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開  会 

 （司会（八幡）） 大変長らくお待たせいたしました。 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。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，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） それでは初めに，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，大変お忙しいところ，また日曜日にもかかわらず，たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。 本日は，「湯﨑英彦の宝さがし－未来チャレンジ・トーク」と題しまして，２時間近くにわたりましてセッションを行わせていただきたいと思っております。 昨年，私が知事に就任して１年目ということで，仕込みと基盤づくりの年と位置付けまして，10 年間の基本計画になります「ひろしま未来チャレンジビジョン」を策定いたしました。今年はその実行の年に当たるのですけれども，その未来チャレンジビジョンを県民の皆様にもよく御理解いただきたいと思っておりまして，その御紹介をまずさせていただきたいと思っております。 さらに，その未来チャレンジビジョンの中でもテーマになっておりますけれども，県民の皆様がいろいろなことに挑戦をしていくことが新しい広島県づくりにつながっていくと考えておりまして，きょうは竹原市と東広島市，そして大崎上島町におきまして，地域でそれぞれ挑戦をされている３人の方のお話をお伺いする予定になっております。 そして，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づくり，これをどう実現していくかということを皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。 この宝さがし，きょうのようなイベントを今年は１年間にわたりまして県内８ヵ所で，それぞれの地域ごとに行いたいと思っております。 
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きょうはその第１回ですけれども，この会がきっかけとなりまして，皆様がそれぞれ，自分の職場であったり，あるいは学校であったり，あるいは地域であったり，あるいは何らかの共通する関心事項のグループ・団体であったり，それぞれの場で新しい挑戦をしていく。そして，新しい広島県づくりを行っていただく。そういうきっかけになれば大変ありがたいと思っております。 また，後ほど意見交換の時間もございますので，皆様の積極的な御質問，御意見をお願いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 これから，正確には 100 分間，おつき合いいただくことになりますけれども，どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。  （司 会） 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。   
紹  介 

 （司 会） それでは，本日の事例発表者の皆さんを御紹介いたします。発表者の皆さんは壇上にお上がりください。 御紹介いたします。 竹原市の休暇村大久野島支配人 義本英也さんです。 東広島市の前酒まつり実行委員長の杉本昇さんです。 大崎上島町の地域づくりに取り組むレッドレディース代表 辰田早智子さんです。 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）    よろしくお願いいたします。それでは，私のほうから先ほど申し上げました「ひろしま
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未来チャレンジビジョン」の御紹介を 20 分ほどかけて行いたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 冒頭申し上げましたけれども，この「ひろしま未来チャレンジビジョン」というのは，いわゆる昔の広島県総合計画に当たるものであります。今回は 10 年間の未来を見据えて，こんな広島県にしていきたいというものをビジョンという形でとりまとめています。 その基本理念なのですけれども，全体としてどんな広島県にしていきたいかということをまとめたものがこれであります。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，それを実現していきたいと考えています。 この「生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と，これだけ聞くとちょっと抽象的で，また，当たり前のように聞こえるかもしれませんけれども，今の広島県の現実を見ますと，実は人口の社会減と言いまして，転出する方と転入する方の差し引きが，ほとんどの世代で転出が多い。つまり，広島県から人が出て行っているというのが現状であります。逆に，こういうふうに「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」と思っていただければ，この人口の流出というのはこれから減っていくというふうに考えております。いろいろな人生のステージで広島県とかかわる機会が，いろいろなパターンであると思います。もちろん広島で生まれた人は，広島がふるさとになるわけですけれども，途中，転勤をして広島に来られたとか，あるいは保護者の方の転勤に伴って，子どものときに広島で過ごした。でも，ほかに引っ越した後も，広島はよかったな，また広島に住みたいなと思っていただけるような広島県を実現していくということでありまして，こういうふうに本当に皆さんに思っていただけたら，すばらしい広島県になるのではないかと思っております。 このビジョンの基本的な考え方ですけれども，まず，いろいろな状況があります。この10 年後を展望しまして，そのまま何もしなければどうなるかと言うと，実はかなり厳しい状況にあると思っています。後ほど御説明しますけれども，人口が大きく減っていったり，そういった中で所得はあまり伸びていないとか，また，そういう経済の状況の中で，これからたくさんいろいろな費用，お金がかかってくるわけです。そういうことを考えますと，そのままではよくない将来というのが予想されるところであります。それをもっと活力のある姿にしていく。そのためには一体何をすればいいのかということを考えていきたいということであります。 こういう姿をつくっていくことを考えたときに，どういったことを押さえなければいけないのか，大きく言うと２点あると思っております。１点目が，人口減少・少子高齢化であります。そして，２点目が経済活動をはじめとするグローバル化が起こっているということであります。 人口減少という点ですけれども，これから行政，あるいは皆さんいろいろなお仕事をされていると思いますけれども，仕事をする上でも，人口が減っていくということは頭に置いておかなければいけない一番大きなポイントだと思っております。 
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広島県の将来の人口推計を見ますと，現在，これは平成 22年ですけれども，284 万人広島県には住んでいます。平成 10 年が広島県の人口のピークで，288 万人でした。それから今まで少しずつ減っているわけであります。 ただ，これから先を見通しますと，この人口減少というのは非常に急速に進んでいきまして，平成 47年，今から 24年後には 239 万人，約 240万人弱であります。つまり，この290万人程度いたピークの人口から比べますと，約 50万人，人口が減っていくわけであります。50 万人というのは，この東広島市が大体 20 万人ぐらいですから，東広島市二つ分にしてもまだ足りないぐらい。つまり，東広島市が広島県から全くなくなってしまう。今回は大崎上島と竹原市からも来ていただいておりますけれども，恐らくその三つをあわせた倍ぐらいの人口が広島県からなくなってしまうという事態が起きるわけであります。50万人というと，ちょうど福山市ぐらいです。広島県から福山市ぐらいの大きさの町がなくなってしまう。というのが今から 20数年後の姿であるということであります。これは大変なインパクトがあります。 もう一つは，いわゆる少子高齢化というふうに言われていますけれども，高齢化が進むということは，働く人が減るということであります。人口の約 15％が減るということですけれども，生産年齢人口といって，15 歳から 65 歳の間の年齢の人，いわゆる働き盛り，仕事をする年代の人は２割も減少するという見込みになっています。 いま現在，高齢者を支える人口を考えますと，大体 2.8人，３人弱に１人で支えています。これが 20数年後になりますと，1.6人で１人，支えなければいけないという計算になっています。こういった事態をどういうふうに乗り切るかということがこれから非常に大きな課題になっていくということであります。 それからもう一つ，グローバル化という点ですけれども，これも皆様，御存じのとおり，今，世界でいわゆる新興国と言われる国が非常に大きく発展しつつあります。その一国が中国です。中国だけではなくて，アジアのいろいろな国，タイであるとか，インドネシアであるとか，あるいはベトナムといった国もどんどん発展をしようとしておりますし，南米であればブラジルであるとか，あるいはアルゼンチンであるとか，そういった国々が大きく発展をしてきているところであります。また，最近ちょっといろいろな形で勢いが静かになりつつありますけれども中東の国々，こういった国も非常に世界に出ていますし，これからまたアフリカの国々も発展してくるだろうと言われております。特にその中でもアジアの国々の発展のスピードというものは非常に目を見張るものがあるわけであります。 これまで日本は何度もグローバル化というものに直面をしてきました。どちらかというと，これまで日本が直面したグローバル化というのは，日本が世界に出て行くものだったのです。これは明治維新から後のことですけれども，明治維新自身がグローバル化だったわけです。海外から，まずアメリカから黒船がやってきて，あるいはヨーロッパからもやっ
