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開  会 
 

（司会（八幡）） 

皆さん，こんにちは。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。 

本日は多数お集まりいただき，誠にありがとうございます。皆さんとともに，チャレン

ジに向けて，明るく，楽しく，元気の出る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。 

なお，広島県では，省エネルギーを進めるため，10 月末までカジュアル・クールビズを

実施し，県が主催する行事などには軽装で臨むこととしておりますので，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ごあいさつを申し上げます。 

 

（知事（湯﨑）） 

皆様，こんにちは。今日は，県政知事懇談「湯﨑英彦の宝さがし－未来チャレンジ・トー

ク」に，皆様お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

昨年１年間，県内の 23 市町を回らせていただきまして，それぞれの市町の住民の皆様と

対話をさせていただきました。今年は地域を分けまして，三つぐらいの市や町をまとめる

形で開催させていただいております。昨年とスタイルをちょっと変えまして，今年はそれ

ぞれの地域における住民の皆様のチャレンジを御紹介いただくという形で進めておりま

す。今日が４回目で，これまで３回の地域で開催させていただきましたけれども，皆さん

素晴らしいチャレンジをしていただいております。今日も３名の方に後ほどプレゼンテー

ションをいただきますけれども，楽しみにしております。 

私からも，昨年とりまとめました広島県のこれから 10 年の総合計画「ひろしま未来チャ

レンジビジョン」についてお話をさせていただきます。この「ひろしま未来チャレンジビ

ジョン」に沿って，これからの県政を進めていきたいと考えているところでありまして，

是非皆さんの御理解をいただきたいと思っているところでございます。 

それでは，今日は 100 分ほどになります。結構長い時間になるのですけれども，終わっ

てみると，あっという間ではないかと思っております。後ほど意見交換ということで，皆
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様から御質問をいただいて質疑応答も行う予定でございますので，なにとぞよろしくお願

いいたします。それでは，どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

（司 会） 

湯﨑知事，ありがとうございました。それでは，知事，壇上のお席にお座りください。 

 

 

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。 

御紹介いたします。 

初めに，三原市で子育て支援を行っておられる「みらい子育てネット・みはら」代表の

斎藤佐代子さんです。 

尾道市で，農園の経営を通じて百島地域の活性化に取り組んでおられる有限会社百島農

園代表の藤田武士さんです。 

世羅町で，農場への観光客誘致などにより，地域の活性化に取り組んでおられる農事組

合法人世羅高原農場代表理事の吉宗誠也さんです。 

どうもありがとうございました。事例発表者の皆様は壇上のお席にお座りください。後

ほど事例発表をよろしくお願いいたします。 

 

 

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） 

改めましてどうぞ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，

先ほど申し上げたとおり広島県の 10 年間の総合計画であります「ひろしま未来チャレンジ

ビジョン」であります。総合計画と申し上げましたけれども，実は計画といっても，そん

なにがちがちしたものではなく，10 年後どうなるか，なかなか分からないということもあ

りまして，もう少し大きく，こんな広島県にしたいというビジョンという形で出させてい
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ただいております。そのビジョンの基本理念，どういう広島県にしたいかということにつ

いては，ここに書いてございますように，『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』をしていきたいということであります。 

この基本理念をぱっと見ますと，「生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と，当たり前

じゃないかと，すごくシンプルに聞こえると思います。ただ，現状を考えますと，実はこ

れは理想として結構高いビジョンだと思っています。というのは，この「生まれ，育ち，

住み，働いて良かった」と今，心から思っていただけているかどうかということを考えま

すと，もちろん今，住んでいただいている方の多くは「良かった」と思っていただいてい

ると思うのですけれども，広島県の人口の動きを見ますと，実は 10 代の後半，つまり，大

学に入るぐらいの年代から 60 歳になるまで，つまり，社会の中で活躍していく年代の人は，

広島県に入ってくる人よりも，広島県から出て行く人のほうがすべての年代で多いという

のが現実なのです。昔は，若い世代，ちょうど大学に入るころの世代は出る人のほうが多

いけれども，30 歳ぐらいになると入ってくる人のほうが多い。こういう関係だったのです。

トータルでは入ってくる人のほうが多い。ところが，今はそれが働く時期になっても，広

島県から外に出る人が多いという現状がありまして，もし，これが皆さんに「生まれ，育

ち，住み，働いて良かった」と思っていただけているとしたら，この人口の動きは変わっ

ているだろうということであります。ですから，これを実現して，是非多くの人が広島県

に住んでいただく。そういう広島県を実現していきたいということであります。 

今，申し上げたように，実は広島県の中にはいろいろな課題があります。産業の問題，

もちろん医療の問題，地域での医療は大きな問題になっていますし，あるいは過疎地域で

の暮らしを維持していく。こういったようなことも大きな課題になっています。この現状

のまま進んでいくと，実は正直に言うと，ものすごく明るい現状ではないというのが本当

のところだと思います。人口減少・少子高齢化ということはいろいろなところで言われま

すし，皆さんも耳にたこができるほど聞かれていらっしゃると思います。しかし，実際に

それがどうなるかというと，ここにありますように，平成 10 年のピークの人口は約 288

万 6,000 人，約 290 万人です。これがもう既にちょっと減っています。ところが，この平

成 47 年という今から 24 年後には 240 万人になる。つまり，このピークから比べますと約

50 万人減っていく。これが急速に進んでいくというのがこれからであります。50 万人とい

うのは，御承知のとおり広島県で言えばちょうど福山市ぐらいの大きさです。広島県から

福山市の人口が，向こう 25 年の間に丸々なくなっていく。これは本当にすごい大きなイン

パクトがあると思っています。 

これは人口なのですけれども，生産年齢人口というのがこの青い部分，15 歳から 64 歳

までです。先ほどの人口が外に出て行くというのも含めて，これが３割減るのです。ここ

の間の人口というのは稼ぐ人です。15 歳というのは実際には稼いでいませんけれども，大

体そういう人口です。つまり，稼ぐ人が３割も減るのです。ということは，収入が３割減っ
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てしまうわけです。県の大きさは変わらないのに，３割も収入が減ったら一体どうなるの

だろう。これが今，非常に大きな課題であります。 

もう一つあるのが，世界の動きとしてグローバル化というのがますます進んでいく。特

に，これまでのグローバル化，日本が外に行くグローバル化と違って，今，起きているの

は，中国や東南アジアの国，あるいはインドといったこれまであまり世界の市場には参加

していなかったような，そういう国が同じように参加してくる。つまり，それだけ競争が

大きくなっていく。その中で我々は活動していかなければいけない。つまり，これまでは

日本が外に出て行かなければ，別にグローバル化ということは必要なかったのですけれど

も，これからはこういった国々が日本にもやってくる。だから，我々は何もしなくても，

このグローバル化にさらされていくという事態が起きてくるということであります。逆に

言うと，これまでこういった中国やインド，ブラジルといった国，あるいはロシアといっ

た国は，日本から見ると市場ではなかったわけです。世界の競争の中に入ってこなかった。

我々から見て市場でもなかった。ただ，参入してきて競争が激しくなる代わりに，そういっ

た国々も我々にとって市場になっていく，お客様になっていくといういい面もあるという

ことであります。 

こういった大きな時代の転換点にある中で，これまで通りのことをやっていたのでは立

ち行かなくなるというのが正直なところであります。今，いろいろなことが課題になって

います。社会保障の問題であるとか，あるいは消費税のことも問題になっています。それ

から，経済の仕組み，あるいは農業，これまで通りやっていたのでは立ち行かなくなる。

先ほどの人口がこういうふうに減っていくわけですから，そのまま減って，30％もお財布

が小さくなっていくと，これまで通り学校は維持できるのか，あるいは地域の医療は，今

でも厳しいのに，３割もお財布が減って本当に維持できるのだろうか。これまで通りにやっ

ていたのでは絶対に維持はできないですね。国も地方も 1,000 兆円という借金を抱えてい

て，1,000 兆円というのは，私は想像がつかないのですけれども，もうこれ以上出せませ

んよという中でもっとお金がかかっていく。本当にどうするんだ。これまで通りでは絶対

に立ち行かないのは明らかであります。 

なので，新しいことをいろいろな面でやっていかなければいけない。これまで通りでは

ない，新しいこと。新しいことということは，やり方が分からない。うまくいくかどうか

も分からない。でも，その新しいやり方，新しいことをやらなければ，どこかで破綻して

しまう。そういうふうな時代を迎えているわけです。新しいことですから，失敗するかも

しれません。でも，やらないと，どうしようもない。だから，挑戦。失敗するかもしれな

いけれども，難しいかもしれないけれども，取り組んでいこう。難しくないことをやるこ

とは挑戦とは言わないですよね。挑戦というのは，難しいからこそ挑戦であります。でも，

それをやらなければいけないというのが今の基本認識です。 

広島県はこの四つの分野で挑戦しようと，今，考えて進めています。一つは，「経済成長」。
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一つは，「豊かな地域づくり」。もう一つは「安心な暮らしづくり」。そして，すべての土台

