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平成 26 年度地（知）の拠点整備事業成果報告にあたって 

 

広島大学 生物生産学部長  植 松 一 眞 

 

広島大学では、「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業が平成 25 年度

に文部科学省「地（知）の拠点」事業に採択されました。この事業は、①平和発信、②障

がい者支援、③中山間地域・島しょ部対策〈条件不利地域対策〉、の３つの領域が設定され

ています。本学部は、「中山間地域・島しょ部対策」領域について、その教育・研究プロジ

ェクトの中心を担っております。 

広島県の中山間地域や瀬戸内海島しょ部は、過疎化と高齢化が進み、地域社会が条件不

利化しています。広島大学では、学びを通して中山間地域・島しょ部が抱える問題への認

識を深め、解決に向けて考え、主体的に行動できる学生を養成しています。住民の皆様、

自治体や企業・団体等と連携し、地方創生の拠点形成を目指しています。 

平成 26 年度から、地域の皆さまのご支援・ご協力を頂きながら、体験型授業やフィール

ドワークを取り入れた教育プログラムを開始し、地域に根ざした課題解決が可能な人材の

育成をめざした取り組みを行っています。 

大学１年生が参加する教養ゼミにおいて、学生のフィールド体験を基にした学生のアイ

デアや提案など、地域貢献につなげるため地域・市町との意見交換、円卓フォーラムの開

催、Ｗｅｂサイト、プレスリリースなどで情報発信を行いました。地域で活躍している人

物を招聘して開催される特別講義、地域体験を深めるインターンシップ、地域の声を踏ま

えた貢献活動、地域課題をテーマにした卒業論文や研究など多様な活動を行っています。 

このように、地（知）の拠点の教育・研究活動を通じて、基礎学力から地域への応用展

開力を身につけた人材を育てる仕組みづくりが順調に進んでいます。 

平成 27 年度からは、この事業は、地（知）の拠点大学による地方創生推進事業になりま

す。平成 26 年度の活動を基に、「地域連携から地方創生へ」をテーマに掲げて、大学が地

域と連携する意義、地域が大学と連携する意義を考えてまいる所存です。 

 本事業は地域の皆様をはじめ多くの関係各位のご支援・ご協力があればこそ、継続が可

能な取り組みです。本事業の成果が、地域の皆様に少しでも役立てればと考えております。 

今後とも、皆様方の格別のご指導・ご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 
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地域連携から地域創生の波へ 

 

中山間地域・島しょ部対策領域 教授 山尾政博 

 

活動の成果を踏まえて 

 文部科学省により 2013 年に採択された広島大学の「平和共存社会を育むひろしまイニシ

アティブ拠点」の課題のひとつ、中山間地域・島しょ部領域では、地方自治体と強く連携

し、学生に体験活動やフィールドワークを通して農山漁村の現場で起こる様々な問題を認

識・学習してもらう取り組みを行ってきました。本報告書は、2014 年度の活動を振り返り、

教養ゼミでの春と秋の体験学習、連携講座、インターンシップ、学生による地域課題研究

と貢献活動、円卓フォーラム等について成果と今後の活動をまとめています。 

 

地域志向教育と学生の関心 

 日本の農水産業と深いかかわりをもって教育研究を行う生物生産学部では、日々の教育

活動のなかに地域志向を取り組んでいます。学生の皆さんの間には、地域や田舎の暮らし

に関心を寄せ、フィールドワークを通じて自身の研究課題を探ろうという意欲が高まって

います。何よりも、中山間地域・島しょ部の住民の皆さんの生活や生産について、もっと

知りたいという要求がみられます。 

 

地域連携活動はより具体的に 

 2014 年度の活動を通じて明らかになったのは、地域は大学と連携する際により具体的な

イメージを持って臨むようになったことです。漠然とした地域活性化を望む声も聞こえて

きますが、現場が求めるのは日常的な生産・生活・文化に関わった地域連携です。地域を、

学生教育の場にすることは快く受け入れていただいていますが、同時に、学生や教員には

真摯な態度で地域課題に向き合うことを求めています。 

 

地方創生の流れのなかで 

 2015 年度より、本事業は「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」と名前が変わ

り、新しい活動内容が組み込まれます。大学も地方創生との連携を計画し、実行に移す時

期がきたようです。中山間地域・島しょ部領域では、2014 年 12 月に開催した「広島県の地

（知）の拠点 円卓フォーラム」にて、学生を受入れていただいた地域の方々や自治体関

係者との間で、地の拠点に基づく教育の進め方、協同で取り組むべき農林水産業の課題、

大学を媒介にした地域間連携や交流のシステムづくり、などを話し合いました。 

私たちは、地の拠点活動が、地域が抱える問題や課題を、地域の人々と協同で勉強し、

地域の“生活”“文化を考える段階に入ったと考えています。 
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平成 26 年度活動実績

 

年度活動実績年度活動実績年度活動実績 



 

活動実績

 

 