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てきて，日本に開国を求めた。つまり，グローバル化しなさい。当時は国際化ということでしたけれども，国際化しなさいという圧力を受けて，日本が国際化をしていったというのが明治維新以来の出来事だったわけです。それをずっと続けてきました。 ところが，今は日本というのはむしろ内向きになっていると言われています。今，総合商社に就職された方が，商社に就職したのだけど，海外勤務には行きたくありませんというふうにおっしゃったり，あるいは，海外留学生，日本から海外に留学する人がとても少なくなったりしているという状況が起き始めています。ただ，そういう中で，日本は内向きで済むかと言うと，今，こういったアジアの国々が非常に盛んに世界に出て行っているわけです。当然のことながら，日本にもたくさん入ってきているわけです。一時，中国の会社が北海道の水源地を買ったりしまして大変な問題になったりしましたけれども，そういったことを押しとどめることはできないわけであります。そういう状況の中でどういうふうに対応していくのかということが一つ大きな鍵になってきます。 こういう人口減少やグローバル化といったことは，本当に明治維新のときに匹敵するような大きな環境変化だと私たちは思っております。というのは，明治維新のときには，グローバル化だけが進んでいったのです。でも，今は人口減少という，これまで日本が経験したことのない事態を我々は迎えています。日本はこれまで 2000 年，あるいは 3000 年以上の間，基本的に人口はどんどん増えていくということしか経験してきませんでした。特に江戸時代が終わった後，人口が急激に増加をしたわけであります。そういう中で高度成長を経験してきたわけですけれども，それは人口が増えていったということと，いわば二人三脚というか，人口が増えていったのでこれだけ豊かになったという側面が非常に大きいわけです。それと逆のことが今起きている。そういう意味では大変な危機にあると言えるわけであります。 そういう中で，でも，先ほど冒頭に申し上げたような，「広島に生まれ，育ち，住み，働いて良かった」というのは，日本に生まれて住んで働いて良かったというのと同じだと思いますけれども，それを感じることができるようにするためには，これまでどおりのことをやっていたのではだめであるということだと思います。 つまり，これまでうまくいったことをそのままやる。それでは，これからの大きな危機を乗り越えることは難しい。 明治維新のときにどういうことをやったかと言うと，国全体をひっくり返したわけです。士農工商という身分制度があったのを全部やめて，四民平等だというふうにした。あるいは，それまで律令や，武家諸法度とかはありましたけれども，いわゆる近代的な法律はなかったのですけれども，法律をつくり，憲法をつくる。あるいは，裁判所制度をつくる。近代的な警察を導入する。そういった社会にとってはひっくり返るようなことを明治維新のときにやりました。 今，明治維新のとき以上の大きな変化に直面していると考えましたら，それぐらい大き
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なこと，新しいことをやっていかないと，これからの社会を維持していくのは大変であるということであります。 つまり，新しいことですから，失敗するかもしれない。でも，失敗するかもしれないからやめておこうと言ったのでは変化が生まれないということです。失敗するかもしれないけれども，失敗をおそれずに，もちろん失敗しないためのいろいろな工夫を行った上で，新しいことに取り組んでいく。それが重要でありまして，それを挑戦と言っているわけです。逆に言いますと，簡単なことをやることは挑戦とは言わないのです。すぐにできること，できると分かっていることをやることは挑戦とは言いません。挑戦というのは，ひょっとしたら失敗するかもしれない難しいことをやるから挑戦と言うわけです。でも，その挑戦をしたら，うまくいったときには，それだけ大きなものを得ることができる。だからこそ挑戦が必要。特にこの厳しい時代に直面するに当たっては，それを行う必要があるということであります。 その挑戦をするときに考えたいことが幾つかあります。ここに挙げていますけれども，一つは「強み」を生かしたことをやる。つまり，せっかく何か挑戦するのですから，例えばがけを飛び越えるにしても，人によっては棒高跳びが得意だったり，人によっては走り幅跳びが得意だったり，それぞれ得意なことがありますから，その得意なことを生かしましょうということです。 それから「イノベーション」，これはよく聞く言葉ですけれども，要するに，新しい価値を生んでいきましょうということです。工夫によって，新しい価値をつくっていきましょう。 それから，今申し上げた「グローバル化」。 そして，もう一つ，今，広島県で進めておりますのは「県民主体」，実際にこういったことを行うのは県民の方であるということであります。つまり，広島県を本当に変えていくのは，広島県という行政機関や，あるいは東広島市，竹原市，大崎上島町といった行政ももちろんいろいろなことをやりますけれども，行政がやるだけでは本当に世の中は変わらない。例えば本当に経済活動をしているのは事業者の皆さんであり，例えば医療サービスを提供しているのはお医者さんだったり，看護師さんだったりするわけです。教育を変えるときに，本当に動かなければ変わらないのは誰かと言うと，先生です。そういったそれぞれの皆さんが新しいことに取り組むことによって変わってくる。 そして，その挑戦を今四つの分野に分けて考えています。『新たな経済成長』，『豊かな地域づくり』，『安心な暮らしづくり』，『人づくり』，この四つに分けて考えています。 それぞれの分野ですけれども，『人づくり』というところで言いますと，これからの将来像，これからの本県を内外から支える人材を育成して，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を整備するということであります。そういう中で，子どもたちが将来にわたってたくましく生きる力を持って，健やかに育っていく。グローバルな感
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覚を持っていく。また，若者が社会に貢献できる資質や能力を身に付けていく。社会人も，それぞれまたスキルアップをしていく。そして，女性，男性の区別，あるいはお年寄り，若いにかかわらず，すべての県民が活躍できる環境が整っていく。また，そういったことから，広島県に人が集まってくるといった状態，こういうことを目指していきたいと思っております。 そのために，まず，これは今の 10 年後の姿ですけれども，今，取り組んでおりますのが「留学生受入・定着倍増促進事業」，広島県に来る留学生を倍増させようという事業ですとか，あるいは「県立学校海外交流推進事業」，今，県立の高校が 80数校ありますけれども，そのすべての高校が海外の高校と姉妹提携を結びましょうといったこともやっております。 あるいは「イノベーション人材等育成事業」，中小企業あるいは中堅企業の優秀な方が，長期の研修をしていただいて，より優れた能力を身に付けていただく。このために１人当たり年間 400万円を限度に企業に補助をするといったようなことを進めています。 それから，『新たな経済成長』，新たな挑戦を行う企業や人が活発に活動し，イノベーションを通じて新しい経済成長のステージが生まれる。それによって魅力ある雇用や労働環境が創出されて，強固な経済基盤が整っていくというようなことであります。 この中にそれぞれ，新たな産業づくり，広島は自動車，造船，鉄鋼，そういったものが非常に強いわけでありますけれども，さらに新しい産業をつくっていく。 また，広島県は農林水産業が非常に弱いと言われていますけれども，しっかりと自立のできる農林水産業をつくっていく。 そして，観光。これまで観光というものはあまり力を入れて行われなかったのですけれども，「瀬戸内 海の道構想」というものをやっておりますけれども，広島ブランド，あるいは瀬戸内ブランドというものが確立されて，たくさんのお客さんに来ていただくといったようなことを目指しています。 また，「ひろしまイノベーション推進機構」，新しく事業に取り組む成長力のある企業を多角的に支援するといったものであります。 あるいは，「新たな産業クラスター形成」，これは自動車産業，あるいは造船といった，先ほど申し上げたような，今ある産業からほかの新しい産業をつくっていく。そういった産業集積をつくっていくというような事業であります。 それから，「国際ビジネス交流拡大事業」，中国やインドでのビジネスを拡大していくということを助けていくということをやっています。 それから，『安心な暮らしづくり』，医療・福祉・子育てなど，県民生活に直結した課題について，社会全体で取り組んで，すべての県民が安心して生活し，幸せを実感できる環境が整っている。医療でいえば，総合的ながん対策が日本一である。あるいは，子育て，県民が生き生きと暮らし，子育てするなら広島県でと選ばれる環境が整っている。そして，
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福祉・介護，支援や介護が必要な人が地域で安心して生活できる環境が整っている。こういった姿を実現したいと思っています。 このために，今，足元で進めていますのが，「高精度放射線治療センター」，これは，広島駅北側の二葉の里に放射線治療の中でも特に高度な治療を行うセンターというものをつくってまいります。今年からその設計に入るところであります。 また，地域でお医者さんが足りないので，それを適正配置する。そのための仕組みとして，「広島県地域保健医療推進機構」というものをつくります。これによって，地域で不足しているお医者さん，その地域にお医者さんを派遣するということです。これをこの機構が担っていくことになります。 そして，もちろん子育て支援事業，昨年いろいろ話題を振りまきましたけれども，引き続き，子育てに力を入れていきたいと思っています。 また，ドクターヘリが，お医者さんとともに，何か呼び出しがあったらすぐに現地へ向かうといったような事業，こういったことを進めてまいります。 そして，最後，『豊かな地域づくり』ですが，それぞれの地域がいろいろな主体と連携しながら，自らの創意工夫で多様性の中から新たな活力を生み出して，住みやすく，個性ある豊かな地域になっていく。細かく書いてありますけれども，それぞれ，都市部地域では機能的で魅力的な市町ができて，そして中山間地域では日常生活を支える機能がちゃんとある。そして，地域の特性や資源を生かした産業によって若者が戻ってきて，中山間地域ならではの環境の中でゆとりある生活が営まれていく。 また，平和の問題ですね。これも広島県の特徴としてありますけれども，こういった姿を目指しています。 そのためにやっておりますのが，一つは「瀬戸内 海の道構想」，瀬戸内海を中心とした地域がこの資源を活用して，たくさんのお客様に来ていただくといったようなことであるとか，あるいは，「過疎地域の未来創造支援事業」，これはそれぞれの過疎地域の町や市に計画をつくっていただいて，これから発展するということがみんなで確信できるようなそういう計画にして，それを県の力，市の力，あるいは町の力を集約して，それを実現していこうといったような事業を推進していっております。 こういったことによって，最終的には，冒頭に申し上げましたような「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」をつくっていくということであります。 そして，何度も申し上げますけれども，それをやるに当たっては，強みを生かして挑戦を行う。そして，新しい価値を生んでいくということが大事であると思っております。それで，実際に本当に広島県を変えていく力があるのは，県民の皆さんお一人ひとりであるということです。この県民というのは，個人個人ももちろんありますが，個人個人だけではなくて，それぞれの企業であるとか，あるいは団体であるとか，県の中で活動している