になる「人づくり」。この四つをうまく組み合わせることによって，実はお互いに作用して

いきますので，広島県全体として豊かになっていくと考えています。 

特に当面力を入れていこうとしているのが，この「経済成長」の部分と「人づくり」の

部分です。経済というのは，何といっても物事の原動力です。例えば経済活動がないと職

がありません。今日，若い人にも来てもらっていますけれども，若い人に広島県に残って

くれと言っても，働く場所がなかったら，武士は食わねどでいてくださいというわけには

いかないので，やはり仕事が必要です。それをつくっていく。それが回り回って豊かな地

域だとか，安心な暮らしというのをつくっていくことができる。また，この「人」という

のは，このどの分野においても もの力，原動力です。広島県には資源がありません。観

光資源はあるのですけれども，石油が出るわけでもないし，レアアースが出るわけでもな

い。広島県が持っている資源というのは，唯一「人」なのです。この「人」が活躍してこ

そ，広島県の力が出るということで，この「人づくり」というのが大事だということであ

ります。 

では，今，具体的にどういうことに取り組んでいるのかということですけれども，この

ビジョンの中の将来像で置いてありますのが，先ほどのグローバル化といったようなこと

も含めて，これからの本県を内外から支える人材を育成し，また，人を引きつける就業機

会の創出など，すべての県民が輝く環境の整備，そして，人が集まり，育ち，生き生きと

活躍している。具体的には，当面今のグローバル社会に対応する人材。昔の日本が外に出

て行くときのグローバル化人材というと，商社で世界を飛び回って，アフリカの果てまで

行って物を売ってくる。外国語でばんばん交渉してくる。そういうイメージかもしれませ

んけれども，決してそういうことではない。今，地域にこそ世界のことを理解できる，世

界の人とおつき合いすることができる人材。別に外国語をべらべらしゃべらなくても，

ひょっとしたら，明日，経営している美容院に中国人のお客さんがやって来るかもしれな

い。そういう時代なわけです。そのときに，中国人だからお店に入らないでくださいとい

うのではなくて，普通にサービスができる。喫茶店に入ってきて，コーヒーがほしいと。

ひょっとしたら，コーヒーにミルクじゃない，全く違うものを入れるかもしれませんけれ

ども，「どうぞ」と言ってサービスができる。そういうまさに地域での人材が必要だと思っ

ています。 

そのために，やはり外国のことが分からないといけないということで，今，留学生を倍

増しよう。また，せっかく留学して来てくれた外国人の人に広島県で就職してもらおう。

これも倍増しよう。こういったことをやっています。いや，ちょっと待てよ。今，新卒の

人たちが就職に苦労しているのに，何で外国人に仕事をやらなければいけないのか，と。

いやいや，これはまだ 200 人とか 300 人とかいうレベルなので，そういったところにほと

んど影響はありませんし，むしろこういった人たちが広島にいて活躍してくれることに
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よって，もっともっとたくさんの仕事をつくってくれる。そういうふうになっていくと思っ

ています。 

また，イノベーション人材の育成ということで，これは中小企業，中堅企業の優秀な人

にさらにいろいろなこと，大学院に行っていただいたりとか，あるいはどこかに研修に行っ

ていただいたりとか，できれば外国に行っていただきたいのですけれども，そういった支

援をしています。人件費で 200 万円，それから研修費用で 200 万円，年間合計 400 万円ま

で，２年にわたって支援をするという仕組みです。年間 50 人ぐらいずつこういった人を出

していく。そういうことによって中小・中堅企業の人材を底上げしていくということをやっ

ています。 

それから，県立高校については，すべての学校で海外の学校と姉妹校をつくる。そういっ

たことを進めています。約 80 校あるのですけれども，そうすると，約 80 校の姉妹校がで

きるわけです。そういったことも活用しながら，交換留学に行ってもらう。今，大体県立

の高校で 10 人ぐらい交換留学に出ています。これがすべての学校１人ずつということにな

ると，正確には 82 人毎年出て行くことになりますから，それが蓄積すると大きなボリュー

ムになっていくと思っています。 

それから，経済成長でいいますと，「ひろしまイノベーション推進機構」というものを今

つくっています。これは今年の議会でもいろいろ話題になりましたけれども，まさに新し

いことを挑戦して伸びていこうとしている会社，こういう会社が県内にはたくさんありま

す。そういった会社は，新しいことですから，やったことのないような事業なわけです。

それには当然リスクがあるので，銀行の貸し出しはなかなかしてもらえないわけです。で

は，どうやって資金調達をするか。今はそういう仕組みがない。新しいことなのだけれど

も，人材面を含めてノウハウが足りない。そういった資金面，あるいはノウハウの面から

総合的に支援をするという仕組みであります。県が 40 億円，それから国と民間を併せて

60 億円集めまして 100 億円，そういった企業に出資もしながら，また，いろいろなアドバ

イスをしながら，一緒に汗をかいて成長していくという仕組みです。 

それから，新しい産業づくり。特に今，進めようとしていますのが医療関連分野，それ

から環境関連，特に環境浄化の分野で広島県は非常に強いものを持っていますので，そう

いった分野の新しい産業づくりを進めようとしています。 

それから，国際ビジネス交流。私は今年中国の四川省に行って，大分そのニュースが流

れたのでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんけれども，先ほど申し上げたよう

な新興国の大きな市場になっていくところに広島県の企業が参入していくということを後

押ししています。 

それから，「安心な暮らしづくり」。将来像としては，いろいろな主体と連携をして，社

会全体で課題解決に取り組んで，県民が安心して生活して幸せを実感できる。そういった

広島県にしていきたいと思っています。その中でも特に地域の医療の話と，医療そのもの
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でいえばがんの話，それから子育ての話，こういったことが大きなテーマだと考えていま

す。今，力を入れて進めていますのが，がん対策。一つは高精度放射線治療センターとい

う，放射線を使った高度ながん治療センターを広島駅前につくるように今，準備をしてい

ます。 

それから，地域のお医者さんが足りません。これをどう地域に配分していくかという調

整を行う仕組みとして，広島県地域保健医療推進機構というのをつくって，地域の足りな

いところにお医者様を派遣していくというようなことを進めようとしております。 

それからドクターヘリ。救急のときにヘリコプターでお医者さんが患者さんのところに

行くということです。救急車で先生のところに来るのではなくて，先生がヘリコプターで

行くというドクターヘリ。 

それから子育て支援。こういったようなことに力を入れてやっています。 

それから，「豊かな地域づくり」。それぞれの地域が個性のある地域として発展していく。

これを目指しています。そのために今やっていることが「瀬戸内 海の道構想」。広島県だ

けという小さなことを言わないで，瀬戸内海全体でやりましょうということで「瀬戸内 海

の道構想」というのを推進しています。 

また，中山間地域，今度は北部のほうです。北部のほうの観光強化。今年というか，冬

なので年は明けるのですけれども，この雪をテーマにして観光キャンペーンというのを進

めます。雪合戦であるとか，あるいはワールドスノーボードフェスティバルというのを進

めています。 

それから，過疎地域の未来創造支援。これは過疎地域に産業対策を中心とした地域活性

化というか，地域がもう一回再発展していくという計画を今つくってもらっています。市

町と県が一緒にそれを実現していこうというような事業であります。 

後になりますけれども，広島県は今，申し上げたいろいろな新しい取組によってチャ

レンジをしようとしています。例えばこれまでであれば，政策的にいうと全部の県立学校

で姉妹校をやりましょうということはやらなかったのです。代表的なところは幾つかやり

ましょうとか，そういうのはあったかもしれませんが，全部でやりましょう。あるいは中

小企業，中堅企業の人材育成のために１人 400 万円もかけて，それを 50 人も 60 人も毎年

やっていこうなんて思い切ったことはやってきませんでした。これはかなり思い切ったこ

とです。我々はうまくいかせるために一生懸命やっていますけれども，でも，うまくいく

かどうか，やってみなければ分からない。でも，こういうことをやらなければ，大きな劇

的な変化を生むことはできない。県はそういうふうに今，頑張ろうとしていますけれども，

でも，よく考えると，その中で出てくる例えば今の高校の例にしても，実際に姉妹校を提

携して交流するのは誰でしょうか。それは学生さんです。またそれを指導しているのは学

校の先生です。今の中小・中堅企業の支援というのも，実際に研修に行って，その成果を

持ち帰ってくるのはその企業の従業員の方です。それをまたいかに活用するかというのは，
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それぞれの企業なのです。つまり，実際に活動しているのは県民の皆さん。この県民とい

うのは，個人ももちろんそうですけれども，企業や団体や，あるいは地域のグループ，そ

ういったことを含めて，本当に広島県で具体的な活動をしているのは県民の皆さんなわけ

です。経済も，実際に経済がよくなるためには，企業が活動しなければ，経済にはならな

いわけです。 

このまさに広島県を変えていく原動力は県民の皆様一人ひとりにあるということであり

ます。県庁はそれを後押ししていく。そのときにキーワードになるのが，広島が持ってい

る強みを生かしていこうじゃないか。自分たちが持っている強みを生かしていこうじゃな

いか。そして，これまでにない新しいこと，思い切ったことをやろうじゃないか。それが

挑戦です。そして，広島県を変えていこう。そういう計画になっております。 

今日３人の方にプレゼンテーションをしていただきますけれども，この県内で実際にい

ろいろな挑戦をやっていただいている方です。皆さんの挑戦が広島県を変えていくという

ことで，今日は御理解をいただければと思います。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。新しい広島県をつくるためには，一人ひとりの県

民が挑戦をすることが大事であるということがよく分かりました。私たち県職員もまた，

県民の皆さんと一緒に挑戦を続けたいと思います。 

さて，湯﨑知事への質問など意見交換は，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。皆様の積極的な質問や御意見をお待ちしております。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，どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（知 事） 

それでは，早速事例発表に入りたいと思います。今日は３名の方，まずはじめは，三原

市の斎藤佐代子さんであります。斎藤さんは，「みらい子育てネット・みはら」の代表とし

て，親同士の交流や情報交換の場の提供など，子育て中の親へのサポートを行っていらっ

しゃいます。また，子育てに関するネットワークづくりを推進して，子育て支援の人づく

りも行っていらっしゃるということで，今御説明をした県の四つの分野でいえば，「安心な
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暮らしづくり」に挑戦をいただいているということであります。 