１．

広島大学の

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

きる社会の実現」をめざすという取組である。

 広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

山間・島しょ率）が

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

れている。これらは、実学をベースにしつつ、第

して「地域と関わる」、第

の関係性の発展段階を想

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

  注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

   

活動実績 

１．COC 中山間地域・島しょ部対策領域の概要

広島大学の COC

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

きる社会の実現」をめざすという取組である。

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

山間・島しょ率）が

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

れている。これらは、実学をベースにしつつ、第

して「地域と関わる」、第

の関係性の発展段階を想

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

図１-１ 

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

   ２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において

中山間地域・島しょ部対策領域の概要

COC「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

きる社会の実現」をめざすという取組である。

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

山間・島しょ率）が 86.0％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

れている。これらは、実学をベースにしつつ、第

して「地域と関わる」、第 3

の関係性の発展段階を想定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

 広島県における各市町の中山間・島しょ率と広島大学との連携関係

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において

中山間地域・島しょ部対策領域の概要

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

きる社会の実現」をめざすという取組である。

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

れている。これらは、実学をベースにしつつ、第

3段階として「地域と協働する」といったように、地域と大学と

定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

広島県における各市町の中山間・島しょ率と広島大学との連携関係

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において
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中山間地域・島しょ部対策領域

中山間地域・島しょ部対策領域の概要

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

きる社会の実現」をめざすという取組である。 

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

れている。これらは、実学をベースにしつつ、第 1

段階として「地域と協働する」といったように、地域と大学と

定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

広島県における各市町の中山間・島しょ率と広島大学との連携関係

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において

中山間地域・島しょ部対策領域

中山間地域・島しょ部対策領域の概要 

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

1段階として「地域を知る」、第

段階として「地域と協働する」といったように、地域と大学と

定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

広島県における各市町の中山間・島しょ率と広島大学との連携関係

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において

中山間地域・島しょ部対策領域 准教授

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

域において連携している市町を示している。生物生産学部が取り組む COC

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

段階として「地域を知る」、第

段階として「地域と協働する」といったように、地域と大学と

定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。

広島県における各市町の中山間・島しょ率と広島大学との連携関係

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。

２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において

准教授 細野賢治

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

COC 中山間地域・島

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

段階として「地域を知る」、第 2段階と

段階として「地域と協働する」といったように、地域と大学と

定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

題の解決、学部にとっては即戦力となる人材育成の実現をめざしている。 

  
広島県における各市町の中山間・島しょ率と広島大学との連携関係 

注１）各市町面積に占める中山間地域および島しょ部（合計）の構成比。 

２）名称が○印で囲まれている市町は、広島大学生物生産学部の体験学習において 

細野賢治 

「平和共存社会を育むひろしまイニシアティブ拠点」事業は、①ひろしま

平和発信、②中山間地域・島しょ部対策（条件不利地域対策）、③障がい者支援、の３つの

柱を設定し、これらを大学と地域が協働しながら進めていくことで、「地域や国、年齢、性、

人種等の違いや障がいの有無を超えて、いつでも、どこでも個々人が幸福な人生を享受で

広島県は、条件不利とされる中山間地域・島しょ部の合計面積の県土に占める比率（中

％である。図１は、広島県内各市町の中山間・島しょ率と当該領

中山間地域・島

しょ部対策領域は、①体験学習、②フィールド研究、③地域貢献、の３つの柱から構成さ

段階と

段階として「地域と協働する」といったように、地域と大学と

定したものである。そして、その成果として、地域にとっては課

 

 連携
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関係を構築している。 

また、それぞれの取組がカリキュラムや学部行事と連動しており、大学が社会において

担うべき高等教育、研究、社会貢献の 3つの要素を効果的に組み込もうと試みた。 

これらの実施体制としては、教育研究面では食料生産管理学研究室（教授 1、准教授 1、

COC 担当特任助教 1）が担当し、地域との連絡調整や事務処理等については、生物圏科学研

究科地域連携室（コーディネータ 1、事務員 1）が担当した。 

 

２．学部教育と関連した COC 活動 

（１）生物生産学部における COC 関連科目の位置づけ 

 

図１-２ 生物生産学部における COC 関連科目の位置づけ 

 