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活動主体すべてが本当の広島県の中身を形づくっているわけであります。その本当に広島県の中身をつくっている皆さんこそが新しいことに取り組んで，そして，広島県が変わっていくということであります。広島県としては，あるいは市や町と協力して，その皆さんの後押しをしていく。そして，大きく変わっていく。そういうことを目指していきたいと思っております。是非みんなで協力して，広島県の未来づくりに一緒に挑戦していただきたいと思います。 以上が「ひろしま未来チャレンジビジョン」の御紹介であります。まだまだこの短い時間だとお伝え仕切れない部分もありますけれども，未来チャレンジビジョン，我々のほうからお渡しすることもできますので，また機会があれば読んでいただければと思います。きょうはどうも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。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づくりを進めるためには，私たち一人ひとりの挑戦が必要であり，県も皆さんとともに挑戦を続けてまいりたいと思っております。 なお，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ので，どうかよろしくお願いいたします。   
事例発表 

 （司 会） これからは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，次の皆さんの事例発表に移りたいと思います。きょう事例発表をしていただく３名の方，既に御紹介がありましたけれども，それぞれの地域で積極的に活動して，まさに，私が今，申し上げたような本当に県を変える挑戦をされていらっしゃる方です。今のチャレンジビジョンの中身ではちょっと抽象的で分かりにくかったかもしれませんけれども，一体どんな挑戦なのか。すごく難しいことなのかと。いやいや，日々皆さんがやっていらっしゃるということで，その御紹介をさせていただければと思います。 まず初めに，竹原市の義本英也さんにお願いしたいと思います。義本さんは休暇村大久野島の支配人をしていらっしゃいます。大久野島とその海を生かしたにぎわいづくりなど，豊かな地域づくりに取り組んでいただいております。発表のテーマは「大久野島の滞在型
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観光振興の取組について」であります。それでは，義本さん，よろしくお願いいたします。  （義本（事例発表者））    ありがとうございます。ただいま紹介にあずかりました休暇村大久野島の義本と言います。私，最近テレビに出ることが多くなりまして，海に飛び込む支配人で有名になってしまいました。後ほど画像も多少出てくると思いますが，お楽しみになってください。 早速ですが，知事もイクメンで有名でございますが，私，この年，52 歳になるのですが，上が９歳，下が３歳の息子がおります。次男を連れていると，ほぼ間違いなく，「きょうはおじいちゃんと一緒でよかったね」と言われるのですけれども，私も最近否定しなくて，「はい。孫と散歩です」と言っております。 その次男が，きょう実は幼稚園の参観日なのです。それを押して出てまいりました。妻からは裏切り者と言われてまいりましたので，よく聞いておいてください。 休暇村は全国で 36ヵ所ありまして，その中，転勤でいろいろあるのですけれども，私は11 年前に兵庫県の竹野海岸という城崎の近くの，カニがおいしいところです。そこで支配人をさせていただきました。そのときは，大阪に近いのもありまして，比較的支配人が頑張らなくてもお客様がそれなりに来ていただく場所で，楽をさせていただいていたのですけれども，そこが苦労せず過ごしたのがたたったのか，７年前にどん底の雲仙の休暇村に行きました。雲仙と言いますと，普賢岳が噴火してからずっと売上げが下がりまして，雲仙と言うと大体皆さんは温泉だと思いますが，実は温泉でもなかったのです。非常に商売的に苦しいところに行きまして，何をやってもだめなのです。売上げも上がらないから，お金もかけられない。どうしようと思って，そこで先ほどからありましたチャレンジですね。挑戦をしないといけない。あれをやってもだめ，これをやってもだめ，こんなことをやったらだめかなと言っているところが負けてしまうのかなと思いましたので，どうせ無理と思っていても，「どうせ」を「せめて」に，せめて私１人ぐらい頑張らないといけないかなと。周りは，どうせあそこは誰がやったって無理ですよと言われていたのですけれども，私は，せめて私ぐらい頑張らないと，と思いましてやったのです。 ちょうど韓流ブームがありまして，ヨン様がブームでした。チェ・ジウが雲仙に来たらしいのです。それでえらく話題になったので，チェ・ジウかヨン様でも呼べたらと思ったのですけれども，なかなかヨン様を呼ぶお金もなくて，「冬のソナタ」がヒットしていましたので，冬のソナタ，冬のソナタ，冬のソナタと考えて，「そこのアナタ」というのをつくったのです。ばかにしているでしょう。意外や意外，これがものすごくヒットしたのです。これはもう３枚目ぐらいのチラシなのですけれども，おかげさまで大ヒットしまして，そのまま写真を使うとまずいので，ちょっとそれらしい感じでつくってみたのですけれども，これが，本当にありがたいことに，長崎市内にチラシをまいたのですけれども，それが非常にヒットしまして，福岡からテレビ局も来ていただきまして，九州全体にこのＰＲをし
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ていただきまして，最近変わったねと言っていただくようになりました。休暇村って，こんなことやっていましたっけというふうになったのです。 これがそこそこヒットしましたので，その次です。このままでずっといけないと思って，次，ヨン様の映画が「四月の雪」というのが，御婦人方はひょっとして知っていると思いますが，冬のソナタの後，「四月の雪」というのが，はかない恋の物語で，四月の雪はすぐとけてしまうという物語だったのですけれども，四月の雪，四月の雪で，「十月の鍋」というのをやったのです。十月の鍋をやったのですけれども，誰も分かってくれなかったのです。それでも，一応企画をつくったものですら，大分引っ張ったのです。次に「一月の鍋」というのもやったのです。スンドゥブという，ちょうどお豆腐のチゲ鍋みたいなのが流行っていたころなので，スンドゥブを付けて「一月の鍋」というのをやったのですけれども，これは本当に大コケでした。誰も分かってくれない。かけていることすら分かってくれない。そもそも，「四月の雪」の映画もヒットしなかったので，これは本当に全然だめでした。 ただ，チャレンジして，この御時世，だめだったら，次にやればいいじゃないかというふうに頭をすぐ切りかえました。さっきもありましたように，失敗したらだめとか，失敗したら困るとか，失敗するから嫌だというので，チャレンジしないほうがだめなので，何でもかんでもとりあえずやったらいい。政治でも，行政でも，何でもそうですけれども，１回やりだしたら，さっきの一月の鍋ではないですけれども，１回やってしまうと，途中でだめと分かっていても，そのまま行け！みたいなところがあると思いますけれども，今の御時世は途中で変えればいいと思うのです。 一月の鍋はだめだったので，結局，「そこのアナタ２」というのにしました。これはそこそこうまくいきました。途中ですぱっとあきらめて，ごめんなさい。こっち側にしますというふうにチャレンジしていただければいいかなと思います。 結局，雲仙の売上げが，私が行ったときが１億 1,000万円ぐらいだったのですけれども，出るころに１億 8,000万円ぐらいまで，大分収入も伸びてまいりました。その後大久野島のほうに転勤することになるわけです。 ここが大久野島でございます。３年前の４月に着任しまして，忠海から船で来ていただくわけですけれども，これが島の風景です。テニスコートがあったり，プールがあったり，リゾート地ではありますけれども，ちょっと行きにくいところです。船に乗っていかないといけない。店も何もないですから，夜は何もないです。宴会の後，何もすることがない。 島には毒ガスをつくっていたという過去の歴史もありまして，毒ガス資料館とか，今年卯年で，卯年ネタでたくさん来ていただきまして，下に兎人（うさんちゅ）と書いていますけれども，これは悪人ではないです。うさんちゅと読むのですけれども，兎の人，海人（うみんちゅ）とか島人（しまんちゅ）とか，沖縄でありますね。あのブームに乗っかって兎人というのをつくってみたのです。これが意外とヒットしております。 島の中にはいろいろな遺跡もありまして，小さい４㎞ぐらいの島なのですけれども，こ
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れだけせっかくいろいろあるのに，１泊で帰ってしまうのはもったいない。そこで，１泊で帰ったらもったいないなと思ったので，「なーんにもしない３泊」と，島のデメリットをメリットに，何もないから何もしないでくださいと。３泊しませんかというプランをつくったら，これが本当にヒットしたのです。意外や意外，ヒットしまして，３泊がヒットしたんだったら，この瀬戸内には魅力がいっぱいあります。海の道構想ではないですが，私は３年前に考えましたから，大久野島の周辺にあちこちいっぱいあるのです。幸いにして私どもは船がありますので，クルージングを付けて，この大久野島周辺を回ってもらおうと思いまして，３泊が大丈夫だったので５泊はどうかと思いまして，毎週月曜日に御集合いただいて，火曜日は島内を案内，しまなみクルージングをうちの船で行って，竹原の町並みに行って，また金曜日は瀬戸内海のクルージングに行く。そうすると，竹原も今まであまり人が来ていなかったのも，どんどん交流人口が増えてまいりまして，周辺の島の方々も結構観光に御案内したので喜んでいただきました。 この５泊のプランは大体月曜日からなのですが，東北の人が日曜日から行きたいと。ＥＴＣの割引があるので日曜日から行ったほうが，日曜日 1,000円で来て，最終日土曜日で帰りますので，往復 2,000円で行けるので，日曜日から泊まらせてという方が結構増えてきたので，つくったのが日曜日スタート６泊プランという，ＥＴＣ割引ですよというプランをつくったのですけれども，知事，どうしましょう。きょうでＥＴＣ割引が終わってしまいました。このチラシをいっぱいつくったのですけれども，この後どうしようかとちょっと私は本当に真剣に悩んでいます。とりあえず，この後，６月の後半から７月もこのプランがありまして，地元のアトムさんとかアヲハタジャムさんとかも見ていただいて，竹原をどんどん紹介しています。こういうプランが大変ヒットしました。 ３泊ヒット，５泊，６泊と来ましたから，次は 30泊プランというのをつくってみました。「日本人よバカンスに目覚めなさい」という大層なプランなのですけれども，ちょうど今日インバウンドの話も出ましたけれども，せっかくですから，インバウンドもしたいなと。30泊と言うと，日本ではなかなか今までなかったので，欧米型のプランかなと思いながらつくったのです。日本全国だと，韓国とか中国とかのアジア系の観光客が一番多いのですけれども，広島県はアメリカが一番多いのです。だから，得意な分野を伸ばすというのであれば，せっかくですから，広島空港もよくなったし，延長したんだったら，アメリカからの本土便とか，大阪府の知事と手を結んでいただいて，関空経由の便も，本土から来ていただいてもいいかなと。今のタイムスケジュールはアウトバウンド状態なので，インバウンドに向いたようなタイムスケジュールに変えていただくとか，ローコストキャリアとか今出ていますので，そういうのを呼んでいただければいいかなと。 ちなみに，韓国とドイツからたくさんのお客さんが来られていたのですけれども，うちも震災の原発の影響で，全部取り消しになりまして，その後，先週やっとドイツからのお客様が帰ってまいりまして，来週，韓国からエージェントの方が来られますので，ちょっ