発表していただくテーマは，「『育つ・つながる・広がる子育て支援』～過不足のない支

援をめざして～」であります。それでは斎藤さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（斎藤）） 

皆様，こんにちは。私は「みらい子育てネット・みはら」の代表をしております斎藤佐

代子と申します。本日はこのような機会をいただきまして，誠にありがとうございます。 

私たちの団体は三原市において子育て支援を行っております。本日はこれまでの活動を

振り返りながら，様々に変化してきた子育て支援の状況と行政との連携の目指すあり方を

いろいろとお話をさせていただけたらと思います。 

まずは，私たち当団体の概要説明を先にさせていただきます。私たちは 2001 年，三原市

の助成を受けて発足した民間の子育て支援団体です。母体は全国組織のみらい子育てネッ

トと申しまして，各都道府県・市町村単位で，私たちと同じような単位団体が数多く所属

しております。現在会員数は 14 万人となっております。私たちの団体はスタッフ自身も子

育て真っ 中の母親であり，三原市の子育て環境向上のために「子育てをするなら三原市

で」を合い言葉に，今の親たちが本当に必要としている支援を当事者目線で考え，そして

実践をしております。そのような中で，私たちの活動には大きく三つの柱がございます。 

まず一つ目は，親自身の育ち，親教育です。子どもの健やかな育ちにはまず親が親とし

て育つことの必要性を強く感じ，親自身が集い，学び，成長できる，また，つながること

のできる場づくりを行っております。 

二つ目は，子育てが一段落した親たちを対象に，支援者側に移行してもらうような取組

をしております。少しずつ，無理なく支援側への移行ができるように様々な仕掛けや工夫

を用いております。 

三つ目はネットワークづくりです。私たちのような民間の支援者同士，子育ての分野だ

けではなく，様々な分野の方とつながることや，子育て当事者である親たちとのつながり

を大切にし，それを日々の子育て支援に生かしております。また，行政との協働は言うま

でもありません。 

さて，私たちの子育て支援の 13 年間ですが，「みらい子育てネット・みはら」としての

活動は 2001 年からのスタートですが，その３年前に子育て応援情報誌をつくることから私

たちの活動は始まりました。他府県から嫁いできたママ友達３名で，三原市のことが何も

分からない状況で必要に迫られて始めたのがこの情報誌です。ちょっとここに前知事が

載っていますが，別に大意はございませんので，知事，お許しください。こういうインタ

ビューなどもさせていただきました。当初はお出かけ情報から始まり，回を重ねるごとに

子育ての様々な悩みを特集して，悩んでいるのはあなただけじゃないよ，大丈夫だよとい

うメッセージを発信してきました。この時期の私たちは，ほかの親を支援しているという
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よりは，自分自身のために活動していたのかもしれません。なかったら自分たちでつくれ

ばいい。今思えば，すごく怖いもの知らずだったなと思いますが，それは私たちの活動を

バックアップしてくださった三原市児童館があったからです。やってみたい私たちの背中

を印刷機やコピー紙を提供するということで後押しをいただきました。 

情報誌に次いで育児サークルを立ち上げた時期，活動の幅を広げていった時期，どの時

期にも活動を後押しし，協力してくださった行政があって，ここまで活動が続けてこられ

たのだと考えております。 

このように活動の幅が広がると，行政の理解も徐々に得られ，また，新たな活動にチャ

レンジするという弾みをつけ，2001 年から「みらい子育てネット・みはら」がスタートし

ました。 

現在までに本当にいろいろな取組をしてまいりましたが，行政はこの時点ではあくまで

バックアップであり，私たちの活動は「みらい子育てネット・みはら」独自のものでした。

活動の資金については，いろいろな分野から助成金をいただき，これらに充てていました。

ここにあります事業に関しましては，財団法人こども未来財団の委託事業として活動を行

いました。 

そのような中，三原市においても変化が訪れます。様々な国の施策が整い，また，大規

模な合併が行われる中で，地域力や市民力，マンパワーに大きな期待が寄せられるように

なり，私たちの活動をさらに後押ししてくれました。ここにある初めての協働事業への一

歩として，「きらきらぼし 夢 ファミリーフェスタ」と題して三原市で活動している民間子

育て支援団体や人，子育て支援にかかわる行政各課，それから広島県三原警察署生活安全

課などが一堂に会して様々なブースを設けました。これにより，今後協働相手となるであ

ろう団体や人，行政のつながりがイメージできることとなりました。そして，参加してく

ださった 300 名を超える親子たちとも子育て当事者と支援者が顔の見えるつながりをつく

るというきっかけになりました。 

私たちの活動も初年度と現在では変化をしてきています。活動当初，親たちが求めてい

たのは，親子で楽しめる場であったり，忙しい子育ての合間にリフレッシュできる場でし

た。そういう意味では育児サークルも数多くつくられ，その運営の支援をしていたのもこ

のころでした。 

しかし，親たちの意識の変化と様々な子育て支援が充実してきたころから，気軽に楽し

めるサロン的な場所が主流になり，大勢の仲間と運営していくサークルから毎日日替わり

で楽しめるサロンをめぐり，少数の同じ価値観を持つ友人とだけつながっていく親たちが

多くなりました。一見楽しそうでありながら，子育ての悩みを話すことができず，個々で

抱えこんでしまうような方も増えました。子育て支援の場は確実に増え，充実してきてい

るのに，親たちがそれを活用し切れていない。サービス過剰となり，親を受け身にしてい

るのではないか。そこには親が親として育ちにくくなっている現状がありました。そこで，
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私たちは親育ち，親教育支援を 重要課題とし，現在取組を行っています。 

今年度，三原市では市民提案型協働事業が始まりました。私たちのような民間団体が行

政と協働して，実施したい事業を提案します。まちづくり推進課や三原市市民協働推進委

員会，そして当該課の審査を受けて事業が決定します。今年度，私たちの団体も親教育支

援をテーマに事業採択をいただきました。私たちの団体以外にもほかの採択された団体の

活動を拝見すると，三原市には本当に多くの力を持った市民がいらっしゃるということを

実感しました。協働の取組が今後ますます充実し，多くの市民が持っている力を引き出し

ていただくためには，行政には次のことを期待します。 

市民の力を引き出すために，何かやりたい人や団体が気軽に相談できる場づくり。やり

たいことが同じ人同士をつなげていくこと。私たちが背中を押していただいたように，

初の一歩を後押しする実践の具体的方法の提供。また，継続に向けて活動を広げるための

サポートなど，様々なコーディネートをお願いしたいと思います。 

また，私たちも民間の立場から協働できることを考え，親として，支援者として，人が

育つ・つながる・広がることを目標に頑張ってまいりたいと思います。以上で発表を終わ

らせていただきます。御清聴ありがとうございました。 

 

（知 事） 

斎藤さん，どうもありがとうございました。今の事例をお伺いして，幾つかポイントが

あったと思います。一つは， 初に３名の他府県から来られたママさんたち，広島の外か

らですか。 

 

（斎 藤） 

大阪からです。 

 

（知 事） 

やむにやまれず始めたことかもしれませんけれども，多分そうやって悩む方はたくさん

いらっしゃると思うのですけれども，それを実際に，情報誌をつくってみようと一歩を踏

み出す方は少ないと思うのです。だけど，その一歩を踏み出した。その一歩，それを行政

が後押ししてくれたということで，三原市さんはすばらしいことをされたと思いますけれ

ども，それが原動力になって活動がどんどん広がっていった。やっぱりこの一歩ですよね。

本当は面倒くさいなとか，大変だなと思うのだけれども，この一歩，これがまさに私は挑

戦だと思います。その挑戦が実を結んでいくと，それが三原市中に広がっていくというこ

とにつながったということですね。 

それからもう一つ，私が行政としてとても反省しなければいけないと思ったのが，活動

されている中で，だんだんと仲良しのサロン的な雰囲気になってきて，もともとの目的で
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あった悩みを相談するとか，そういった問題を解決するということが減ってしまった。そ

れをちゃんとご覧になっていて，その変化をつかんで，やることを変えていくということ

ですよね。これが行政でも非常に必要で，やり始めるとずっと同じことをやってしまう傾

向があるものですから，きちんと変化に併せて変わっていくということが大事だと，すみ

ません，勉強させていただきました。ありがとうございました。 

それからもう一つ，こういう市民の皆さんの自分たちの活動，自分たちがやっていくと

いうことが広がりを持っていくということだと思うのです。行政が子育て支援だから行政

としてこういうことをやるというだけでは広がりを持っていかない。やりたいと思われる

方が自らの工夫をしながら広げていくというのが一番広がっていく。これは各地で，私は

去年いろいろ回って実感したことですけれども，今日の事例もそういうことだと思いまし

た。本当にどうもありがとうございました。もう一度大きな拍手を斎藤さんにお願いいた

します。 

 

それでは続きまして，尾道市の藤田武士さんにお願いしたいと思います。藤田さんは，

過疎化・高齢化が進む尾道市の百島，皆さんご存じのとおりだと思いますけれども，この

百島で農園の経営を通じて地元の方の雇用を創出されるなど，地域の活性化を図られてい

ます。 

また，藤田さんは，百島の特性や資源を活用して，島外からの移住者の受入れ，そして

定住促進にも取り組んでいただいているということで，先ほどの県庁の四つの分野でいい

ますと「豊かな地域づくり」に挑戦をいただいています。 

発表のテーマは「夢を創って積極果敢～元気な百島づくり」であります。それでは藤田

さん，よろしくお願いいたします。 

 

（事例発表者（藤田）） 

御紹介いただきました百島で農業をしている藤田でございます。今日は場違いなところ

に出たな，しもうたな，今からでも帰ろうかと思っているのですけれども，そういうわけ

にもいかんしと，思う理由は三つあります。 

一つ目は，久しぶりに，10 年ぶりに背広を着てやって参りました。これは，家内が知事

さんのところに行くんだから，あんた，そがいな服で行ったらいかん。地下足袋もはいて

はいかんと。ない靴を一生懸命探して，黒い靴にかえて参りました。クールビズというこ

とをとんと忘れておりまして，事務局さんが言うてくれればよかったんですけれども，一

点目はそれです。すみません。ですから，県の方針を守らせていただきますので，背広を

とらせていただきます。ネクタイも外します。お許しください。 

二点目は，若い方が多く，知事さんもお若い。先がある。私を見てください。これだけ

はげて，当年 72 歳と 10 ヵ月でございます。ちょっと場違いだなと。先のことも話せにゃ
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いけんのにと，こう思ったわけでございますが，実はこの農業を，定年で帰りましたとき