生物生産学部における COC 関連科目は図２に示した通り、学生が地域課題のみならず社

会において即戦力となるために必要な「問題発見能力」と「問題解決能力」を獲得するた

めに、カリキュラムの年次進行に従って段階を踏むという形を採っている。まず「地域を

知る」段階として、1 年次前期の「教養ゼミ」（教養教育科目）における広島県内の農漁村

での体験学習により、地域の実情を目で見ることから始める。そして、「中山間地域・島し

ょ部連携特別講座」（専門科目）において、地域で活躍する人物の生の声を聴く。これらの

予備知識を携えた状態で、1年次後期から 2年次にかけての「中山間地域・島しょ部連携イ

ンターンシップ」（専門科目）において、地域での就業体験により「地域と関わる」という

次の段階に移行する。これら 3科目は「問題発見能力」を獲得するためのものである。 

また、3年後期からの「中山間地域・島しょ部フィールドワーク特別演習」および「卒業

論文」での地域研究では、地域と関わりながら自身の問題意識の下での課題解決を試みる

ことで、「問題解決能力」を獲得することを目的としている。また、これらの科目を履修・

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

問
題
発
見
能
力

問
題
解
決
能
力

教養ゼミでの

体験学習

中山間地域・

島しょ部連携

特別講座

中山間地域・

島しょ部連携インターンシップ

中山間地域・島しょ

部フィールドワーク特別演習

卒業論文

コース分属 研究室配属

生物圏環境学コース

水産生物科学コース

動物生産科学コース

食品科学コース

分子細胞機能学コース

各コースの専門科目

を併せて履修

地域を知る 地域と関わる 地域と協働する



6 

 

修得する中で学生の地域との関わりが深まり、「地域と協働する」ためのきっかけとなるこ

とを期待している。 

 

（２）COC 関連科目における教育活動 

 ①「教養ゼミ」での体験学習 

 「教養ゼミ」は 1 年次前期に配置された、広島大学における全学共通の学部導入科目で

ある。全学部 1年次生を 10 人ほどのグループに分け、それぞれ本学教員が担任となり、大

学教育における修学意欲の向上や専門分野への動機づけを行うという科目である。COC 本格

導入初年度である 2014 年度は、広島県中山間地域振興課による支援のもと、前掲図１に示

した本学部の COC 事業に協力的な県内 7 市町 9 地域の農漁村に学生が訪問し、それぞれの

地域住民および行政機関の協力のもとで半日ないし 1 日の体験学習を行った。これに際し

て、全体説明が 1 回、各グループでの事前学習 1 回、事後学習 1 回が行われた。そして、

期末の体験学習報告会で各グループが体験学習を踏まえた研究発表を行ったが、この準備

は学生が自主的に行っている。なお、体験学習報告会における研究発表に対する評価は、

学生による相互評価で行っており、その評価項目は、①発表内容、②プレゼンテーション

の方法、③チームワークである。学生の相互評価方式を採用したことで、研究報告準備に

おいて学生の取組意欲が向上した。詳しくは後述する。 

 

 ②「中山間地域・島しょ部連携特別講座」 

 この科目は、1年次前期に配置されており、広島県内の農山漁村地域で実際に地域おこし

や農業振興に携わっている人物からその取組実態を学ぶことによって、即戦力となる人材

の育成に寄与することをねらっている。また、広島大学と地域との交流・連携強化の一助

になることを期待した取組でもあった。具体的には、2014 年度は①地域づくり、②6 次産

業化、③農商工連携、の 3 つの分野を設定し、地域で活躍する人物をそれぞれの分野から

合計 7 人招聘し、各 1 回ずつ講義を行ってもらった。そして必ず COC 担当教員がその講義

をフォローすることで、各講義に関連性を持たせたり、一定の視点を提示したりといった

ように、学生がこれらの講義を体系的に理解できるよう工夫した。詳しくは後述する。 

 

 ③その他の科目 

 「中山間地域・島しょ部連携インターンシップ」は 1 年次後期に配置され、広島県や先

に挙げた 7 市町などの協力により、学生が農山漁村で先進的な取組を行っている農家や農

業法人等でインターンシップを経験するというものである。また、「中山間地域・島しょ部

フィールドワーク特別演習」は 3 年次後期に配置され、前述の 7 市町内にある農林水産業

および関連産業、行政機関等に学生自らが自身の問題意識の下で複数個所訪問し、インタ

ビューを行ってそれらをレポートにして報告するというものであった。そして、卒業論文

では各自の専門分野に基づいて地域をフィールドとして研究を行った。 
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３．地方創生と関連した COC 活動 

（１）学生による地域研究と地域貢献 

 2014 年度における学生による地域研究と地域貢献活動は以下の通りである。まず、地域

研究であるが、2014 年 3 月卒業生 116 人中 22 人が地域研究をその課題として卒業論文を執

筆した。 

 また主な地域貢献活動は、①せらマルシェ・広島大学 COC コラボ企画「世羅の日本一を

探そう－世羅高校×広島大学コラボワークショップ」（世羅町）の実施、②広島県島しょ部

カンキツ地帯におけるツーリズム導入による地域再生の可能性を検討（大崎上島町、呉市

豊町）、③大長櫓祭りの広島大学生参加と地域住民との交流（呉市豊町）などである。 

 詳しくを後述するが、これらの活動の成果は、大学にとっては、①学生の自主的な研究

活動の実践的な場を提供してもらえたこと、②研究成果を地域に還元できる機会を与えて

もらえたことで、学生の満足度が向上したこと、③地域において学生自らの活動が評価を

受けたことで、彼らの自信につながったこと、などが挙げられる。また、地域にとっては

日常当たり前のことに価値があるという気づきにつながること、これにとって地域におい

て誇りの再生につながることが期待できること、などが挙げられる。 

 