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とずつ盛り返していっているかなと思っています。 これがオールインクルージングの 30泊プランですけれども，30泊で 19 万 8,000円ですから，今，アパートを借りている方はいかがでしょう。食費も全部ついております。光熱費もただでございます。アルコールも全部ついております。まあ，それは冗談ですけれども，まさかそんなにいないだろうと思っていたのですけれども，今，一番最高が 500泊していただいています。前に知事に来ていただいたときは 400泊ぐらいだったのですが，あれがずっと続いておりまして，500 泊を超えた方がいらっしゃいます。ほとんど住んでいるような方です。 その方とは別の方なのですけれども，東京から来られている方で，大体 20泊を何回も繰り返す方もいらっしゃいます。この方が東京で今，原発とか停電とかうっとうしいので，東京から呼んできましたと 20 人を呼んでくれたのです。20 人が 20泊していただくわけで，それだけで 400 人です。そのお１人も 500泊ですから，500 人ですよね。500 人のお客様を呼ぼうと思うと，なかなかしんどいです。400 人も難しいです。ただ，20 人を 20泊していただく。１人を 500泊していただくと，今，お客様が１万 5,000 人ぐらい，私が最初に赴任したときより増えていますので，そうすると入湯税だけで 150円ですから，多分 200万ぐらいは竹原市も税金で儲かっていると思うのです。自慢話ばかりしてもあれですが，最後に，これが平成 19 年度，ここは私の着任前です。20 年度から来たのですけれども，対前年，ずっとお客様の数も伸びて，売り上げが４億円ちょっとで引き継いだのですけれども，去年が５億 5,200万円，今年が，今４，５，６月はお客様にたくさん来ていただいて，テレビの影響とかもありまして，多分今年６億円ぐらいいくのではないかと思っております。着任から２億円ぐらい増えますので，それは自慢話でも何でもなくて，ちょっと目先を変えるとか，やり方を変えて，本当にチャレンジをすれば，だめかもしれないと思っているようなことでも，１回やってみて，今の御時世，引き戻して，ごめんなさいでもいいと思いますので，是非皆さん方も，だめだ，だめだと言わず，何か一つつかんでチャレンジしていただければと思っております。ばーっと早口で言いましたけれども，以上でございます。ありがとうございました。  （知 事） 義本さん，ありがとうございました。スライドがまだ出ていますけれども，日本国内において中国のような成長をしているすばらしい実績だと思います。まさに，イノベーションであるとか，挑戦であるとか，そういったものがてんこ盛りの休暇村ということで，それが本当にこんなに身近にあるということで，すばらしいことではないかと感じます。ありがとうございました。引き続き挑戦していただいて。500 泊はギネスブックにも載るのではないかという気がしますので，どこまで伸ばせるか，是非挑戦して。  
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（義 本）  ありがとうございます。お客様に頑張ってもらいます。ありがとうございました。  （知 事） 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，続きまして，東広島市の杉本昇さんにお願いしたいと思います。杉本さんは，昨年，東広島市の酒まつり実行委員会の実行委員長として，酒まつりの開催を通じて，豊かな地域づくり，そして人づくりに取り組まれていらっしゃいました。本年度は直前実行委員長として，引き続き酒まつりの開催に取り組んでいらっしゃいます。 発表のテーマは，「酒まつりの歴史と未来へのチャレンジ」です。それでは，どうぞよろしくお願いいたします。  （杉本（事例発表者））    改めまして，こんにちは。昨年，一昨年と実行委員長を務めさせていただきました杉本と申します。テーマは，「酒まつりの歴史と未来へのチャレンジ」ということでお話をさせていただきます。 さて，この次のページが問題なのですけれども，先ほどの義本さんもこんなページをつくっておられなかったので大変恥ずかしいのですけれども，知事も義本さんもイクメンということでしたけれども，私はイケメンなので，こういうのをつくってしまいました。自己紹介シートです。私は 1998年，第９回の酒まつりに，神輿部隊担当ということで初めて参加いたしました。酒まつりのかかわり合いがある中で，商工会議所青年部というところに入会しまして，それ以来 14年間，携わらせていただいております。そして，先ほども言いましたように昨年，一昨年と実行委員長を務めさせていただきました。 酒まつり実行委員会，ちなみに，実行委員会とはどのような組織かと申しますと，このようにいろいろな団体がかかわっている組織であります。主催する観光協会をはじめ，東広島商工会議所，東広島青年会議所，西条酒造協会，東広島市文化連盟，ボランティアガイドの会，暴追協などといった団体や，東広島市役所さん，ＪＩＣＡや，広島国際センターといった養成機関や，また，広島大学，近畿大学工学部，広島国際大学といった大学関係者など，多くの団体に参加をいただいて構成をされております。 それでは，この酒まつりがいつ誕生したのかと申しますと，1990 年に第１回の酒まつりが行われました。それまで 1960 年代より当時の西条酒造組合が行っていました「西条酒まつり」と，1970 年代より市やＪＣや青年部といった団体で行われていた「みんなの祭り」を合体させた形で第１回の「酒まつり」が開催されました。 ちなみに，東広島市は 1974年，昭和 49年に，賀茂郡の４町が合併をして生まれました。当時，市が目標とされたのは，人間と自然の調和のとれた学園都市でございます。合併し
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て，広大の総合移転，広島中央テクノポリスなどによって，急速な地域経済の発展や，複雑なコミュニティーの形成といったことが課題とされていました。 また，前年には旧４町の商工会が解散されて，商工会議所が設立されたということもありまして，東広島まちづくりフォーラムや東広島まちづくり委員会を立ち上げられるなどして，ふるさと意識の醸成，地域間交流，新しい地域文化の創造ということを目的に，風土が生んだ市の代表的文化「酒」をテーマに，豊かな心の触れ合いの場を創出するという酒まつりが誕生したのです。 1997年には第８回目の酒まつりが行われましたが，この会の酒まつりから東広島市観光協会の主催事業となりました。パレードが中心だった第１回目の開催時で，来場者は 3.5万人でした。その次の年，美酒鍋会場が登場しました第２回の開催時で 5.5 万人，そしてその次の年，当時では 600銘柄のお酒を集めた酒ひろばが登場した第３回目で８万人と，開場するたびに来場者は前年比 50％近く増加するというような人気ぶりでした。ちなみに，この第８回のころで 18 万人の御来場があったと聞いております。 ちなみに，これは昨年の様子ですけれども，来場者は 24 万人ありました。昨年からは本格的にごみのリサイクルに取り組みました。福山のばら祭りのように，中学生のボランティアが 2,000 人集まるような仕組みは確立されておりませんけれども，大学生のボランティアを中心に，本当によく頑張っていただきました。 酒まつりの三本柱といたしまして，酒まつりのその名を一躍有名して，郷土料理までにしたと言って過言ではない美酒鍋，そして，昨年は日本全国から 922銘柄を集めて，２日間で１万 6,000名を超える皆さんに楽しんでいただきました酒ひろば，そして，全国にも類を見ない酒蔵が軒を連ねた酒蔵通り，酒まつり開催時には，各蔵元で趣向の凝らした催し物が開催されております。その他，主な会場といたしまして，ざっとこんな感じです。 酒まつりでは，お酒を飲んでいただく，お酒を使った料理を楽しんでいただく，そのこと以外にも楽しいイベントが盛りだくさんです。先ほど酒まつり企画の背景というところでも申し上げましたけれども，豊かな心の触れ合いの場，そして，地域特性を生かした地域文化の創造を実現させるために，幅広い分野，具体的に言えば，文化とかスポーツとか音楽，展示会や物産展といった観点からもお祭りをとらえて，より多くの市民参加と交流を目指して，たくさんの会場を設けております。 そして，祭りに欠かせない陰の実力者たちということで，酒まつりは私を含めてボランティアで成り立っている祭りです。 昨年は，開催当日は市内の大学生を中心に，いろいろな企業，また，いろいろな団体，実行委員会のメンバーも含めますと，２日間で 1,338名の皆さんに御参加いただいて成り立ちました。 今まで酒まつりがチャレンジしてきたこと，ということで，空き地や公園を利用させていただいていろいろなイベント会場を設けています。前年どおりが全く通用しない中，奮
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闘してきました。 日ごろから実行委員会メンバーで，どうしたら皆さんに喜んでいただけるか。その先に，にぎわいのある，活気のあるまちづくりにつながるかということをいつも話し合っています。 私たちが先輩たちから引き継いだものをこれからの若い人たちにバトンを渡す。私たちはその一時代を担っているに過ぎないと思っております。そういった人の絆の連鎖をその時代，その時代で一生懸命にチャレンジしてまいりました。 今年からは新市庁舎の建設が始まって，今後は市民ホールとか，玄関口であるＪＲ西条駅の建替えも予定されております。西条駅周辺でまた一層様変わりいたしますので，人の流れも変わってくれば，工夫の仕方もまた変わってくるということになりまして，さらに，魅力ある酒まつりに向けてチャレンジしていきたいと思っております。 最後，御案内ですけれども，今年の酒まつりは 10月８日，９日，２日間ございます。酒まつりの新たなチャレンジを体感しに，是非御来場いただきたいと思います。このパワーポイントのデータは，広報部隊担当に無理矢理，１週間前に言ってつくっていただいたこともありまして，みんなの力で，私が代表でこの場に立たせていただきました。つたない説明でしたけれども，御清聴どうもありがとうございました。以上です。  （知 事） 杉本さん，ありがとうございました。酒まつり，２日間で 20万人ということで，東広島市の人口ぐらいの人数が２日間で来るということですから，かなり大きなお祭りだと思います。それが全くのボランティアの皆様だけで成り立っている。大きなイベントというと，フラワーフェスティバルなどもそうですけれども，企業がかなり実際には中に入って運用されることが多いのですけれども，それがボランティアだけでこれだけ大きなお祭りになっている。まさに東広島の強みである「酒」というものを中心に，全国の方に知っていただいているということだと思います。また今年もたくさん来場者の方が来られることをお祈り申し上げております。私もこれまで２回参加して，一度もお酒を飲んだことがありませんので，今年は是非お酒をいただきたいと思います。よろしくお願いします。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します。  （杉 本）  ありがとうございました。  （知 事） それでは，最後の事例発表になります。大崎上島町の辰田早智子さんです。辰田さんは，空き家を「よってみんさい屋」と名付けて活用されて，地域の方々が憩い，また楽しめる