は 60 歳でございました。島の景色が一変いたしておりました。3,000 人いたのが 600 人。

そんな状況でございます。私が 60 歳で帰りますと，若いのが帰ってきたと，こういうこと

でございましたので，私は自称，百島の青年団の団長でございます。10 年たったことを忘

れておりまして，70 歳になってこういう皆さん方のような若いところに出たということ

で，ちょっと場違いだったなというのが二点目でございます。 

三点目は未来ということでございます。若い方々は将来の話をするのが楽しくてしよう

がないのです。誰と結婚して，家を建てて，どうしてこうしてと。ところが，60 歳を過ぎ

ますと，過去を語れば非常に楽しいのです。あのころはこうじゃった，ああじゃったと。

未来は決して口にしないものでございます。また，今，百島に帰りまして，同級生の友達

とイチゴ園を一緒にやっております。話すことは，イチゴをどうやってつくろうかじゃな

しに，昔話ばかりでございますが，今日のテーマは未来ということでございます。ちょっ

と未来にはほど遠いかも分かりませんけれども，しかし，語るのは自由だと。こういう思

いで恥を顧みずお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 

それでは，私が今まで取り組んできた事柄につきまして，全国放送されましたところの

テレビのビデオをちょっちょっといいところだけ，私の映っているいいところだけ持って

きておりますので，それをご覧いただいて，こんなことをやってきたのか，こういう思い

だったのかということを見ていただければ，大体今日のお話は終わるのではないかと思っ

ておりますので，どうぞひとつご覧になってください。 

 

【ビデオ上映】 

 

ご覧いただきましたように，ざっとああいうことをやっているわけでございますが，

初は高齢者が元気よく，生きがいを持って島に住めるように，働けるようにと。ぴんぴん

ころりが一番いいと。金もかからんし，本人も幸せだと。したがいまして，生涯現役を目

指して，ぴんぴんころりでいこう。人前であまりぴんぴんころりというようなことは言え

ませんけれども，そういう気持ちでおります。そこで，夢を創って積極果敢という考え方

で進めてきたということでございます。 

それでは，ざっと端折ってお話ししますけれども，ふるさと百島に帰りますと，大変な

状況になっているということでございまして，先ほど知事さんもお話しいたしておりまし

たが，広島県よりも先進地でございます。約 3,000 人いたのが，80％の方が亡くなってい

る。これはどんな景色になるか想像がつきますか。65 歳以上が 65％，以下このとおりです。

それから，児童，生徒が 20 人。私どものころは幼稚園から 650 名おりました。それが 20

名。要するに，働く場所がないから若い人も帰ってこないということでございます。しか

も，耕作放棄地がいっぱいある。島全体の大体 90％がこういう状態になりよる。ひどいと
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ころは全部木が生えて，もうどうにもなりません。 

そこで，なぜ百島か？なぜ農業か？ということですが，自然の資源，百島の資源，さら

に，それに新しい技術の導入を加えまして，百島に明るい希望の灯りを灯そうということ

で始めました。その新しい栽培技術は，高設栽培システムのコンピューターによります自

動給液装置でございます。残念ながら，これは，いろいろな県を訪ねてみまして，岡山県

のシステムでございます。岡山県は，岡山県で開発したので，おまえは広島県じゃから売っ

てやらんと言うておりましたが，ちょっと教えてやろうと。ある商社を通じたら売ってく

れるということで，頼み込んで岡山県から買いました。 

なぜ会社づくりか。これは雇用創出をねらったからでございます。62 歳からの起業でご

ざいます。周囲からも反対を受けました。農業にはリスクもございます。しかし，何とし

ても子どものころの百島にしたい。頼むと。こういうことで「いきいき百島づくり」とい

うことがあるから，会社をつくって，どんどん雇用をし，島外から人を集めようと考えた

わけでございます。 

そのときに心の糧になりましたのは「青春とは心の若さである」。心に若さを持ち続ける

限りは，青春は永遠にその人のものである。私は昔，松下電器，パナソニックにおりまし

て，このことを幸之助さんがしょっちゅう本に書いたり，言うておりまして，そのことが

頭にございましたので，このことに勇気づけられて，定年になって年をとっても頑張ろう

と，こういう気になったわけでございます。 

そこで，百島農園の設立，いきいき百島づくりでございますが，一つは，人生 80 年時代。

60 歳で定年になって，20 年間はどうせえと言うのか。それだったら，自分のことは自分で

稼ぐ。若い人はあなたたちの年金のために金は払わんと言っているのだから，何を言って

いるんじゃと。おまえらの世話になるかいと。こういう意気で始めたわけでございます。 

事業計画は，１期目は５名でありましたが，２期目が済みまして，現在 27 棟，18 名の

社員がございます。目標は５ヘクタール。これから５倍。100 名の雇用をしてまいりたい。

そして，元気な百島にしたいと考えております。 

瀬戸の島いちごグループ５社が設立いたしまして，現在 21 名。島外の東京，京都，大阪

から８名，ヤングファーマーは 20 代から 30 代が５名来て，頑張っていただいております。

つまり，高齢者とヤングのバランスをとりながらやってまいりたいと考えております。 

今後の展開としましては，４項目ございます。これは時間がございませんから飛ばしま

す。 

そこで，農業体験宿泊所というのをつくっております。これは百島にありましたあると

ころの保養所の施設がそのまま残っておりますので，使わせてくれ，貸してくれというこ

とで，農業体験宿泊所に衣がえいたしまして，ヤングファーマーの育成をやっております。 

ちなみに，知事さんはご存じだと思いますけれども，広島県の農業をやっている方の平

均年齢は，全国平均よりもちょっと高くて 70.4 歳でございます。戸別補償するじゃ何じゃ
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かんじゃ言っておりますけれども 70.4 歳だから，今，知事さんは 20 年先と言われました

が，みな 90 歳になります。そしたら，誰もせんようになります。全部百島と同じように耕

作放棄地になることは間違いありません。それの実験場としまして，百島を見に来ればす

ぐ分かる。高齢化社会とはどういうものになるのかということです。 

そこで，うちに来る，来ないは別としましても，農業をやりたいという人については，

こういうところで教育をしてまいりたいと考えております。体験宿泊所の中身は非常に

整っております。景色はいいし，海のそばだし，ホテルとは言わないけれどもいい設備で

しょう。全国のあちこちから来て，「帰らん」と言うんですよ。ですけれども，農業をやる

意思のない人は預からないということでしております。 

今，百島を大きく変えようとする大プロジェクトがスタートいたしております。これは，

広島市立大学の柳先生という方と尾道市長さんがぼろぼろになった百島の中学校の跡地を

見に来られまして，百島を岡山県の直島とか犬島とかいうようなところのアートの島に変

えてみようと。変えてやると。こういうような言葉をいただきまして，百島島民としては

絶対これを誘致しようというようなことで，現在一生懸命それをやっております。尾道百

島芸術研究所を設立していくというビッグプロジェクトでございます。イメージとしまし

て，工作工房としてこういうイメージ，それから作品展示室のイメージ，各教室のイメー

ジが全部載っておりますけれども，これは時間がありませんのでやめておきます。こうい

うことを今，取り組んでおります。 

そこで，どうやって生徒さんというか，芸術研究所に来た人が生活するのかということ

で，柳先生のほうから，百島に来られまして，芸術家の創作活動を支援してほしいと。創

作活動をするには学校跡地，広い教室がいっぱいある。これは助かる。ところが，自分の

作品が売れて金が入るようになるまで時間がかかる。その間，やっぱり生活が厳しいとい

うことで，「半農半芸（ちょっと魚）」というコンセプトでやろうじゃないかと。私もちょっ

とあほなところがありますので，それはおもしろいのでやろうと，こうなったのでありま

す。こういう半農半Ｘという生き方が全国各地で広がっているようでございます。つまり，

生き方の問題ではなかろうかと思うのですか，要するに，おっしゃることは，芸術家を志

す人は非常に生活にも困る。そこで，あなた方はイチゴ園がいっぱいあるし，人を使って

いるし，アルバイトをさせてくれと，こういうお話でございましたので，分かりました，

それは受けましょうということで，若者の集まるまち，この夏休みには若い大学生のお嬢

さん方が８名ぐらい来て，ずっと泊まって百島で動いておりました。島の人がびっくりし

ます。こうやって杖をついて歩きよる人ばかりのところへそういう方が来ますとね。若い

人が来ますと，元気が出るものです。そういうことでございまして，若者の集まる百島に

したいと思います。 

さらに，耕作放棄地。半農半芸プロジェクトでもって，花畑とか，綿花とか，らっきょ

うとか，今，綿のテスト栽培を，大学の生徒さんたちが来て 50 本ほどテスト栽培を植えて
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くれということで，植えるのは植えたのですけれども，夏休みが済んだら帰ってしまって，

水をやらんからうちでやる，ということでございます。 

そこで，百島未来への挑戦として，まずイチゴ栽培で計画どおり５ヘクタール。直接 100

名，間接 50 名ということで３億円の販売を達成したい。６次産業を興したい。さらに，百

島アートプロジェクトでもって，柳先生は世界から芸術家を呼ぶんだとおっしゃっておら

れますので，世界に発信して，アートの島づくりに興隆し，寂しいところでございますけ

れども，せめて 10 万人。今，香川県高松の直島は年間訪れる方が 140 万人だそうです。百

島はちょっと桁を低くして 10 万人にしようかと。そうせんと，100 万人も来たら島が沈み

ますから。ということで，元気で豊かな瀬戸の百島に変身したい。10 年たつか，20 年たつ

か，私はそのころはちょっとあれでしょうけれども，後継者を必ずつくって，そして，百

島を変身させたいと，こういうふうに思っております。以上です。 

 

（知 事） 

藤田さん，ありがとうございました。60 歳で始められたということで，今のお話にもま

たたくさんポイントがあったと思うのですけれども，挑戦というと，若い人だけができる

のではないかと思い込みがちですが，定年後だってできる。70 歳からでもできますよね。 

 

（藤 田） 

家族が怒りますが。 

 