（２）COC 円卓フォーラム 

2014 年 12 月 10 日に「広島大学・地（知）の拠点整備事業中山間地域・島しょ部領域 円

卓フォーラム」を開催した。第 1 部では、教養ゼミ体験学習報告会における学生相互評価

で上位の成績を収めた 3 つのグループによる活動報告と地域受入組織・団体と学生とのエ

ール交換が行われた。そして第 2部では、「円卓フォーラム」として体験学習を受け入れた

地域組織・団体、行政と大学が 2014 年度に行われた交流・連携の成果と問題点を確認し、

参加者相互の同意を経て共同宣言を採択した。詳しくは後述する。 

  



 

教養ゼミにおける体験学習の活動報告

 

1.体験学習の活動内容

 地（知）の拠点整備事業では、広島県内の中山間地域や瀬戸内海島しょ部の地域再生と

いう課題に対して、教養ゼミ（

向の新たなプログラムを実施している。この教養ゼミ体験学習は、地域の秀でた取り組み

や活動を学生が学び体験することを通じて、自ら考え主体的に行動できる地域志向の学生

を養成することを目指している。各ゼミ

こない、今年度は合計
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 今年度の活動は、安芸太田町井仁地域、広島市のいいね太田川隊・太田川漁協、呉市豊

町大長、大崎上島町の大崎浦漁協・食文化海藻塾・シトラスかみじま金原農園、東広島市

のファーム・おだ、世羅町の世羅幸水農園・世羅大豊農園、三次市の道の駅ゆめランド布

野でおこなわせていただいた
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や活動を学生が学び体験することを通じて、自ら考え主体的に行動できる地域志向の学生

