立 90 年以上と歴史のある学校で，地域との交流がとても盛んです。この
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ミート茸３兄弟も，ＪＡグリーン大竹や菌床しいたけの村上農園，大竹特産ゆめ倶楽部の

御協力があってこそできあがったものです。 

昨年の 11 月に食肉事業協同組合連合会主催の食肉惣菜創作発表会広島県大会がありま

した。私は，その発表会に大竹市や広島県の特産品をたくさん使用したミート茸３兄弟を

応募しました。広島県内からは 164 作品の応募があり，ミート茸３兄弟は書類審査で 10

作品の中に選ばれ，調理審査の結果，最優秀賞となりました。広島県代表として 12 月３日

に東京で行われた全国大会にも出場しました。 

ミート茸３兄弟とは，地元特産品のシイタケを，豚肉，牛肉，鶏肉と組み合わせました。

長男の豚肉は，広島菜漬けとシイタケを巻いて「さっぱりとんかつ風」に。次男の牛肉は，

広島かきみそラー油を使い，「がっつり焼き肉風」に。三男の鶏肉は，「みそ味和風仕立て」

で仕上げています。和風ですが，チーズを使っているので，小さい子どもたちにも喜んで

もらえると思います。３種類の食肉を使い，調理法も味付けも全く違いますが，一本の串

にさして一つの料理にしました。食べ方にもこだわっています。 

私たちは大竹市の特産品シイタケ，ヒラタケ，広島かきみそラー油，イチジク，カキを

もっと地域の方に知っていただき，地産地消を進め，大竹市を私たち若い世代でさらに元

気にしていきたいと考えています。 

その一つの活動として，ミート茸３兄弟を地域の方に知っていただくために，公民館等

で料理教室を開きたいです。小さな子どもから高齢者まで幅広い年齢の方に参加していた

だき，交流を深めていけたらと思っています。さらに，地域のお肉屋さんの御協力のもと，

惣菜としてミート茸３兄弟を販売するイベントを計画しています。２月ごろには実現でき

るように準備を進めています。 

ミート茸３兄弟をきっかけとして，大竹市を私たち若い世代でさらに元気にしていくこ

と。これが私の挑戦です。 

最後に，大竹市特産品アイデア料理のレシピを準備しておりますので，よろしければお

持ち帰りください。 

そして，ミート茸３兄弟をつくってきましたので，湯﨑知事さん，是非食べてください。

以上で終わります。 

 

（知 事） 

高岡さん，井上さん，本当にありがとうございました。地域の特産品，これも普通に使

うだけじゃなくて，一工夫，二工夫して，とてもすばらしいものができて，県の代表，優

勝というのもすばらしいと思います。本当にこういう一つ一つの，ちょっとしたことだと

思うのですけれども，思い切ってやっていくということがいかに地域を豊かにしていくか，

その好例ではないかと思います。高岡さんと井上さんにもう一度大きな拍手をお願いいた

します。 
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どうもありがとうございました。以上で皆さんの挑戦の発表は終了ですけれども，今，

申し上げたように，挑戦というのは身近なところでたくさんいろいろできることはあると

思います。そういったことを一つ一つ，当たりの前ことは当たり前にやり，ささいなこと

でも，プラスαすることで社会が大きく変わっていくということを皆さん実感いただけた

のではないかと思います。もう一度挑戦者の皆さん全員に大きな拍手をお願いできればと

思います。ありがとうございました。 

 

（司 会） 

本当にありがとうございました。 

 

 

閉  会 
 

（司 会） 

以上でプログラムは終了となります。 

それでは，ここで，最後に湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

（知 事） 

本日は本当に長い間，またちょっと時間も延長してしまいましたけれども，おつき合い

いただきましてありがとうございました。 

今，申し上げましたように，本当に挑戦というものは，大きな挑戦から小さな挑戦まで

いろいろありますし，日常生活のこともあれば，日常生活を超えたこともいろいろあると

思います。ただ，これまでやってきたことをこれまでどおりやるということではなくて，

新たな工夫を凝らすこと，難しそうなことをやってみること，考えるだけではなくて行動

していくこと，こういったことが本当に広島県を，また地域を豊かにしていってくれる。

これがまさに私は地域の活性化ではないかと思います。皆さんも周りを見ていただいて，

是非自分にできる新たな挑戦に取り組んでいただければと思います。これが 10 年後，20

年後の広島県を大きく変えていくと思います。どうぞよろしくお願いいたします。本日は，

本当に長い間ありがとうございました。 

で，終わりと思いきや，最後に一つだけお願いがあります。実は，広島県では安心な暮

らしづくりの一環として，がん対策日本一ということに取り組んでいます。 

実は，このがん対策において非常に重要なことは，早く見つけて，しっかり治すという

ことです。しっかり治すためには，早く見つける。早く見つけるためには，検診を受けて

いただくということが非常に大事であります。 
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実は広島県の，先ほどの目標でいいますと，検診率を 50％にしていきたいと思っている

のですが，実はちっとも届いていないのです。がんによっては，大竹市では３％とか，そ

んな検診率になっています。検診を受けて，早く見つければ，今やがんは治る病気になり

つつあります。是非積極的に検診を受けていただきたいのですが，明日，１月 15 日ですけ

れども，10 時半からゆめタウン大竹でがん検診の啓発イベント，「がん検診へ行こうよキャ

ラバン」を実施いたします。是非明日ゆめタウン大竹に皆さん来ていただければと思いま

す。ちなみに，そのチラシがお手元のお配りした資料の中に入っておりますので，是非も

う一度ご覧いただいて，いらっしゃっていただければと思います。 

がん検診を受けておられない方，これで行こうと思われた方は手を挙げてください。誰

もいない。残念だな。もう一度，行く方。明日のイベントだけじゃないですよ，検診に行

くという方。お約束です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はどうも

お疲れ様でした。ありがとうございます。 

 

（司 会） 

ありがとうございました。以上をもちまして，「湯﨑英彦の宝さがし－未来チャレンジ・

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，御来場時にお渡しいたしましたアンケートと，「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，昨年末からフェイスブックによる情報の交流

を始めております。そのため，フェイスブックの手続きの仕方についての説明会をこの後

すぐですけれども，前のほうでやりたいと思います。興味がある方は残っていただいて，

右前にお集まりください。フェイスブックによる交流の手続きの仕方とか，御説明をさせ

ていただきたいと思います。 

本日は御参加をいただきまして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。 
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