（知 事） 

いや，本当にすばらしいと思います。今，お話の中にありましたけれども，百島の強み

を使って，そして，新しい技術を使って，この農業というリスクのあるものに挑戦をされ

た。たったお一人でもう既に十何人も雇用されていらっしゃるわけです。これが次 100 人，

間接も入れて 150 人に拡大しようと。私はきっとできると思うのです。本当にお一人の「や

ろう」というこのお力が 150 人の雇用を生むことができるということなのです。 

普通，過疎地域とか，3,000 人が 700 人とか 600 人になったら，もう無理だというふう

に思いますよね。でも，無理じゃない。決して無理ということはないということを本当に

身をもって体現していただいているのではないかと思います。そして，その強みというの

も，普通だったら今みたいに，島だし，橋もないし，人は少ないし，若い人もいないし，

強みなんてないと思われがちなところを，豊かな太陽であるとか，逆に人がいないという

ことが価値であるとか，アーチストにとってはすばらしいとか，ぱっと見，だめだと思っ

ているようなことを強みに転換していくという，これもすばらしい着眼点，視点ではない

かと思います。 

もう一つ 後に申し上げたいのは，冒頭に未来があるとおっしゃっていましたけれども，
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我々が考えなければいけないのは，過去があってはじめて未来があるということでありま

して，これからも引き続き過去の，昔の楽しい思い出と，パナソニック時代に培われたい

ろいろなノウハウがここに生きていらっしゃるのだと思いますので，これからも若者を御

指導いただければと思います。よろしくお願いします。それでは，もう一度藤田さんに大

きな拍手をお願いいたします。 

 

それでは，次に 後の事例発表になります。ヤングファーマーが出てまいります。世羅

町の吉宗誠也さんであります。吉宗さんは，「いちご狩り」「ひまわりまつり」「ダリアまつ

り」といった農場の四季折々のイベント開催を通じた観光客誘致などによって，地域の活

性化に取り組んでいらっしゃいます。 

また，地域情報の発信などによって，地域のイメージアップを図って産業振興に取り組

まれるということで，先ほどの四分野でいえば「新たな経済成長」に挑戦をされていらっ

しゃいます。 

発表のテーマは「地域の強みを生かした観光地づくり」です。それでは，どうぞ吉宗さ

んお願いいたします。 

 

（事例発表者（吉宗）） 

皆さん，こんにちは。農事組合法人世羅高原農場の代表をしております吉宗といいます。

先ほど発表されました斎藤さん，藤田さんのお話は大変勉強になりまして，自分も思うと

ころがありまして，要するに，自分の暮らすところ，そこは自分でつくっていくものなん

だなとしみじみ，つくづく実感しています。 

そういった意味で，私も世羅町で花の観光農園をしておりまして，その観光農園の活動

を通じて，どうやって自分の住む世羅町，もしくはもっともっと広げて広島というところ

で何ができるか。自分の活動を通じて，どういったことを周りに影響というか，何ができ

るか，そういうのをずっと一生懸命考えているところですので，聞いていただければと思

います。 

表紙に出ているのがうちのダリア畑でございまして，ダリアという冷涼な地域できれい

に咲くお花，ダリア祭を今，開催中です。10 月 23 日までやっておりますので，是非明日

見に来てください。 

私が住む世羅町というところは，標高が 350m から 500m ぐらいに位置する中山間地域で

ございまして，昔からお米の産地，米どころとして知られております。平安時代からの荘

園の大田荘というのが広がっておりまして，平成 18 年，19 年ごろに旧世羅町・甲山町・

世羅西町が合併して世羅町になったというようなまちです。今は１万 7,800 人ぐらいのま

ちですけれども，観光農園もたくさんありまして，うちのようなお花の観光農園も七つ，

それから果樹農園が五つ，直売所も五つぐらいありまして，地域全体を挙げて農村観光に
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取り組んでいるまちです。 

せらワイナリーというワイナリーが平成 18 年にできたのですけれども，そこを皮切り

に，観光客が，一番多かったときは 200 万人近くのお客さんが来られたのですけれども，

ここ４～５年ぐらいでやや微減，ちょっと減り始めているという現象が起こっています。

そこにもっていって尾道松江線という高速道路がずんずんできておりまして，昨年 11 月に

世羅インターというところまでできまして，山陽側から一番近い高原のまちですよという

ＰＲのもとに，近畿圏であるとか，四国であるとか，そういったいろいろなところに観光

客誘致に飛び回っているところです。 

ちょっとずらずら書いてあるのですけれども，観光面で期待されることは，新しい観光

ルート開発，もちろん道が無料ということもありまして，尾道市から松江市まで２時間半

で結ばれるらしいのです。そうなると，どんどん新しいお客さんがこれまで以上にこの道

を通ってくれるのではないかと考えております。懸念されることは，目的地までずばんと

行ってしまうので，今までの国道，ロードサイド沿いの直売所であるとか，そういったも

のが現在でも多少影響を受けているという状態です。そこら辺が全線開通したときには，

目的地が山陰のほうにあれば，ずっとそこまでノンストップで行ってしまう可能性もある

のではないか。そういう危機感もあります。 

沿線各地がやるべきことと，めちゃめちゃえらそうなことを書いているのですけれども，

各地域が強みを生かしながら，地域の魅力をしかるべきところにＰＲしながら，なおかつ，

沿線がタイアップしながら，何か共通のテーマで，共通のお客さんに向けた連携をしてい

かなければいけないのではないかと考えています。赤字で書いてあるとおり，通りたくな

る道の魅力をつくりながら，その地域に降りてみたくなるような，そういった各地の魅力，

こういった二つを何とか観光農園ができることの範囲内でやっていければと。そういう思

いを持った人たちが集まれば，何かできるのではないかという思いでいろいろなことを

やっております。 

その中の一つのコンセプトは，これは私が勝手に言って，勝手にＰＲしていることなの

で，誰が推奨しているわけでもないのですけれども，「瀬戸内山陰フラワー＆ワイン街道」

といいまして，世羅町にも花の観光農園がたくさんあります。それから尾道市にも千光寺

公園という日本さくら 100 選の１つがあります。ずっと北に行きますと，庄原市にはお花

の国営公園があったり，北に向けるにつれ，いろいろな桜の名所であるとか，松江のほう

には日本庭園など，お花の観光地，お花の名所と呼ばれているところが比較的たくさんあ

るということに気づきまして，これは何かおもしろいことができるのではないかというこ

とで，こういったコンセプトを考えております。 

左側の建物が見えるのですけれども，ワイナリーといいまして，ご当地のブドウを使っ

たワイン施設も実はこの沿線上に四つほどあります。これまでは実はライバル同士といい

ますか，よそのワイナリーをいかに蹴落とすかというのがそれぞれの施設の至上命題みた
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いになっているところがあったのですけれども，それではいかんと。それぞれ共通の素材

を扱っている施設としては，市町村とか行政とか，そういったところの枠を超えて，共通

のお客さんを取り込む努力をしていったほうがいいのではないかという思いでおります。

というのも，三次市のワイナリーさんと世羅町のワイナリーさんには，うちは大変お世話

になっておりまして，両方伸びる方法がうちにとっても一番いいのではないかという打算

的な思いもあります。 

先ほどいいました山陽道尾道インターチェンジから世羅インターチェンジまでできてい

ます。左に書いているのですけれども，花とワインの施設をずらずらと挙げております。

今日は発表というか，ＰＲの場だと思って勘違いして来ているので，聞いていただいて，

こんな切り口もあるんだなと思っていただければいいのですけれども，尾道市には瀬戸田

の耕三寺をはじめ，フラワーセンター，それから５月になると除虫菊が咲くような海の見

渡せる丘があります。それから千光寺があります。 

世羅高原には，私どもの観光農園をはじめ，本州 大級の芝桜庭園であるとか，無料の

割にはかなり広いスイセン畑とか，地元の方もあまり知らないのですけれども，こういっ

た花の観光地が結構あります。世羅高原はほかにも菊桃とか，ポピーの農園であるとか，

今，歴史旧跡でも大田荘の中心に位置する今高野山，そういうところは紅葉の名所でもあ

るのですけれども，桜も結構きれいです。ワイナリーがあり，北に向かうと，三次市の尾

関山公園であるとか，いろいろございます。県境を越えまして飯南・雲南，松江・出雲に

かけても，様々な桜をはじめとしました花の観光地とワイナリーがある。こういったもの

を何かしらでＰＲできないか。中山間の連携とかも始めてはいますけれども，合意形成と

いうか，何かやろうといったときに，では，実行委員会を立ち上げましょうとか，来年の

事業予算がつくまでは何とも言えませんとか，なかなか進まないわけです。だけれども，

私たちとしては全線開通まで待っていられない。何かしら新しいお客さんを取り込む努力

をしなければいけないということで，世羅インターが，地元世羅高校は駅伝が強いのです

けれども，駅伝でいえば第１区間が開通しています。何とか第１区のランナーとしては，

自分の思いを外に伝えていきたいということで，昨年，一昨年から，松江から出雲の観光

地，行政の皆さんとかを勝手に訪ねて，こんな思いでいますという熱い思いをちょっとず

つ語って歩いています。おかげさまで，この秋にも首都圏からこのワイン街道とかフラワー

街道を地で行くツアーもわずかですができるようになりまして，世羅町の PR もそうなの

ですけれども，沿線の PR にもつながっていけばいいなと思っております。 

では何をするの？という話なのですけれども，真ん中にまたダリア畑がありまして，ワ

イナリーがあるのですけれども，何かしら花とワインと，女性にいいイメージのこの二つ

の観光のコンテンツを何とかつなげて，例えばワインのイメージに合うような花をテーマ

にしたラベルをつくったりとか，あとは花畑で着物を着て写真を撮ったりだとか，そういっ

たものを世羅町のほうで始めておりまして，そういったものを沿線のイメージにつなげて
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いければというふうに考えています。 