名前後で構成した学生が、各地で体験作業をお

人が参加した。当日は、教養ゼミ担当教員、ＣＯＣ担当教員、

今年度の活動は、安芸太田町井仁地域、広島市のいいね太田川隊・太田川漁協、呉市豊

町大長、大崎上島町の大崎浦漁協・食文化海藻塾・シトラスかみじま金原農園、東広島市

のファーム・おだ、世羅町の世羅幸水農園・世羅大豊農園、三次市の道の駅ゆめランド布

の通りである。 
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は、中山間地域の条件不利を

生かして優れた地域活動を行

っており、棚田百選に選ばれ

た棚田の景観保全や休耕地の

活用などに取組んでいる。

 参加した学生は、さつまい

もの植え付け作業、もろこ養

殖の見学、棚田米を使ったお
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殖の見学、棚田米を使ったお

・おいしい棚田米を作る草取り作業（棚田での作業）
・農具・民具見学と棚田米によるおにぎりづくり

・大長産のレモンを使ったジャムや化粧水の製造

・高級かんきつ「せとか」の摘果作業とレモン栽培

・マダイの餌やり、シーカヤック試乗、大串海岸での海藻採集・
観察・試食

・梨の本摘果（収穫する幼果の樹上最終選別）を複数圃場で
実施

・梨の本摘果、ブドウの巻ツル切・芽止めの班に分かれて実施

・アスパラ収穫、合鴨農法見学、地元素材を使った手作りアイ
スクリーム試作

・田植え（手植え）作業など

・太田川支流「吉山川」のヨシ（葦）刈り時のヨシ搬出作業
・吉山川（小野原橋付近）の生き物・生態観察

合計

9 

教養ゼミ体験学習の実施スケジュール 

体　験　作　業

・おいしい棚田米を作る草取り作業（棚田での作業）
・農具・民具見学と棚田米によるおにぎりづくり

・大長産のレモンを使ったジャムや化粧水の製造

・高級かんきつ「せとか」の摘果作業とレモン栽培

・マダイの餌やり、シーカヤック試乗、大串海岸での海藻採集・

・梨の本摘果（収穫する幼果の樹上最終選別）を複数圃場で

・梨の本摘果、ブドウの巻ツル切・芽止めの班に分かれて実施

・アスパラ収穫、合鴨農法見学、地元素材を使った手作りアイ
スクリーム試作

・田植え（手植え）作業など

・太田川支流「吉山川」のヨシ（葦）刈り時のヨシ搬出作業
・吉山川（小野原橋付近）の生き物・生態観察

合計

体　験　作　業

・おいしい棚田米を作る草取り作業（棚田での作業）
・農具・民具見学と棚田米によるおにぎりづくり

・大長産のレモンを使ったジャムや化粧水の製造

・高級かんきつ「せとか」の摘果作業とレモン栽培

・マダイの餌やり、シーカヤック試乗、大串海岸での海藻採集・

・梨の本摘果（収穫する幼果の樹上最終選別）を複数圃場で

・梨の本摘果、ブドウの巻ツル切・芽止めの班に分かれて実施

・アスパラ収穫、合鴨農法見学、地元素材を使った手作りアイ

・太田川支流「吉山川」のヨシ（葦）刈り時のヨシ搬出作業
・吉山川（小野原橋付近）の生き物・生態観察

・おいしい棚田米を作る草取り作業（棚田での作業）
・農具・民具見学と棚田米によるおにぎりづくり

・大長産のレモンを使ったジャムや化粧水の製造

・高級かんきつ「せとか」の摘果作業とレモン栽培

・マダイの餌やり、シーカヤック試乗、大串海岸での海藻採集・

・梨の本摘果（収穫する幼果の樹上最終選別）を複数圃場で

・梨の本摘果、ブドウの巻ツル切・芽止めの班に分かれて実施

・アスパラ収穫、合鴨農法見学、地元素材を使った手作りアイ

・太田川支流「吉山川」のヨシ（葦）刈り時のヨシ搬出作業
・吉山川（小野原橋付近）の生き物・生態観察

参加学生数
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にぎり作りを行なった。学生は、農村地域の良さや地域が抱える課題を考えるきっかけを

つくることができた。
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(２)呉市

 大長みかん発祥の地で栽培を行なっている地元柑橘生産者は、行政や農協と連携して農

業と観光の融合や特産みかんの加工・製品化に取組んでいる。

 参加した学生は、大長みかんの歴史を学びながら、新たな地元産品のレモンを使ったジ

ャムと化粧水作りを行なった。学生は、今後も地域の方と大学が交流し、地域の発展につ

なげていくきっかけをつくりたいと感じていた。
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(３)大崎上島町

 大崎上島のみかん生産拠点の一つである金原農園では、大規模なハウス

級かんきつ「せとか」の栽培など新たな品種を組み込んだ経営に取組んでいる。

 学生は、「せとか」とレモンの摘果作業を行ない、柑橘栽培への興味、関心を示し、島の

人々からの期待を強く感じていた。
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(４)大崎上島町

 大崎内浦漁協では、マダイの人工ふ化など養殖の先駆的な取組みを行ってきた。食文化

海藻塾は、海藻の観察、採集体験などを開催しながら、海藻の新たな食文化づくりに取組

んでいる。

 参加した学生は、マダイ養殖の餌やり、シーカヤック体験、大串海岸での海藻採集を行

なった。学生は、初めての体験を楽しみながら、漁業や海洋レジャーへの関心を高めた。
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海藻塾は、海藻の観察、採集体験などを開催しながら、海藻の新たな食文化づくりに取組

参加した学生は、マダイ養殖の餌やり、シーカヤック体験、大串海岸での海藻採集を行

なった。学生は、初めての体験を楽しみながら、漁業や海洋レジャーへの関心を高めた。
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(５)世羅町

 世羅幸水農園は、梨を中心にぶどう、いちごなど多様な果物を生産している。家族ぐる

みで果樹全面協業経営や後継者育成等を行うとともに、地域との連帯共存を図る経営を目

指している。

 参加した学生は、梨の摘果作業を行いながら、病気や害虫の被害について知識を

高度な栽培技術への関心を高めた。

 

-５ 食文化海藻塾・大崎内漁協体験学習の当日スケジュール
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みで果樹全面協業経営や後継者育成等を行うとともに、地域との連帯共存を図る経営を目
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食文化海藻塾・大崎内漁協体験学習の当日スケジュール

世羅幸水農園 

世羅幸水農園は、梨を中心にぶどう、いちごなど多様な果物を生産している。家族ぐる

みで果樹全面協業経営や後継者育成等を行うとともに、地域との連帯共存を図る経営を目

参加した学生は、梨の摘果作業を行いながら、病気や害虫の被害について知識を

高度な栽培技術への関心を高めた。
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みで果樹全面協業経営や後継者育成等を行うとともに、地域との連帯共存を図る経営を目

参加した学生は、梨の摘果作業を行いながら、病気や害虫の被害について知識を

高度な栽培技術への関心を高めた。 
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(６)世羅町

 世羅大豊農園は、梨を中心にぶどうやレモンなど多様な果物を生産している。梨栽培に

関連した四季折々のイベントを企画し、地元に密着した活動も行なっている。

 参加した学生は、梨の摘果作業、ぶどうの巻きツル切、芽止め、ジベレリン処理を行な

った。学生は、自分たちの食を支える人たちに目を向けるきっかけとなった。

 

-６ 世羅幸水農園体験学習の当日スケジュール

世羅町 世羅大豊農園

世羅大豊農園は、梨を中心にぶどうやレモンなど多様な果物を生産している。梨栽培に

関連した四季折々のイベントを企画し、地元に密着した活動も行なっている。

参加した学生は、梨の摘果作業、ぶどうの巻きツル切、芽止め、ジベレリン処理を行な

った。学生は、自分たちの食を支える人たちに目を向けるきっかけとなった。
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世羅大豊農園は、梨を中心にぶどうやレモンなど多様な果物を生産している。梨栽培に