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場の提供を行っていらっしゃいます。安心な暮らしづくり，そして豊かな地域づくりに取り組んでいらっしゃることになろうかと思います。発表のテーマは，「地域の交流の場づくりと拡がりについて」（～『いきいきよってみんさい屋』～）です。それでは，辰田さん，よろしくお願いいたします。  （辰田（事例発表者）） ありがとうございます。はじめまして。私は大崎上島町の辰田早智子です。島に生まれ育ち，大崎上島が大好きな私です。 「いきいきよってみんさい屋」をテーマに発表させていただきます。私が住んでいる大串は，高齢化率 50％を超える地域です。若い人や子どもは少なく，何をするにも難しいムードが漂っていました。空き家を生かして地域の憩いの場，「よってみんさい屋」を始めて13年になります。毎週，火曜日と金曜日に開設。運営しているのは，よってみんさい屋のメンバー43名です。 きょうは，私たちの活動について，ほんの少しだけお話ししてみます。その前に，大串にボランティア活動が根ざすきっかけとなったのが，平成８年のひろしま国体でした。緑地帯への花いっぱい運動に参加し，花づくりに協力した仲間が，国体後も活動を続けたいと大串花の会を結成いたしました。そのとき，お金もない，労力も足りないという壁にぶつかって出会ったのがコミュニティーデザイナーの望月南穂先生です。「いいところですね。知恵や力を寄せ合って，大串の風景に合った花づくりをしましょうよ。ゆっくり，緩やかに，楽しく」と言われて目が覚めました。そうか。大串はいいところなんだ。 それから，大崎町社会福祉協議会が地域福祉力をつけようと，赤い羽根ボランティア研修を開催いたしました。そのとき，大串から参加していた６人が意気投合して，レッドレディースと名付け，「よってみんさい屋」を開設することになりました。普段は話がごちそう。特別なことはしません。スタッフは，お茶とお菓子を出したら，あとはこたつを囲んでおしゃべりの輪に加わります。地域のお年寄りが集える場所と思って始めたのですが，子どもが寄ったり，若い人が訪ねてきたり，だれでも好きなときに寄って帰る自由な場所です。ここに来れば誰かがいるからええのと，１人暮らしのお年寄りにも好評です。しばらく来ないと，どうしたん。様子を見に寄ってみようかという声が出ます。実は，このおしゃべりの中に地域の課題が見えてくるのです。大串にたった１人のお医者さんが亡くなられたとき，お年寄りたちはとても心配しました。具合が悪くなったらどうすればいいんだろう。それで，社協に相談すると，当時，社協の嘱託医だった先生が来てくれるようになりました。病気や医療に関するちょっと難しい話も，おもしろ，おかしく話してくださるので，毎回みんな熱心に聞き入っています。よそからわざわざ聞きに来る人もあるほどです。かれこれ 100 回近くになりました。 保健師さんの健康チェックも行っています。 
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また，金融機関の統廃合で，地域で金融の窓口がなくなるというとき，これから年金をおろすのにはどうしようかという話で持ちきりでした。これじゃいけんというので，仲間の１人が郵便局に働き掛けて，簡易郵便局の開設にこぎつけました。なんと，よってみんさい屋のお隣。これで安心。それと同時に，よってみんさい屋に入ってくる方が増えてまいりました。 ときどきイベントをします。外の人にも声をかけます。この花を御存じですか。皇帝ダリアです。秋になると，大崎上島のあちこちで咲いています。この花を大崎上島の花にしたいねと，よってみんさい屋で講習会を開いたのがきっかけです。遠くは九州，島根などとも交流ができました。このときの講習会の先生はよってみんさい屋に来ているお年寄りです。 これは，しめ縄づくりです。子どもも参加しました。先生は，外部から名人を招いたり，大串のお年寄りだったり，いろいろです。 中でも，よってみんさい屋ギャラリーは，お年寄りの手作り作品や，家にあるお宝をみんな見てもらおうというところから始まり，会を重ねています。はじめは地域内だけだったのが，ほかの地域からも出品する人があり，それに連れて，遠くからも見に来るようになりました。昨年は，沖浦地区と合同ギャラリーを開設することができました。そのとき，布ぞうりづくりの講習をしたところ，見ていたほかの地区の人から，うちでもやってと招かれました。講師は大串のお年寄りです。そのいきいきぶりは，びっくりするほどです。 ときにお客様が来ることもあります。この日は，広島商船の学生さんがハンドベルを聞かせてくれました。大串の皆さんの協力を得て，なつかしの写真展をしたときです。大いに盛り上がりました。 よってみんさい屋から，この人に会いたい。１年ですごいゲストをお招きいたしました。京のわらじ医者，早川一光先生です。よってみんさい屋のいきいきを本物にしてくれました。「橋のかからない不便な島なのです」と言うと，「それがいいんだよ」と直ちに答えが返ってきました。老いても，病んでも，呆けても，人間の幸せのあり方とは何か。早川先生から学びました。 活動の長続きの秘訣は，一つは，お知らせのチラシです。やっぱり広報は大事。活動を始めて３年ぐらいのマンネリ化したときに始めたもので，おかげで 215号になりました。この手づくり感がいいと言ってくださる方もいます。 もう一つは，食べごとです。大ごちそうでなくて，昔食べた押し寿司や芋団子，家でとれた野菜を出し合いみんなでつくって会食すると，みんな笑顔になります。それぞれの得意分野に応じた役割分担と，お互いさまの気持ちです。問題が生じたときは，みんなで一緒に考え，話し合って活動してきました。振り返ってみますと，思いもかけないいろいろなことができました。よってみんさい屋から大串全体へ，大崎上島へ活動が広がり，たくさんの人とつながりができました。これが私たちの宝です。お年寄りがやっぱり大串がえ
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えの，安心して暮らせると話しているのを聞くと，大変うれしいです。住み慣れた大串で，互いに行ったり来たりしながら，生き生き暮らしたい。これまでも，これからも，それは私たちの願いです。以上です。ありがとうございました。  （知 事） 辰田さん，ありがとうございました。私もよってみんさい屋に行かせていただいたのですけれども，お年寄りの方も皆さん生き生きとされていて，口だけで言うと，なかなか分からないと思うのですけれども，みんな生き生きされていますとよくいろいろなところで聞かれると思うのですけれども，本当に皆さんお元気そうで，しかも，自分たちの力で郵便局まで引っ張ってこられたという，皆さんが力を合わせと，こうやりたいという思いがあると，それが実現していくというのがあらわれているということがよく分かりました。ありがとうございました。それでは，皆さん，もう一度大きな拍手をお願いいたします。  （辰田）  ありがとうございます。  （司 会） ありがとうございました。   
意見交換 

 （司 会）  それでは，湯﨑知事の未来チャレンジビジョンの発表と，3 人の皆さんの取組事例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。 なお，本日の懇談会は，竹原市，東広島市，大崎上島町での取組事例をお聞きし，この地域を中心とした広島県の目指す将来像と新たな広島県づくりの実現に向けて，皆さんとともに考えていこうというものです。 このため，質問と意見交換はこの趣旨と，これまでの発表された内容を踏まえた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，最初にお住まい，またはお勤めの市町名と，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，質問をしていただきたいと思います。どなたか，ございませんでしょうか。  （質問者 A） 
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湯﨑知事に質問させていただきます。私は大崎上島町のＡといいます。 単刀直入に言いますと，明治維新のお話を出されましたけれども，維新というか，私も日本を洗濯するしかない状態になっていると思っていました。湯﨑知事がそういうことを言われたので，私もすごく感動しました。 幕末に四藩同盟というのがあったのを御存じでしょうか。広島県も，実は薩摩，土佐，長州，あの同盟に最後の最後に加わっていたのです。坂本龍馬とか，各藩の名だたる志士も連なって締結されたのが呉市豊町の御手洗なのですけれども，それは坂本龍馬が亡くなる９日前のことだったのですけれども，龍馬さんが死んだこともあり，その場にいた一番若かった御手洗の方が 60 年後まで口を閉ざしていたといった経緯もあって世の中に知られていないのですけれども，私はこの間たまたまそういう事実を知りまして，広島県のこれから，広島は原爆が落ちて，東日本は今から復興する。広島はモデルケースというか，復興してきたわけなので，広島の役割は大きいと思っているのですけれども，まだ今のところ，広島がその復興の先頭に立って支援しているようには思えないので，いろいろな活動をしていきたいと思っているのですけれども，質問としましては，広島が世界平和を目指していますけれども，そこら辺まで担う役割をどうお考えでしょうか。  （知 事） ありがとうございます。今，世界平和についてどういうふうに取り組むかという御質問でしたけれども，最後の私のスライドの中にもあったのですけれども，ちょうど今年，「国際平和拠点ひろしま構想」というものをつくることを進めています。まだ委員会は立ち上がったばかりで中身はこれからなのですけれども，広島市が非核平和運動というものを中心に平和問題に取り組んでいらっしゃるわけですけれども，非核，いわゆる核兵器の廃絶を実現するためには，核兵器の問題だけではなくて，その核兵器を保有している原因となっている様々な課題，昔で言う冷戦であったりとかするわけですけれども，そういった安全保障の問題であるとか，あるいは，最近は地域紛争がテロリズムを生んで，テロリズムが核兵器を保有したいというふうに勢いとしてなってきているということ。あるいは，そういったものの背景に，飢餓であるとか貧困というものがあります。そういったものを全体としてとらえて取り組んでいかなければ，最終的には核兵器の廃絶というところにもつながらないということで，そういう少し大きな視点からとらえた平和問題に広島としてどういったことが貢献できるか。しかも，広島というのは，世界の人が名前を知っているところでありますので，ある意味で言うと力を持っているのですけれども，その力を使ってどんなことができるかということをいろいろな学識者に参加いただいて考えているところです。 具体的に今，考えていますのは，いろいろな平和に向けた理論，研究をしなければいけない。それから，その平和活動の実践をしなければいけない。それから，メッセージを発