花観光同士，世羅町も七つほど観光農園があって，それぞれ別の花を植えていて，見ご

ろが合うところはお互いに紹介しあったり，次はこういった農園でこういったお花が咲く

んですよというような，コンシェルジュ的なおもてなしみたいな形で，お互いがお互いを

紹介し合うような活動を世羅町の中ではしていたのですけれども，この動きを是非この沿

線で少しずつできればおもしろいのではないかということで，バスツアー誘致であったり，

花暦を作成したり，見ごろを伝えてお互いを案内できる仕組みがつくれたら，自分の農園

のお客さんをまたほかの農園のお客さんにしていくことができれば，ゼロから新しいお客

さんを連れてくるよりも，紹介してもらったほうが早いじゃないかという，そういった活

動につなげていければと思っています。 

ワインもしかりです。うちのワイナリーに来たお客さんは，絶対にうちだけにしか来な

いでくださいねと言うよりか，ブドウの産地で，それぞれ個性的なワインをつくっている

わけですから，その辺はワインの切磋琢磨でやっていって，あとはお客さんは一緒に案内

しあったり，共通のお客さんを見つけるべく，首都圏に共同でＰＲしたり，そういったこ

とをそろそろやってもいいのではないか。それの起爆剤に，私たちが先陣を切ってできれ

ばおもしろいのではないかと考えております。その辺のことが観光ルート促進事業と，かっ

こいい名前を書いているのですけれども，知り合いになって一緒にＰＲしましょうという，

そういうことをやっていければと思っております。 

非常に偉そうなことばかり書いているのですけれども，私どものような観光農園一つだ

けでは，なかなか観光客を引っ張ってくるというか，来てもらうのは難しい。これからは

そうなるのではないかと考えています。先ほどおっしゃったように，どんどん観光交流人

口，人口そのものが減っていますし，今まで通りのお客さんが今まで通りお花を見るとい

うだけで来てもらえるとは限らない。私たちのような観光農園が地域の魅力をどんどん吸

い上げて，何かしら花に関連づけたイベントであるとか，そういったものをたくさんやっ

て，そこに新しいお客さんを引き込むことができればおもしろいかなということで，前の

ところで話したことを箇条書きにしております。 

近でいえば，左側の「花と着物と私フォトイベント」というのを 10 月８日に行いまし

て，世羅町と尾道市を拠点に撮影されていて，首都圏で主に活躍されている中元紀子さん

という女性の写真家の方がいらっしゃるのですけれども，ひょんなことで知り合いになり

まして，何か花を素材にした写真撮影をしてもらえないだろうかというようなお願いをし

まして，実際やったのですけれども，ダリアというお花と着物が非常によくて，私も鼻の

下が長い一日になりましてよかったです。 

こういった尾道市と世羅町というつながりを，歴史的なつながりはこれまでどおりあっ

たのですけれども，何かつなげて，尾道市をそぞろ歩きするお客さんを何とか世羅町にも

引っ張ってこられないか。そんな思いなのですけれども，全国フォトガール選手権大会で
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あるとか，そういったものをこの広島の備後エリアで誘致しながら，全国から写真を撮り

に来られる方がどんどん集まってくるような，そういったものを誘致できれば，尾道市の

古い町並みとか，そぞろ歩きの町並みと，世羅町の花畑や田園風景という，お互いバッティ

ングしない素材同士を組み合わせて，何か写真家に訴えられるようなコンテンツがつくれ

たらおもしろいのではないかと考えています。 

あとはいろいろ，バスツアー誘致活動とか，ＰＲ活動とかあるのですけれども，将来的

に私たちがこのコンセプトで尾道松江線沿線を全部網羅できるとは到底思っていません。

花の観光農園としてできることをとにかくやっていこうというその思いだけでやっていま

すので，こうじゃない，こんな意見もあるとか，おれならこうするとか，どんどんこういっ

た発表の場を通じて，いろいろな方が意見を言い合って，結果，この沿線かいわいが盛り

上がればいいなと，そういうふうに思っております。 

何だかんだ言いましたけれども，平成 26 年度末には尾道市から松江市までつながるわけ

です。今，世羅町で開通しているのですけれども， 後も世羅町で終わります。吉舎とい

うところから，世羅町でまたつながるわけです。その辺にも運命めいたところを感じてお

りまして，そういった全線開通の暁には，ここへ挙げた私の夢であるとか，希望であると

か，それが一つでも二つでもかなえられるように継続的な活動と，自分の事業所の活動と

いうのをリンクさせながら，その結果，地域にたくさんのお客さんに来てもらって，その

中で自分たちにできないところを行政の皆さんに引っ張り上げてもらったり，私たちが考

えているアイデアを，それはおもしろいじゃん，使っていこうとか，そういうふうに思っ

ていただけたら非常にありがたいと思っております。 

自分のことというよりか，沿線のことに終始してしまったのですけれども，それに向け

て，26 年度末に向けて，こういった活動をしていこうと考えておりますので，興味のある

方は是非世羅高原農場まで御一報ください。どうもありがとうございました。 

 

（知 事） 

吉宗さん，ありがとうございました。ヤングファーマーだけに，また，お花を扱ってい

るだけに，すごく華やかな感じの挑戦で，すばらしいなと思います。何点かやはりポイン

トがあったと思ったのですけれども，一つは，冒頭におっしゃった自分の地域は自分でつ

くるというお話で，吉宗さんの場合には，この世羅町という，よく見るとお花の観光農園

もたくさんあるし，フルーツの観光農園もたくさんある。それをまた使って地域づくりを

やっていこうということに取り組んでおられるというところ。 

それから，花とワインとを結びつけて，また，写真ですよね。一つのことが広がりを持っ

ていくと思うのです。フォトガールというのが出ていましたけれども，今，実は写真を撮

る人の６割から７割が女性らしいのです。昔はカメラというと男の趣味みたいなイメージ

でしたけれども，今は女性の趣味になっていまして，これがまたぴったりくる。しかも，
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女性の写真家を活用されるということで，すごく発想を広げていらっしゃるなというとこ

ろがすばらしいなと思いました。 

そして，もう一つが三つのワイナリーが競っているところを，競うところは必要なのだ

けれども，協力をしようじゃないかというのを吉宗さんが触媒になって進められる。これ

がまた三人寄れば文殊の知恵で，いろいろな人が力を合わせることによってまた新しいも

のが生まれてくる。こういったことにつながるのではないかと思いました。本当にお花だ

けに夢のあるお話だったと思います。これからもヤングファーマーとして頑張っていただ

ければと思いますので，どうぞよろしくお願いします。それでは，もう一度吉宗さんに大

きな拍手をお願いいたします。 

 

（司 会） 

皆様，本当にすばらしい発表をありがとうございました。 

 

 

意見交換 
 

（司 会） 

それでは，湯﨑知事の未来チャレンジビジョンの発表と，ただいま行われました３人の

皆様の取組に関しまして，皆様の御質問と御意見をいただきたいと思います。 

なお，本日の懇談会は三原市，尾道市，世羅町での取組事例をお聞きして，この地域を

中心とした新たな広島県づくりを皆様とともに考えていこうというものです。このため，

質問と意見は，この趣旨と，これまでの発表を踏まえた内容のものでお願いしたいと思い

ますので，どうか御協力をよろしくお願いします。 

また，質問に際しましては， 初にお住まい，またはお勤めの市町とお名前，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。どうぞ。質問も挑戦で

すので，よろしくお願いいたします。 

 

（質問者） 

知事さんに対しての質問はございません。はっきりと分かりました。 

それで，百島の藤田さんに御質問したいと思います。「半農半芸（ちょっと魚）」という，

ちょっと魚というのが私にとっては非常に痛い話でございまして，藤田さんが定年の直後，

私のほうの漁協へおいでになりまして，非常に大きな夢を語っておられました。百島のア

サリ，それとこのイチゴをリンクして何かいいものをやろうじゃないかという御提案でご

ざいました。私は，漁業権は非常に難しいんだが，ひとつ，これは決断をして一緒にやろ
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うというふうにお答えしたと思うのですが，その後，音信不通といいますか，全くござい

ませんでした。ところが，今日は夢を堂々と語られますので，その（ちょっと魚）という

のを，せっかくの百島ですから，しかも，百島のアサリは日本一なのです。今，自然に回

転して，アサリが生まれるのは日本全国探しても百島だけなのです。そういった立派な資

源を持っておりますので，ひとつ，藤田さん，またやりましょう。私が 10 歳上ですから。 

 

（司 会） 

藤田さん，よろしくお願いします。 

 

（藤 田）  

ありがとうございます。一言だけ。実は，私のこの６次産業プロジェクトの中には，ア

サリとみかんとそれからイチゴと，その加工品をやろうと。ただ，アサリにつきましては，

島の漁業界さんがいろいろありますので，本当はそれをやりたかったのです。なぜかとい

いますと，独立行政法人水産総合研究センター 瀬戸内海区水産研究所 百島実験庁舎とい

うアサリの研究所のものすごいのができているのです。そこの所長さんと話をしておりま

す。研究部門は研究してください。それをすぐそばだから，百島のほうである程度受けて，

育て方とか何とか，そして，今のように高齢者のところでアサリを採るのにこうやって手

で掘ったりしていたのではとても間に合わんから，アサリの畑をつくりましょう。そして，

機械化ができるところは機械化して大いにやりましょうというような話を実はさせていた

だいておりますので，また改めて参ります。今までイチゴが忙しくて忙しくて，イチゴばっ

かりやっていたから，すみませんが，よろしくお願いします。 

 

（質問者） 

漁業権に配慮されて，おいでにならないのだなという推察はしておりました。しかし，

私は非常にワンマンでございますから，私がよろしいと言ったら絶対できますので，ひと

つ，挑戦してください。 

 

（藤 田） 

それを聞いて安心しました。百島の特徴は，アサリの研究所が莫大な施設を持ってやっ

ておられるわけですから，そこのノウハウを地元に落としてもらう。地元の漁協に落とし

てもらう。そのことが百島の活性化に対する一番大きな強みになってくるというように

思っておりますので，是非ひとつよろしくお願いします。 

 

（質問者） 

ほいじゃ，これでやりましょう。 
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（藤 田） 

はい。分かりました。 

 

（質問者） 

老人の漫才になりますので，二人がやりよると。よろしく。 

 

（司 会） 

素晴らしい質問をありがとうございました。ほかにどなたか，質問や御意見はございま

せんでしょうか。挑戦の場でございますので，若い人も手を挙げていただければと思いま

すが，いかがでしょうか。せっかくの機会ですけれども，よろしいでしょうか。 

残念ながらないようでございますが，すばらしい質問がございました。本当にありがと

うございました。 

 

 

挑戦発表 
 

（司 会） 

それでは，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。

ここでまた湯﨑知事にこの「私の挑戦」の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，よろしくお願いいたします。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。今のお二人，このつながりがまたつながっていくと，それだ