関連した四季折々のイベントを企画し、地元に密着した活動も行なっている。

参加した学生は、梨の摘果作業、ぶどうの巻きツル切、芽止め、ジベレリン処理を行な

った。学生は、自分たちの食を支える人たちに目を向けるきっかけとなった。
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った。学生は、自分たちの食を支える人たちに目を向けるきっかけとなった。
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(７)三次市

 道の駅ゆめランド布野は、農をコンセプトに地域農業の活性化を経営理念として、地域

と連携した道の駅の経営を行なっています。

 学生は、特産のアスパラの収穫作業、アイガモ農業見学、地元食材を使ったアイスクリ

ーム試作を行ないました。学生は、道の駅の役割や運営の課題対する理解を深めていまし

た。 
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ーム試作を行ないました。学生は、道の駅の役割や運営の課題対する理解を深めていまし
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(８)東広島市

 東広島市のファーム・おだは、全国的にも注目される集落営農法人である。集落ぐるみ

の農業生産システムを築くとともに、

 参加した学生は、集落営農の仕組みや経営状況などを学び、田植え作業、道の駅と米粉

パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への

関心を高めるきっかけとなった。

 

-８ 三次市道の駅ゆめランド布野体験学習の当日スケジュール

東広島市 ファーム・おだ

東広島市のファーム・おだは、全国的にも注目される集落営農法人である。集落ぐるみ

の農業生産システムを築くとともに、

参加した学生は、集落営農の仕組みや経営状況などを学び、田植え作業、道の駅と米粉

パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への

関心を高めるきっかけとなった。

三次市道の駅ゆめランド布野体験学習の当日スケジュール

ファーム・おだ

東広島市のファーム・おだは、全国的にも注目される集落営農法人である。集落ぐるみ

の農業生産システムを築くとともに、

参加した学生は、集落営農の仕組みや経営状況などを学び、田植え作業、道の駅と米粉

パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への

関心を高めるきっかけとなった。
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ファーム・おだ 

東広島市のファーム・おだは、全国的にも注目される集落営農法人である。集落ぐるみ

の農業生産システムを築くとともに、6

参加した学生は、集落営農の仕組みや経営状況などを学び、田植え作業、道の駅と米粉

パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への

関心を高めるきっかけとなった。  

16 

三次市道の駅ゆめランド布野体験学習の当日スケジュール

東広島市のファーム・おだは、全国的にも注目される集落営農法人である。集落ぐるみ
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パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への

三次市道の駅ゆめランド布野体験学習の当日スケジュール

東広島市のファーム・おだは、全国的にも注目される集落営農法人である。集落ぐるみ

次産業化にも取り組んでいる。
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パン工房の見学を行なった。学生は、田植え体験や地域の方との交流を通じて、農業への
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次産業化にも取り組んでいる。 
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に PR、積極的なイベント実施」あるいは「田舎ならではの世界観を体験、再び訪れたくな

るような お・も・て・な・し」などで全国から様々な人に来てもらいたいという内容の

提案を行った。 

 

都築ゼミ（呉市 豊町大長） 

 大長ブランドみかんの歴史、ミカン栽培の特徴や関連の加工製品の開発、大長から始ま

った缶詰ミカンの製造方法の秘密や歴史や全国でトップの生産を誇る広島レモンの栽培に

ついて整理した内容を報告した。また、体験学習でおこなったレモンを使ったマーマレー

ド・ジャムの製造などの感想をまとめた。最後に地域の重要なお祭りである「櫓祭り」へ

の参加勧誘や地域での活動提案を行った。 

 

田辺ゼミ（大崎上島町 シトラスかみじま・金原農園） 

 大崎上島町の農業、映画のロケ地となったドラマ、人口減少 少子高齢化などの実情と

ともに、今回地（知）の拠点で体験した摘果作業や体験で学んだ摘果ポイント、国産レモ

ンと大崎上島町のレモン生産状況の報告をおこなった。また、今後大崎上島の自然や土地

柄をアピールするための取り組みとして、地元商品ＰＲ、上島トライアスロン企画（給水

所にはみかんやレモン）、広大内のサークル夏合宿 etc..を上島で実施することなどの提案

を行った。 

 

冨山ゼミ（大崎上島町 食文化海藻塾・大崎内漁協） 

大崎上島は海藻等の海産物が豊富で観光とは無縁の島であったが、人口減少や経済の活

力低下に対応するため、民宿型の修学旅行を受け入れたり、島一周のサイクリング、シー

カヤック体験などのレジャーにも力を入れている現状を紹介した。また、身近なもので地

域を活性化するため、海藻塾が組織され、海藻料理のレシピ作りや商品化への取り組みを

通じて大崎上島が「海藻の島」と認知され、地域経済が活性化されるよう努力がなされて

いることも報告した。島しょ部でも、シーカヤックや海藻塾など子供から大人まで楽しめ

る活動や資源があり、島の人たちが島を大切に思っている資源を活用するなどの積極的提

案がおこなわれた。 

 