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信する。メッセージを発信することによって，世界の人が動いていく。そういうことをしなければいけない。こういった三つの側面があると思っていますけれども，これについて具体的にどういうことができるかというのを検討していきたいということになっています。この秋には，これを国連に持って行って，国連でもまた発表していきたいと考えておりますので，また秋以降，お話しさせていただきたいと思います。ありがとうございました。  （司 会）  よろしいでしょうか。どうぞ。  （質問者 B） おもしろいお話をありがとうございました。私，竹原市から来ましたＢと申します。知事に質問させていただきたいのですが，よろしいでしょうか。お話の中で，広島県がこれからビジョンをつくる中で，観光に力を入れて，いろいろなことを進めているとおっしゃったのですけれども，実は私，竹原で生まれて，竹原で育って，今，生活の関係上，日本を出て生活をしているのですが，広島から来た，出身地は広島だと言うと，例えば原爆が落ちても人が住めるのかとか，65年経っていますけれども，そういう話をよく聞きます。今回福島の事故がありましたけれども，それ以降は，例えば広島のもみじ饅頭を持って行っても，受け取ってもらえなかったりすることがよくあるのです。そういう中で，例えば広島を，もしくは竹原を，広島県を外から見た視線，外から見てどういうイメージを持たれているのか，そういうことに対して特にどういう意見なのかということをお聞きしたいのです。広島を外から見たらどういうイメージで見ているのか。そういうことを考えていくと，地域の観光，その活性化につながるのではないかと思いまして，質問させていただきます。よろしくお願いします。  （知 事） ありがとうございます。外から見たというときに，日本国内の外からと，海外の外からと二つあると思うのですけれども，日本の国内の外からということで言うと，大体これは共通していまして，去年調査も実際にしたのですけれども，広島と言うと，やはり原爆ドーム，宮島，もみじ饅頭，お好み焼き，牡蠣と，大体これで終わってしまうのです。これは実は非常にもったいなくて，昨年，東京で旅行雑誌の記者の人たちに集まっていただいて，広島を御紹介することをやったのです。20 人ぐらい来ていただきました。そこで，皆さんに例えば広島のお魚を振る舞うと，太刀魚とかいろいろあったのですけれども，「魚，おいしいんですね」とおっしゃるわけです。我々広島の人間にとったら，魚がおいしいのは当たり前。広島は魚がおいしいところだと我々思っていますよね。それが日本の中でも有名
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だと思っているところがありませんか。思っていますよね。ところが，東京の人はちっともそんなことは思っていないのです。魚がおいしいところは北海道だと。あるいは金沢だと。こういうふうに思っているのです。でも，金沢に行くと，金沢の料理人の人が，広島から来たと言うと，広島のほうがお魚はおいしいじゃないですかと。その人は，どうも広島で修行して，金沢でお店を開いている人だったらしいのですけれども，それぐらい実はあまり知られていないということなのです。 海外に行くと，さらにもっとイメージが狭まって，やっぱり原爆ドーム，原爆のイメージ。それから，今は少し宮島も広まっていますけれども，その二つぐらいしかないのではないかと思います。 「瀬戸内 海の道構想」というのを申し上げていますけれども，本当にたくさん実際にはいいものがありますよね。食べ物で言えばお魚もそうだし，あるいはフルーツもそうだし，実はお米も，日本で一番おいしいお米がとれるところの一つです。もちろん自然美，島々の景色であるとか，あるいはこの山並みですね。これもとてもきれいなところだと思います。こういったことをもっともっと知っていただくということが，これからの広島県，あるいは中国地方や瀬戸内の地方の発展の鍵になるのではないかと思っているところでございます。  （司 会） どうぞ，お願いします。  （質問者 C） 高屋町に住むＣと申します。よろしくお願いします。私も酒まつりにちょっと携わっていますけれども，今，人口が 40 年で 50万人減ると言われたのですけれども，人口が減るのをこまねいて見ているわけにはいかないと思うので，全国的にも人口は減ってくると思うのですけれども，凡人には分からないのですけれども，未来にチャレンジしていくためには，人がいなくてはチャレンジできないので，価値観の問題もあると思うのですけれども，県全体として人口を増やす方法とかも，皆さんと考えていったらいいのではないかと思っております。よろしくお願いします。  （知 事） ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりだと思います。人が増えるためには，一つは，もちろん子育てというのが非常に大事になってきますので，その子育て施策というのも，単に子どもに優しいとか，優しいからいいというだけでやっているわけではなくて，これからの人口問題を考えたときに，女性が，あるいはその家族が，子どもを産みたい，子育てをして楽しいと感じていかなければ，これから子どもは増えていかないので，
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そのための施策というのをいろいろ進めているところです。 それからもう一つ，外から広島にやって来ていただくということも，先ほどの社会増減という話ですけれども，非常に重要であると思っています。そのためには，まず最初にあるのはやはり仕事だと思います。仕事がないと，いいところだと思っても，なかなか住むには至らないというのが現実でありますので，霞を食って生きてはいけないということです。そのために実は「経済成長」というものを当面大きな施策の柱にしています。つまり，今年もそうなのですけれども，当面の間，先ほどの四つの分野のうち，「人づくり」の部分と，これは人がすべての基礎であるということと，あるいは子育てを含めて人を増やさなければいけないということ。それから，もう一つは「経済成長」。経済が回らなければ，人はなかなか現実に住んでくれませんし，また，いろいろなところにお金が回らない。例えば福祉をやるにしても，医療を提供するにしてもお金が必要です。それを回すための経済力が要る。ということで，この二つを当面の大きな県政の柱として進めているところであります。ありがとうございました。  （質問者 C） 安全な広島県ですから，地震もあまりないから，大丈夫だと思います。  （知 事） ありがとうございます。  （司 会） ありがとうございました。この後，私の挑戦を会場から発表させていただきたいと思いますので，次で最後の質問とさせていただきたいと思います。女性の方，先ほど手を挙げておられましたが，どうぞ。  （質問者 D） 八本松に住んでおりますＤと申します。今，いろいろなことを行っている中でこのごろ思っていることなのですけれども，ただいま鞆の浦の問題が出ておりまして，知事さんも間に立って大変だと思います。住む方たちと，文化ですか，守るという間で大変だと思います。私も鞆の浦は一度行ってみたいと前から思っていたところですけれども，そこは万葉集の宝庫です。瀬戸内の海沿いは全部万葉集にいっぱい書かれているものですので，これこそ日本の誇る文化だと思います。 ついこの間読んだのですけれども，羽仁もと子さんのつくった婦人之友ですか，その中に出ておりました日本文化を紹介しておりますドナルド・キーンさんという方が，棟方志功さんのお孫さんとの対談集の中で，日本の景色の中でどこがいいですかと聞いたら，鞆
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の浦は日本一だそうです。それだけはいつも，いろいろな質問を受ける中で，そこはどうしても外せないところだとおっしゃっていました。それは，今おっしゃったように，しまなみやら，町の景色やらすべて，遠景から全部ですけれども，本当に大事な文化ですので，それは大事に，間で上手に調節していかれたらいいなと思います。 そして，今，原発などは皆さんまだ迷っているときだと思いますけれども，これからの時代はそこを飛び越えて，大きな面から考えたら，心とか文化の進化のほうにいかなければいけない時代でもあると思います。そういうところを考えて，最初にお話しなさったしまなみ構想ですか，その中に上手に折り込んでいただいたり，キーンさんは日本文化センターをつくっておりますし，そして，永住すると言っていましたので，それこそ利用できる方というか，助けていただける方を大勢お呼びになって，知恵を出して，外国からもたくさん観光客を呼べるように，もちろん日本は広島から，日本全部から皆さんが来れるように，大きな一大ツアーのようなものができたらいいのではないかと思います。ちょっと野次馬的で申し訳ないのですけれども，よろしくお願いいたします。  （知 事） ありがとうございます。鞆の浦の件につきましては，御存じのとおり，今，住民協議会というのをやらせていただいております。これは，鞆の浦の問題について，地元として，どういうふうにしていくのがいいか，非常に狭いところですけれども，その狭い鞆の浦というまちをどういうふうにしていくのか，何がいいのかということを考えていただく。本当の意味でそれを考えられるのは住民の皆さんだと思います。その住民の皆さんに今，いろいろ御議論いただいているところであります。これは，いわゆる架橋という観点からは，賛成をされる方と反対をされる方と両方いらっしゃるのですけれども，それぞれの立場はあっても，いろいろ共通することはたくさんありますので，どういうところが共通するのかということを見い出していく。そのために，丁寧で十分な話し合いをしていくことが大事だと思っておりますので，今，そこに向けて頑張っているところです。 もちろん鞆の浦を含めて，広島，あるいは瀬戸内海には，先ほどから申し上げているようにたくさんいいものがあると思っておりますので，皆さんに来ていただけるようにしていきたいと思っております。ありがとうございました。 
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挑戦発表 