けで今日やったかいがあったなと思いますので，是非よろしくお願いします。 

それでは，「私の挑戦」について募集をしておりましたけれども，今回は一般２名，高校

生が２名，中学生１名の発表とさせていただいております。今日ここで皆さんに御発表い

ただく地域で取り組まれているいろいろな挑戦，これがまさに明日の元気な広島県づくり

になると思っておりますので，発表者の皆様も是非元気よくお願いしたいと思います。 

それでははじめに，三原市ボランティアセンター市民活動センターのコーディネーター

である小川和子さん，テーマは「被災地支援から学ぶ～災害教育について～」でございま

す。よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（小川）） 

小川です。よろしくお願いいたします。「みらい子育てネット・みはら」の斎藤さんも，
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いつも一緒に活動させていただいております。 

このたび，私３.11 大震災の被災地のほうに，３月末から７月まで３回ほど岩手県に入

りました。被災地は社協，また行政等の機能も低下しておりますので，その辺で災害ボラ

ンティアセンターを立ち上げ，また運営，そして，釜石のほうでは仮設住宅でのコミュニ

ティーづくりの支援に携わってきました。そこで，三原市というか，瀬戸内海と同じよう

な景色の山田湾というのがありまして，そこの沿岸部にある船越小学校という被災したと

ころに伺ったときに，校長先生にお会いしました。校舎の屋上まで車が打ち上げられるよ

うなすごい被害を受け，学校も被害を受けた。それでも 173 名の生徒さんが無事だったん

ですよということで，校長先生から直接お話を聞いたわけです。やはり学校側の誘導で無

事だったということです。それは先人のいわれ，先人の方の伝え，それから防災教育があっ

たということで，本当にそれが功を奏したと。しかし，生徒さんの 70％ぐらいが亡くなっ

たところもありました。 

私は芸予地震から高潮被害，災害ボランティアセンターを立ち上げ，コーディネーター

を今までやってきました。それから，防府であるとか，岩国であるとか，庄原にも被災地

支援に回りまして，それから災害研修や学習などに携わってきた中で，やはり子どもたち

にきちんと災害教育というか，防災教育を本当にやっていかないといけないと思っていま

す。教育委員会の方がいらっしゃるかどうか分かりません。私は教育者ではないのですけ

れども，福祉教育にはとても力を入れたりしていますけれども，やはり防災教育となりま

すと，自分の命，また福祉，環境すべてに，被災地を見ても分かると思います。そういう

ふうな形での教育がなされるのではないかと思っております。被災地を目にしたときに，

自分の命から始まる福祉教育，環境，それに携わったものを，これから私は被災地での話

をしながら子どもたちにも伝えていきたいし，地域の小さなサロンにも話しには行くので

すけれども，そういうのをやはり，被災地の話をしながら伝えていきたいと思っておりま

す。以上です。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。お話のとおり，今回の震災で非常に教訓になったことは，地

域それぞれの防災力を上げていく必要がある。つまり，どんな高い堤防をつくっても，ど

んなすばらしい施設をつくっても，やはり住民の皆様一人ひとりの防災あるいは災害に対

する意識の向上というのが本当に命を救っていくんだということが分かったというところ

であります。それにはきめ細かい，まさに，今，発表をいただいた小川さんのような住民

の皆様の活動がそこにつながっていくと思っておりますので，引き続きよろしくお願いし

たいと思います。もう一度拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

続いて，尾道市向島在住のフリーライターの宗近朗さん，テーマは「ここ瀬戸内だから
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できること」でございます。それでは，宗近さん，よろしくお願いいたします。 

 

（挑戦発表者（宗近）） 

どうも皆さん，こんにちは。対岸から参りました向島の宗近朗と申します。38 歳です。

フリーライターをやっておりまして，実家が農家です。向島の農家で育って，そして，今

は妻と子と暮らしております。私の今回の挑戦なのですけれども，このふるさと尾道市を

基盤として，瀬戸内の魅力を世界へ発信していくということをしっかりとやっていきたい

と思います。 

実は，私は４年前まで東京のほうで自然をテーマにした執筆活動，インタビューなどを

やってきておりまして，その仕事と一緒に，趣味の延長なのですけれども，キャンプイン

ストラクターも一緒にやっておりました。それで，あるとき私は栃木のほうの農家さんに

伺う機会がありまして，その電車の中か何かでふと思ったのですけれども，今，自分が関

わってやっていた活動というのは，なぜ東京でやっているのか。これは豊かな自然資源の

ある瀬戸内海，瀬戸内でできるじゃないかと，ふと思いまして，尾道市へ戻りました。 

地元に 200m ほどの山で高見山というのがございますが，その頂上へ十数年ぶりに登りま

して，この瀬戸内の四国側を眺めたときの光景に一瞬で魅了されました。これならできる

とはっきり自分でも確信しました。特に東京を見たから思うからなのですけれども，瀬戸

内は独特のゆったりとした包む空気感があります。その空気感というのが，あまりに漠然

としすぎるので自分の感覚でしゃべりますと，例えばレクリエーションという言葉がござ

います。気晴らしといった意味，そういった類の言葉になると思うのですか，レクリエー

ションを本来考えてみると，リ・クリエーション，再生や再創造，そういった意味になる

と思います。つまり，本来のもとの言葉にやっとなる。そうしたことを考えていきますと，

この瀬戸内というのは非常にポテンシャルの高い，自然資源，人的資源の高いところだと

思います。そして，ここの尾道市，山側，海側を縦につなぎます。そして，東京などの都

会から，そしてこの地域，この二つが十字路として交わる非常に魅力的な場所です。この

地域で活動することによって，瀬戸内の魅力というのはもっと変化したものとして倍増し

てＰＲできるのではないか。何かが生まれてくるのではないかと思っています。 

今，私は「Plus おのみち」という，地元のメンバー，20 代から 60 代の者たちでつくっ

ている旅をテーマに地域の人を元気にする専門家集団，なかなかごつい名前なのですけれ

ども，そういったところで活動しております。そちらのほうで自分たちが瀬戸内の自然資

源，そして， 大の資源の人，そうした人たちが輝くように，きらきら輝いて，そして生

き生きと生きられるようなツアープラン，サイクリングツアーのツアーガイドなどをやり

まして，そうしたプランをこれから世界へ発信していければと考えております。 

ただし，これではまだ足りないのです。何かあと一つ足りないのです。そこが私たちそ

れぞれのつながりだと思うのです。例えばこの山側の世羅町，海側の百島の藤田さんもい
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らっしゃいます。まちで三原市の斎藤さんもいらっしゃいます。この皆さんが，そして，

この会場にいる皆さんも，湯﨑知事もつながって，つながっていけば世界が驚くような，

おまえ正気か，マジかよというような，そのくらいのものがつくれるのではないかと考え

ております。多分それは「びっくりエーション」です。世界を驚かすような，そうしたも

のがこの瀬戸内の資源の中から生み出せる可能性があります。それを私はこれから追い求

めていきたい。是非皆様にも御協力をいただきたいと考えております。どうぞよろしくお

願いします。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

どうもありがとうございました。「びっくりエーション」，みんなでつながって，是非や

りたいと思います。まさに瀬戸内 海の道構想というのがそういうようなことかなと思って

いまして，各地のいろいろないいものをもっと掘り出して，それを横につなげていく。瀬

戸内海という一つの地域をテーマにつながっていく。それによって本当に世界に訴えるこ

とができるのではないかと思っています。自然をテーマにした執筆を，全国をご覧になり

ながら東京でやってこられた宗近さんがほかにはない瀬戸内の魅力に改めて気づかれたと

いうことでありますので，我々も意を強くして頑張っていたきいと思いますし，宗近さん

にも世界の人に通じるメッセージを是非筆の力で書いていただければと思います。どうぞ

よろしくお願いします。それでは，宗近さんにもう一度大きな拍手をお願いします。 

 

次は三原市の総合技術高等学校３年生の大畠和馬さん，テーマは「ふるさとを元気に～

オーナーシェフを目指して」です。それでは，大畠さん，よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（大畠）） 

皆さん，こんにちは。広島県立総合技術高等学校から参りました食デザイン科３年大畠

和馬と申します。私の夢は飲食店のオーナーシェフになることです。今は調理師として働

きたいという中学２年生のときに持った夢を実現させるために，食デザイン科で調理師免

許取得に向けて日々学習しています。集団調理実習の学習の一環として 300 食を超える中

華弁当をつくり，文化祭ではレストランやカフェを運営するなど，実践的な経験も重ねて

います。 

私は高校２年生のときに，広島県教育委員会が主催する高校生の起業家精神育成事業の

ビジネスプラン作成セミナーに参加したことがきっかけで，調理師として働くだけでなく，

起業して自分の店，飲食店を持ちたい，経営したいと思うようになりました。このセミナー

で私たちは高校生レストランというビジネスプランを作成しました。「にこばれ」の三原市

の方が高校生によるレストランの実現に協力してくださり，レストランはもちろん，私は

様々なボランティア活動をさせてもらいました。この経験からボランティアは人のためだ
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けではない。自分の成長のために必要なことだと気づきました。また，人に喜んでもらえ

ることが私にとって何よりの喜びだと気づき，サービス業を目指すことに確信が持てまし

た。このように私が大きく成長できたまちに恩返しがしたい。この思いのもと，私が目指

す飲食店は，そのお店があることで人が集まり，お客様も地域も元気になれるようなお店

です。広島空港がとても近い三原市なら世界にも発信できると思っています。三原市のタ

コ，東広島市西条のお酒，世羅台地の果物，尾道市百島のイチゴやアサリなど，近隣地域

と連携し，世界を視野に入れた飲食店をつくりあげたいと思っています。 

そのためには調理師としてだけでなく，自分がつくりたい店をどう組織し，どう動かせ

ば成功できるのか，大学に進学し，学ぶことが 善だと私は考えました。お客様にもう一

度来ていただくためには何が必要か。利益の追求。安心・安全の追求。そして，社会的責

任を果たしていくためにはどうしていくべきなのか。大学４年間で多くのことを学ぶ中で

見つけていきたいと思っています。 

これからもふるさとを元気に発信していけるような飲食店をつくりあげていくために挑

戦し続けていきたいと思います。以上です。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

大畠さん，ありがとうございました。今の国会議員に聞かせたい発表だったなと。本当

に自分のためは人のため，人のためは自分のためという，それを既に身をもって感じられ

て，地域に恩返しをしたい。しっかりとした考えのもとにオーナーシェフを目指していく

というすばらしい夢をお持ちです。是非世界をいろいろ見て回って，またこの尾道市に帰っ

ていただいて，出身は尾道市でしたか。 

 