太田ゼミ（世羅町 世羅幸水農園） 

 家族ぐるみの全面協業経営、栽培技術の特徴、梨の生産だけでなく梨を利用した新たな

商品開発や海外への販売展開など世羅幸水農園の取組を紹介した。さらに梨栽培の歴史や

我が国での状況、また体験学習で学んだ梨の栽培技術について報告した。今後若者に関心

を持ってもらうためには、作業を軽減する梨園づくりや将来的にはロボットの導入などを

行うことが提案されました。 
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藤川ゼミ(世羅町 世羅大豊農園) 

 世羅高原が梨やブドウに適した気候であること、大豊農園では定期的に体験の来客者を

受け入れたり地域と密接につながっていることを紹介した。またブドウ栽培のジベレリン

処理技術についてや、体験学習をおこなった梨の摘果やブドウの摘心作業の難しさ、大変

さなどを報告した。また、地域の特徴を活かした産業が大切と訴え、販売戦略の工夫によ

る来園者増加、カフェで梨メインの創作料理を提供、HP に梨を使った料理のレシピを掲載

など、創意工夫で若者を呼び込むと良いなどの提案を行った。 

 

細野ゼミ（三次市 道の駅ゆめランド布野） 

 三次市における人口減少などの現状と問題、アスパラ栽培など農業における後継者不足

の課題を整理し報告した。また、道の駅の役割、とりわけ三次市布野地域における農業へ

の貢献を紹介した。体験学習で経験した地元の農産物にこだわったバイキングメニューや

アイスクリームなどの紹介や感想を報告した。道の駅ゆめランド布野の取り組みを評価す

るリピーターの増加や顧客ニーズへの対応などの提案をおこなった。 

 

小櫃ゼミ（東広島市 ファーム・おだ） 

 六次産業化で有名なファーム・おだの経営理念、特徴的な組織づくり、米粉パンづくり

と販売、法人化によって地域が大きく発展していることなどを紹介した。また、法人にお

ける優れた人材育成の必要性とともに、色々な分野の学生に声をかけて地（知）の拠点で

実施している体験学習をさせることや、おだの生き物と触れ合える体験なども加えて、学

生の関心を高めることなどの提案をおこなった。 

 

大塚ゼミ（東広島市 ファーム・おだ） 

 集落法人であることを生かし、地域全体での農地一括管理による大型機械の導入や取り

扱いロットの拡大によって販売戦略の有利性が高まることなど、ファームおだの戦略と組

織の説明を行った。また、地元河内町でとれた新鮮な農産物を使ってやさしい味の手作り

料理や加工品販売などに取り組む自然に囲まれた田舎カフェ、「寄りん菜屋」の紹介をおこ

なった。また、昔の人たちの地域間のつながりや温かさを再認識して、地（知）の拠点な

どの体験を通じて今後の学習や地域活動に活かしたいという意欲を示した。 

 

山本ゼミ（広島市 いいね太田川隊・太田川漁協） 

 太田川をこよなく愛する団体であり太田川に関する教育と啓発を図るために結成された

「いいね太田川隊」が行っている、ヨシ刈取り、アユ釣り教室、水辺の教室、川船体験、

アユ塩焼き体験、造卵床造成、新魚放流体験について報告した。また体験学習でおこなっ

たヨシ刈り作業・水辺の観察などの大変さや楽しさの紹介を行った。体験を通じて、自然

にふれあう機会の大切さ、農林水産に従事する人の高齢化対策、生物生産学の重要性など
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を訴えた。 

 

 

３.参加したティーチング・アシスタントの声 

 体験学習では、現地での学習サポートや作業補助として大学院生や学部生にチィーチン

グ・アシスタントとして活躍してもらっている。参加した学生の感想を以下にまとめた。 

 

安芸太田町 井仁地域： 城戸 英 

 実際に現地で農作業をし、地域の方々とふれあったことで地域の良さや地域が抱える課

題などを考えるよい機会となりました。1年生と話をしてみるとそれぞれ感じ・考えたこと

が多くあることが分かり、今後も周りに目を向ける姿勢を忘れないでほしいなと思いまし

た。 

 

呉市 豊町大長： 加藤 愛 

 大長レモンを使ったレモンジャム作りと化粧水作りを体験しました。たくさんのレモン

をみんなで一緒に加工しながら、地域のことや農業のことなどいろいろなお話を聞かせて

いただきました。今後も、地域の方と大学生が交流し、地域の発展につなげていくきっか

けになればと思います。 

 

大崎上島町 シトラス上島・金原農園： 生月 英吾 

 シトラス上島では、農家の金原さんのご指導のもと、みかんの摘果作業を行いました。

実が大きくなると、1 個 400 円で販売されるということを聞き、驚いたのを覚えています。

品質の良い実を得るためには、周囲の実を取らなければならないという摘果の責任の重さ

を感じた体験でした。これからもおいしいみかん作り、応援しています！！ 

 