 （司 会） それでは，時間がまいりましたので，次の「私の挑戦」の発表に移りたいと思います。 湯﨑知事には，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，引き続きよろしくお願いいたします。  （知 事） ありがとうございます。 それでは，募集をさせていただいておりました「私の挑戦」ですけれども，若い方からたくさん申し込みをいただいております。きょうは，その中で何名か発表をお願いしたいと思うのですが，きょうここで皆さんに発表していただきます地域で取り組んでいるいろいろな挑戦が，まさに明日の元気な広島県づくりのためになるのではないかと思っています。是非皆さんもじっくり聞いていただきたいと思います。 それでは，最初に広島大学の佐々村沙織さん，テーマは「学生の就職活動支援」です。それでは，佐々村さん，よろしくお願いいたします。  （佐々村（挑戦発表者）） 皆さん，こんにちは。広島大学法学部法学科４年に在籍しております佐々村沙織と申します。まずは，義本様をはじめ，３人の皆様のすばらしい御発表，本当に聞き惚れておりました。ありがとうございました。本当に３人のすばらしい皆様の発表からしたら，つまらないものになってしまうかもしれないのですが，精一杯話させていただこうと思います。 さて，私の服を見ていただきたいと思います。スーツです。別にドレスコートがスーツだと思って着てきたわけではありません。これはちょっと特殊なスーツです。リクルートスーツです。最近，広島市内でこれを着た学生の方を皆様よく見かけると思います。彼らは就職活動生です。そして，私がやっている挑戦というものは，就職活動支援になります。 ちょっとお恥ずかしい話になるのですが，私が大学２年生のときに，私の２歳上の姉が就職活動に失敗いたしまして，本当に衝撃を受けました。そこで一体何が起こっているのだろうということを調べ始めまして，実際に就職関連本を 50冊以上読んでみたり，内定者や社会人の方，ハローワークの職員の方々，30名以上にお話を伺ったところ，本当に驚愕の事実が浮かび上がってまいりました。関西と関東，あそこの学生たちは本当にすごいです。そちらと，広島の学生の差であったり，あとは内定の二極化と呼ばれるものであったり，就活のシステム化と呼ばれるものであったり，本当に驚いたのは，20代の若者たちの半分が非正規雇用である現実とか，本当に驚愕いたしました。そこで培った知識であったり，そういう事実をもしうちの姉が，もっと，１，２年前に知っていたら，変わっていた
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のではないか。就職活動で失敗しなかったのではないかと思いまして，そのとき，就職活動支援をしようと決意をいたしました。 具体的には，大学でサークルを設立して，今，40名程度ですが，そこでディスカッションであったり，面接の練習を行ったり，また，他サークルの方々と協力して，就活塾のようなものであったり，合宿のようなものを開催いたしております。また，リクナビさんや日経ナビなどの企業の方々をお招きして，講義活動のようなものを行っております。 昨今，もともとの不景気に加えて，震災の影響でかなり就職活動が悪化しております。実際に，私も，大学の友だちも，かなり就職活動で苦戦をしておりまして，苦しい状況下，どこの大学でも同じだと思うのですが，非常に学生たち，苦しんでおります。 就職というものは，それからの 50 年を左右してしまうものだと思います。つまり，就職がその後の人生を決定すると言っても過言ではないと私は思っております。これからの広島，日本の未来を背負っていく，まさに湯﨑知事が探しておられる宝である学生をどうにかして皆様で有効活用というか，埋没させないように生かしていただければいいなと思っております。 そのために，私たち学生をはじめ，行政の皆様，また企業の皆様，そして大学，そして，ここにおられる県民の皆様方に，是非就職活動というものの状況を把握して，みんなで連携して支援を行っていければいいなと考えております。 現在，私は既に後輩の支援活動に乗り出しておりまして，先日も 100名程度，３年生を対象にイベント開催を行いました。これからの学生生活，残り１年もないのですが，その中で自分がどれだけの活動ができるか，まだ分かりかねますが，精一杯頑張って，少しでも広島の学生の方々を無事就職させてあげられるように，精一杯頑張ってチャレンジしてまいりたいと思っております。以上になります。ありがとうございました。  （知 事） ありがとうございました。本当に元気に発表いただきまして，広島の未来は明るいなという感じがすごく伝わってくるような感じでしたが，佐々村さん御自身も４年生だから，就職活動をされて，その間にも就職支援活動をされていたと思うのですけれども，大変な苦労ではなかったですか。  （佐々村） そうですね。特に１月，２月までずっと支援活動を行っていたので，ほとんど自分の就職活動が進まないという状況に陥ってしまいまして，でも，何とか企業様には振り向いていただきまして，ありがとうございます。  （知 事） 
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こんな方だったら皆さん放っておかないですよね。でも，本当に佐々村さんをはじめとして，学生の皆さんが就職に苦労しないように，広島県の経済がもっともっと活性化していくことが大事だと思いますので，それは我々も頑張っていきたいと思います。どうもありがとうございました。  （佐々村） ありがとうございました。  （知 事） それでは，続いて西条農業高校の下村友美さん，お願いします。テーマは，「幅広い年代の方に西条柿を届けたい」です。 
 （下村（挑戦発表者））    私は，西条農業高校に通っている生活科３年の下村です。私の学校には７つの学科があり，数年前からそれぞれの学科の特色を生かしたブランド品づくりをしています。例えば園芸科でしたらイチゴ，畜産科でしたら学校で飼育をしている豚を使ったソーセージづくりなどです。 私たち生活科は，西条発祥と言われている西条柿を使って特産品をつくることで，西条柿が西条発祥だということを地域の方に知ってもらい，地産地消を進めていくことや，地域の農業活性化に貢献していきたいと考えています。 そもそものきっかけは６年前，西条柿の生産者の方から，「西条柿は西条発祥の柿だということを地域の人に知ってもらいたい，西条での生産をもっと増やしたい」という思いを聞き，私たちが少しでもその手助けをすることができればと考えました。どうしたらそれに応えることができるのか。農業高校で学んでいる私たちにできることは何かと考えたとき，思いついたのが西条柿を使ったクッキーでした。これがその西条柿を使ったクッキーです。このクッキーは，スコットランドのショートブレッドというクッキーをもとにつくっています。ショートブレッドは，小麦粉とバター，砂糖，そしてさくさくの食感を出すためにコーンスターチを使っています。そこで私たちはこの米どころ西条でできたお米の粉を使った米粉を使って代用できるのではないかと考えました。そして，製造と販売を通して，西条柿のよさを多くの方に広めようと，園芸まつりなどの地域のイベントに積極的に参加し，販売，宣伝活動をしています。そして，いろいろな方に食べていただきましたが，柿が歯にくっついて食べにくいという意見を一部の方からいただきました。そこで，今年は西条柿を使用したカップケーキづくりにチャレンジしようと思っています。今，学校で様々な条件のもと試作を繰り返していますが，柿の味が弱いなどの改善点が多く，完成への道のりはまだ遠いですが，あきらめずに試作を進め，研究を進めていきたいと思います。 
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私自身，あまり柿が好きではありませんでしたが，西条農業高校に入って，柿クッキーを食べて，柿が食べられるようになり，柿が好きになりました。柿が苦手な方でも，食べておいしいと感じてもらえる，柿が好きだと思ってもらえる，そんな皆さんが食べて笑顔になれるようなものをつくり，皆さんに届けていきたいと思います。 そして，ゆくゆくは，私たちが考えたアイデアをＪＡさんや企業の方に認めてもらい，地域のブランド商品として店頭に並ぶことを夢みています。また，知事には後ほど柿クッキーをお渡しいたしますので，よろしければ召し上がってください。以上で終わります。  （知 事） ありがとうございました。本当にありがとうございました。愛すれば好きでないものも好きになるという，すばらしいお話だったと思います。そして，義本さんもおっしゃっていましたけれども，失敗してもまたやり直せばいい。新しいことをまた挑戦して，そして，いいものをつくっていけばいいということだと思います。 そして，地元を愛する心というのが，いろいろな形で，周りの人にも元気を与えていくのではないかと，そういったお話ではなかったかと思います。これからももっともっとおいしい柿のお菓子づくり，頑張ってください。どうもありがとうございました。  （下 村） はい。ありがとうございました。  （知 事） それでは続いて，今度は中学生のお二人です。西条中学校の保田知哉さんと新田時実さん，テーマは「僕たちの学校の伝統『組曲西條』」です。それでは，よろしくお願いします。 
 （新田（挑戦発表者）） 先ほど湯﨑知事の言われた地域づくりに関しては，僕たち西条中学校では，総合的な学習の時間の組曲西條というものを通して，地域づくりに取り組んでいます。僕は新田時実です。  （保田（挑戦発表者）） 僕は保田知哉です。よろしくお願いします。  （新 田） これは，西条に昔から伝えられてきた西条酒造り唄や盆踊り，酒造りの所作などを歌や踊り，太鼓などで表現した総合芸術です。組曲西條は，これらの地域文化の伝承と創造を
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目指して，10 年前の平成 14年度につくられました。僕たち３年生が 10代目になります。  （保 田） 組曲西條には６つの部門があります。太鼓，合唱，男踊り，女踊り，広報，舞台演出部門です。僕たちはそれぞれの部門に分かれて努力していることがあります。それは，息を合わせることです。米をとぐとき，息をあわせるのと同じように，太鼓も，踊りも，合唱も，息を合わせることでよりよいものをつくろうと努力しています。  （新 田）  僕は，この組曲西條で太鼓部門を担当しています。この組曲で僕が努力していることは姿勢です。組曲西條では，長時間低い姿勢を保ちます。練習では元気な声を出し，迫力のある音を出せるように，手にまめができたり，ばちが折れたりしながらも頑張っています。僕がこの組曲西條で自分に力がついたと思うことは，仲間と心を合わせることです。心を合わせるというのは，口で言うのは簡単ですが，実際にやるのはとても大変です。練習の中で，みんなが心を合わせ，一つのものをつくりあげようとする気持ちがなければできません。よい演技をたくさんの方に見ていただきたいという気持ちで，心を一つに頑張っています。これからさらによい演技ができるように，心を一つに頑張っていきたいと思います。様々なことを教えてくれた組曲西條に感謝して，これからも頑張っていきたいです。  （保 田） 僕が組曲西條で学んだことは，支えるということです。支えてくれる仲間，支えてくださる先生方，支えてくれる保護者，そして，応援してくださる地域の方々，僕たちはたくさんの方々に支えられています。僕は仲間を支えることのできる人間になりたいです。そして，支えてくださるたくさんの方々に恩返しとしてよい演技ができたらなと思います。 僕たちは 10月９日日曜日に中央公民館で組曲西條を演じます。これは東広島の酒まつりの一環で演じるもので，僕たち 10代目にとっては最も大きな舞台であり，最後の舞台です。東広島だけでなく，多くの地域の方々に見ていただき，地域の伝統である酒造りや地域の文化について知っていただきたいと思います。そして，西条中学校の伝統を次の代に受け継いでいきたいと思います。 僕たちには一つ夢があります。それは，見ていただいた方に勇気と元気と生きる希望を与えたいということです。そのためにも，先輩から受け継いできたこの組曲西條を伝承し，できるだけたくさんの方々に見ていただき，感動を与えたいです。そして，郷土への誇りを持って，組曲西條を表現していきたいです。これで西条中学校の発表を終わります。ありがとうございました。  