（大 畠） 

出身は東広島なのですけれども，高校は三原市で，多くのことを学ばせてもらっていま

す。 

 

（知 事） 

いずれにしても，広島県に帰ってもらって頑張ってもらえればと思います。期待してい

ます。それでは，もう一度大きな拍手を大畠さんにお願いします。ありがとうございまし

た。 

 

次は，尾道高校３年生の弓取尚太さんです。テーマは「将来の夢～俳優になって笑いと

感動を届けたい」です。よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（弓取）） 
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尾道高校３年生の弓取尚太です。お願いします。 

僕は，今，俳優になることを目指して日々努力しています。私は尾道高校の演劇部に在

籍しており，毎年３回以上の定期公演を尾三地区を中心に行ってまいりました。時代劇か

ら現代劇まで幅広いジャンルの芝居と役をこなして，お客様に笑いや感動をたくさん届け

られるよう努力してきました。特に，笑いというのが私の高校では重要なポイントとされ

ていて，普通，演劇というものを思い描いてもらえれば，歌舞伎とかミュージカルとか固

いイメージがあると思うのですけれども，そんなことはなく，どちらかというと吉本新喜

劇のような自由な芝居を上演しています。笑いの中に感動を付け加えた心に残るような芝

居を日々目指しています。 

私は人を笑わせることが非常に好きで，毎回演じるキャラの個性を売りにして，会場を

沸かせるよう精進しています。お客様に笑っていただいたときが気持ちよく，達成感に満

ち，非常に楽しい気分にさせられます。野球でたとえるなら，満塁サヨナラホームランを

打ったような，そんな感じです。ですから，私は俳優になることを目指し，卒業後も演劇

を続けるために上京する予定です。厳しくつらい道になるでしょうが，絶対にあきらめず

精一杯頑張ります。 

そして，中国大会が今年度 11 月 26 日，27 日に開催されます。それぞれ県大会を勝ち上

がってきた中国５県の代表校がこの尾道市に集結し，尾道駅前のテアトルシェルネ，しま

なみ交流館があるのですけれども，そこで様々な芝居を上演します。私はその中国大会の

生徒実行委員長を務めさせていただいていますので，お客様に楽しんでいただけるような

大会が開けるよう努力いたしますので，是非会場にお越しください。とにかくおもしろい

です。興味がない方も一度足を運んでいただければ，必ず演劇にはまります。各校１時間

の芝居を上演しますので，１日に様々な人間模様を映し出したドラマがたくさん見られま

す。とにかくおもしろいです。まだ地区大会すら終わっていないので，どの高校が出場す

るかは不明なのですが，尾道高校はその中に入り込めるよう努力して，中国大会初出場を

ねらいます。これも俳優への登竜門だと思い， 後の大会を存分に楽しもうと思います。 

僕は広島が大好きで，自然が大好きで，あんまり東京とか行きたくないのですけれども，

俳優になるために行かなければいけないかなみたいな。是非僕が有名になったら，また広

島県に呼んでください。お願いします。ありがとうございました。 

 

（知 事） 

是非有名になって一緒に対談しましょう。 

 

（弓 取） 

お願いします。 

 

 － 29 －



（知 事） 

俳優というのは本当に大変な道だと思うのですけれども，頑張って，広島県としては広

島に残ってほしいというのがあるのですけれども，他方で，広島の外に出て，さっきの大

畠くんもそうですけれども，世界を知ってほしい。世界の中で輝く広島でありたいと思っ

ていますので，日本レベルと言わずに，世界レベルの俳優になって，広島県にまた帰って

きてもらえればと思います。それではもう一度大きな拍手をお願いいたします。 

 

それでは， 後の発表です。世羅町の甲山中学校３年生貞光得里さん，テーマは「豊か

な世羅のまちづくり」です。それでは，貞光さん，よろしくお願いします。 

 

（挑戦発表者（貞光）） 

私は世羅町立甲山中学校から来ました３年生の貞光得里です。「豊かな世羅のまちづく

り」について話します。 

私の住んでいる世羅町は，広島県の中東部に位置する豊かな自然や歴史的文化遺産がた

くさんあり，駅伝で有名なまちです。また，お米やナシなどの農産物が豊富に生産されて

います。景色がとてもきれいで，休みの日にはたくさんの観光客の方々が訪れるまちです。

この美しい自然を守るため，私たち甲山中学校の生徒は毎年６月に学校近くの国道 432 号

線沿道の美化活動をしています。以前は先生と生徒だけでやっていた活動ですが，昨年か

ら地域の方々に協力していただけるようになり，私たちの力ではできなかった作業をして

いただけるので，大変きれいにすることができるようになりました。地域の方々は草刈り

機や熊手を使い，素早く隅々まで手際よく作業をしてくださいます。私たち生徒は軍手を

して，地域の人たちが刈ってくださった山のようになった草を大きな袋に入れたり，ごみ

拾いや草取りをします。その後，この大きなゴミ袋は地域の事業所が地域貢献のボランティ

アとして回収してくださることになっています。この活動の時期はとても暑く，生徒や地

域の方々もみんな汗をいっぱいかきながら，休むことなく作業をします。この活動を通し

て，こんなにたくさんのすばらしいところがある我がまち世羅町を大事にしていかないと

いけないなという意識が高まります。また，地域の方々と交流することができ，私たちが

今，安全に生活できているのは，地域の方々の支えがあるからだと実感することができま

す。 

そして，こうした活動の意義を後輩だけではなく多くの世羅町の人々に広め，世羅町を

もっときれいにし，住みやすく，たくさんの人に訪れてもらえるところにしたいと考えて

います。 

８月 19 日，世羅町で初めて開かれた中学生子ども議会では，世羅町長さんに川沿いを含

めた美化活動のサポートをお願いしました。私は，このように世代を超えてつながり，き

れいで安心して，住みやすい豊かなまちづくりを進めていくことに挑戦したいと思います。
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私たちの手で，私たちの住んでいる世羅町をますます誇れるまちにしていきたいです。 

 

（知 事） 

ありがとうございました。学校でスタートした美化活動が地域に広がっていって，そし

て，行政も参加をするというか，行政にもお願いをしていくということで，どんどん広がっ

ていったということだと思います。中学生で嫌々やっていたら，きっと広がらなかったと

思うのです。この自分たちの住むまちをきれいにしたいという思いが地域の人にも伝わっ

て，それが広がっていったのではないかと思います。また，その中で自分たちが今あるの

がみんなのおかげであると。地域の人たち，あるいはこの世羅というところの自然，そう

いったところがあるから自分たちがあるんだということを実感されていった。それがまた

さらに広げていくエネルギーにつながっていったのではないかと感じました。本当に中学

生らしい，でも，それが周りを動かしていくというすばらしい挑戦だったと思います。そ

れではもう一度貞光さんに大きな拍手をお願いします。 

 

（司 会） 

本当にすばらしい挑戦の発表をありがとうございました。私も本当に感動いたしました。 

 

 

閉  会 
 

（司 会） 

以上で予定のプログラムは終了となります。 

それではここで， 後に湯﨑知事に本日のまとめをお願いいたします。 

 

（知 事） 

それでは，皆様本当にお疲れ様でした。時間も超過して大変申し訳ございません。 

今日は，斎藤さん，藤田さん，吉宗さん，そして，また今，発表していただきました皆

さん，おかげさまですばらしい会になったと思います。 

私は冒頭のプレゼンテーションで広島県を本当に変えていく力を持っているのは県民の

皆さんですというふうに申し上げました。あのプレゼンテーションだと抽象的なことを

言っているなとお感じになったかもしれませんけれども，今日のこういう発表を聞いてい

ただいて，本当に変えていく力を持っている原動力は一人ひとりの皆さんであるというこ

とを私は改めて実感しましたし，皆さんもお感じいただけたのではないかと思います。 

本当にこういった力，これをまたつなげて，大きなさらに広がるエネルギーにしていき

たいと思っております。また，挑戦というのは，今日の３人のプレゼンをいただいた方々
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はもちろん大変行動力もあって，周りを巻き込んですばらしい活動をされていらっしゃる

のですけれども，皆さん一人ひとりが，それぞれ自分ができる挑戦というのが私はあると

思います。その総和が広島県全体の力になっていくと思っております。是非一歩前へ，一

つ何か行動する。そういうことをまたお考えいただければと思います。 

それでは，今日御参加いただきました発表者の皆さん，また，聴衆として御参加いただ

きました皆さん，本当に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。 

というところで，実は終わりません。ごめんなさい。もう一つだけあります。それは何

かといいますと， 後私からのお願いで，実は県として今，取り組んでいることにがん対

策日本一というものがございます。この中で非常に重要なことが，がん対策というのは早

く見つけてしっかり治すということであります。そのためには検診を受けていただく必要

があります。早く見つかれば，今は，がんは治る病気になりつつあります。健康である今

だからこそ検診を受けていただくことが重要でありますので，是非おいでいただければと

思います。今月 23 日，日曜日ですけれども，フジグラン三原でがん検診の啓発イベントも

ございますので，是非御来場いただきたいと思います。 

ということで，がん検診の対象年齢は 40 歳とか，それぞれのがんによって違うのですけ

れども，がん検診を受けに行こうと思われた方，いないですか。受けていこうと思われた

方，ありがとうございます。是非実行してください。よろしくお願いいたします。 

それでは，以上でございます。本当に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方，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，皆様のチャレンジの輪を広げる組織である

「ひろしま未来チャレンジネットワーク」の申込書を出口で回収いたしますので，どうか

よろしくお願いいたします。 

本日は御参加をいただき，誠にありがとうございました。どうか気をつけてお帰りくだ

さい。 