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（知 事） ありがとうございました。西条の伝統を題材にして組曲西條ができて，それがまた新しい西条中学校の伝統になっているということですね。第 10代ですけれども，これからも新しい伝統を引き続きみんなに受け継いでもらって，そして，それを地域の方にたくさん知っていただくと，西条の伝統自体もまたみんなに広がるということで，ぐるぐる回っていく。すごくいいことではないかと思います。また，皆さんもお聞きになってお感じになったと思うのですけれども，本当に中学生の若い２人が，あるいはクラスのみんながこうやって頑張っている。我々大人も頑張らなければと思ったのではないかと思います。どうもありがとうございました。 これまで学生の方ばかりだったのですが，次は一般の方で，大崎上島町の地域での櫂伝馬に関する発表になります。藤原啓志さん，テーマは「『旅する櫂伝馬』大崎上島伝統文化の継承」です。それでは，よろしくお願いいたします。  （藤原（挑戦発表者）） こんにちは。大崎上島から来ました藤原啓志と申します。きょうはよろしくお願いします。 昨年から，大崎上島から宮島まで櫂伝馬という伝統の和船を使って，２日間かけて約 80㎞を漕ぎきったのですけれども，櫂伝馬競漕は大崎上島に伝わる伝統行事で，約 250 年ぐらいの歴史があります。 僕も小学校のころからずっと乗っているのですけれども，その櫂伝馬が高齢化の影響とか，僕も高校を卒業して，大学進学して，就職も含めて外に出たのですけれども，そういう島外に出る若者がたくさんいて，漕ぎ手がどんどん減っています。その伝統の櫂伝馬を何とか子どもたちに伝えようということで，島に残っている若者でこういう新しい企画を立ち上げました。 伝統の櫂伝馬競漕ですけれども，さっき西条の酒まつりでも言っていましたが，祭りというのはすごく地域にとっても大事だと思っていて，さっきの酒まつりも，ほとんどの人がボランティアでやっていると聞きました。大崎上島の祭りも全部ボランティアでやっています。７月，８月に櫂伝馬競漕があるのですけれども，夏が近づけば，今年も櫂伝馬の季節がきたなということで，大人から子どもまで準備を進めて当日を迎えます。そういう大人から子どもまでが関われる行事はなかなかないと思うのですけれども，そういうものを僕の子どもにも伝えていきたいですし，これからもずっと大崎上島の伝統として残していきたいと思っています。 きょう，この場に来て，島外の人で，地域が好きで頑張っている人がたくさんいたので，みんなに出会えてよかったなと思っています。こういう新しいことをしていると，地域の人から伝統の櫂伝馬を勝手におろして，宮島まで行ってとか，僕自身がいろいろなことを
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言われることがあって，僕は頑張っているのに悪いことをしているのかなと思うことがいっぱいあるのですけれども，きょうここに来て，一緒に頑張っている人を見て，よかったなと思います。きょうは本当にありがとうございます。  （知 事） ありがとうございました。新しいことを始めると，どうしてもそれを批判する人たちが出てくるのですけれども，でも，これまでどおりでは，櫂伝馬の伝統もなかなか厳しい局面にあったのだと思うのです。それを，新しいことに挑戦をして，もう一度新しい伝統をつくっていく。そういう気合いでやっていらっしゃるのだと思います。本当にありがとうございます。これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。  （藤 原） ありがとうございます。  （知 事） それでは，最後になります。事例発表にもありました東広島市の酒まつりに関する発表になります。2011 酒まつり実行委員長の村上孝治さんにお願いします。テーマは「新コンセプトでの祭の充実にチャレンジ」です。どうぞよろしくお願いします。 
 （村上（挑戦発表者）） 皆さん，こんにちは。私，先ほども杉本さんのほうから発表のありました酒まつりの今年度の実行委員長をさせていただきます村上と申します。よろしくお願いいたします。 まず，今回の東日本の震災がありまして，酒まつりのほうも，今年の開催についてどうかと，いろいろな意見がありまして，議論を重ねた結果，この祭りやイベントから，このまちの振興につなげていきたい。また，この元気を伝えていきたいということの中で，今年も開催をしていこうということに決定いたしました。 先ほどもありましたように，10月８日，９日，土日に開催しますので，どうぞよろしくお願いいたします。 また，市民の皆様方のおかげをもちまして，今年で 22回目を迎えます。昨年につきましては 24 万人の方に御来場いただきました。本当に県内，また，県外と，注目される祭りになってまいりました。 そういった酒まつりなのですけれども，我々が行っております酒まつりは，シンボルに酒を掲げてお祭りをいたしております。これは，よく言われるのですが，決して酒屋さんだけの祭りではない。私も含め，前におります杉本，またこの会場にもボランティアで一緒に活躍をしておりますメンバーが集まっておりますけれども，そうではない，市民の祭
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りだということで開催しております。 また，お酒自体にある魅力，力というものがあると思います。いろいろな楽しいことがあれば，お酒というものはそれをまた倍増させてくれる力があります。そして，悲しいとき，つらいときには，心を癒してくれる。また，人と人が語り合って絆を深めていくというときにも力を貸してくれます。こういったお酒をシンボルにしている祭りだからこそ，こういうときに全国に力を発信していきたい，また元気を発信していきたいということで，頑張っていきたいと思っております。 また，先ほどの題にありましたけれども，新コンセプトということの中で，我々，お酒というものができるまでに，人，水，米，これらがあったからこそ，ここに全国に名だたるお酒ができてきたというふうに思っております。ですから，我々が守って，伝承していくべきものは，人，水，米ではないかということの中で，新たにそういうことの中から，絆会場というものを，コンセプトの中から人というところの部分で新たにつくってまいります。震災の方に支援ができるようなチャリティーコンサートみたいなものがあったり，心にしみいるようなコンサートを行ってみたりということで開いていきたいと思っております。是非とも，新しい会場もできておりますので，参加していただきたいと思います。 また，祭りというものが，行うことによって，損得のないところで人と人の絆ができていくということがあります。その絆があることによって，まちおこしになっていくのではないかと考えております。 また，豊かで住みよい郷土づくりに貢献して，我々が持っております人と人のつながりみたいなものを一緒に新しく参加をしてれるメンバー，若い子たちに，その人脈といいますか，人の持っている絆というものを伝承していけるのが祭りであると信じております。そこが，私ども祭りを行っている者としては一番大事なところかなと思いまして，酒まつりという絆まつりを今後とも長く継続して続けていきたいということに私は挑戦をし続けていきたいと思っております。 先ほど西条中学校の方も言われておりましたけれども，大変すばらしい演技でございます。見ていただければ分かると思いますけれども，本当に涙が出てくる感じで，感動を与えてくれます。 そして，美酒鍋もあり，おいしいお酒もありということですので，是非ともここにおられる方は一度お越しいただきたいと思いますし，知事につきましては，おいしいお酒を是非飲んでいただきたいと思います。ありがとうございました。  （知 事） ありがとうございました。酒まつりは，ある意味でいうと既に確立した立派な大きなお祭りになっているので，それを発展させるのはもちろんなのですけれども，毎年お客様に楽しんでいただくようにイベントをつくっていくというのは，それ自体，本当に大きな挑
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戦だと思います。是非日本の中でも自慢できるお祭りにしていただきたい。 もう一つ，さっきの外から見たイメージなのですけれども，これも，広島は酒どころ，西条は酒どころと，我々は当たり前だと思っていますよね。でも，東京に行くと，広島ってお酒ができるのですかと，こういう感覚なのです。とても残念なのですけれども，ある意味で言うと，これからまだまだいいものを知っていただく機会があると私は思いますので，これも，県も一緒に頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 
 （司 会） ありがとうございました。  
 

閉  会  （司 会） 以上で，予定のプログラムは終了となります。湯﨑知事，本日のまとめをお願いいたします。  （知 事） それでは，皆様，予定の時間を大きく超過いたしまして，大変申し訳ございませんでした。長い間，おつき合いいただきましてありがとうございます。 私が冒頭でチャレンジビジョンを御紹介させていただいて，幾つかのポイントを申し上げました。そして，改めて，きょう発表者の皆さんに発表していただいたわけですけれども，こうやって発表していただくと，挑戦というのがいかに大事なことであるか，そして，その挑戦というのが決してはるかかなたの遠いものではなくて，とても身近にあって，誰でも自分の挑戦を見つけて取り組むことができるのではないか。 そして，広島県を変えていくのは県民の皆様お一人おひとりですと申し上げたのですけれども，その具体的な意味がどういうことであるかということが御理解いただけたのではないかと思います。 本当にこうやって自分の活動の中で，その活動がよりよいものになるようにしていくと，その連鎖が本当に広島県をより強く，より明るく，より元気にして，それが全体となって本当に明るい広島県の未来をつくっていくのだと思います。きょうは本当に，もちろん皆さん，こうやって発表していただいた方も，地域の中で代表のような方々なのですけれども，もっともっと埋もれた挑戦も私はあると思っています。皆さんも是非新しい広島県づくりに挑戦していただくように改めてお願いを申し上げたいと思います。本日は本当にあ
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りがとうございました。 
 （司 会） 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。 また，本日は多数のマスコミからの取材もいただいておりますが，本日の模様は７月３日日曜日の 20 時 54分から，広島テレビの県の広報番組「みんなでつくるけん！ひろしま」で放送予定ですので，併せてご覧をいただくようお願いいたします。 なお，御来場時にお渡ししたアンケートと，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，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。どうかお気を付けてお帰りください。    