大崎上島町 大崎内浦漁協、食文化海藻塾： 篠崎 太一 

 大崎上島で養殖場の見学、シーカヤック体験、海藻塾での採集体験などを行いました。

どれも日常生活では体験出来ないような貴重なものでした。普段あまり気にかけることの

ない海藻も、よく見てみると様々な種類や形があり、またその海藻について直接お話を聞

くことができ、とても有意義な時間を過ごすことが出来たと思います。 

 

世羅町 世羅幸水農園： 榎本 詩乃 

 梨の摘果作業を行いました。傷や日焼け等による病気について教わりながら、バランス

の良い摘果に汗を流しました。 

 

世羅町 世羅大豊農園： 城戸 英 
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 多くの 1 年生は広島県の農園に訪問するのは初めてだったと思います。講義では農園の

現状などを学び、その後実際に農作業をしたことで多くの 1 年生が自分たちの食を支える

地域や人の存在を再認識させられたのではないでしょうか。今回の活動をきっかけとして

農林水産業はもちろん、他の産業や日本の将来にも目をむけてほしいなと思います。 

 

三次市 道の駅ゆめランド布野： 三木 香織 

 道の駅を中心とした地域の取り組みの現状や、それへの想いについて聞かせていただき

ました。現状については、自分の身近な地域と重なる部分も多く、いろいろと考えさせら

れるものがありました。また、採れたての生のアスパラガスを初めて食べたのですが、本

当に美味しくて、それがとても印象的でした。道の駅には新鮮で美味しい地元食材や、そ

れを使ったバイキングやアイスなどがあるので、もっとたくさんの人に来てもらいたいと

思いました。 

 

東広島市 ファーム・おだ： 大窄 千尋 

 手作業での田植えを経験させていただきました。TA も 1 年生もほとんどが初めての経験

で、泥の中を移動することもままなりませんでしたが、ファーム・おだの皆様のご指導も

あり、無事作業を終えることができました。1年生にとっても貴重な経験になったことと思

います。ファーム・おだの皆様にはとてもあたたかく歓迎していただき、深く感謝してお

ります。ありがとうございました。 
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条件不利地域連携特別講座 

 

生物圏科学研究科 三木香織 

 

 本講座は、「地（知）の拠点」事業の本旨に沿って広島県内の農山漁村地域で実際に地域

おこしや農業振興に携わっている人物から取組実態を学び、地域で即戦力となる人材の育

成に寄与することを目的としている。本年度は、地域政策・行政（県・市町）、農商工連携、

農業法人経営、農産物やサービスの開発などで大きな成果を上げられ地域に貢献されてい

る 8名の方を講師としてお招きした。講義は、4月 16 日から 6月 11 日の間、毎週水曜日に

開催し、各講師にオムニバス方式で講義を担当していただいた。各講師の名前、所属、地

域、講義内容は表 3－1の通りである。 

 

 

 

 

表 3－1 平成 26 年度条件不利地域連携特別講座のスケジュール 

NO 講師名 所属
市町・
地域

講義内容

山尾、細野

矢野、高梨子
広島大学生物生産学部 － ガイダンス

1 前田義信
呉市役所

豊市民センター豊支所
呉市

大長ミカン農業の展開と課題～
「ももへの手紙」の舞台として

3 　松本吉人
株式会社サタケアジア事業部
（中国営業推進課長）

（東広島市） サタケ・条件不利下での取り組み

4 　三島史雄
広島県　地域振興局
中山間地域振興課

広島県
中山間地域振興の最前線～

県行政からの視点

5 　吉宗五十鈴
農事組合法人
世羅高原農場

世羅町 農村をプロモーションする

半田史子
フルーツ夢工房
ＭＵＫＡＩＳＨＩＭＡ

卯元幸江 おのベジ槇山農園

7 　奥本隆三
株式会社

パティスリーオクモト
尾道市

地域とともにあり続ける～
瀬戸田のパティシエの取組

2 　吉弘昌昭
農事組合法人
　ファーム・おだ

東広島市
　集落法人による6次産業化の

取組実態

地場産品を開発する

４月30日（水）

５月１４日（水）

4月16日（水）

講義日等
16:20～17:50

4月9日（水）

６月４日（水）

６月１１日（水）

5月21日（水）

6 尾道市 ５月２８日（水）



 

 

 

1. 大長ミカン農業の展開と課題～「ももへの手紙」の舞台として

 

大崎下島にある豊町は、大長みかんでよく知られている。また、近年はその島の美しさ

が評価され、映画「ももへの手紙」の舞台としても取り上げられた。

 まず、みかんに焦点を当て歴史を遡る。豊町はもともと貧しい町であったが、

青江早生温州みかんを導入したことを機に、その味や早い時期から市場に出回ることが高

い評価を受け、大長みかんとしてその名が全国に知れ渡った。もともと条件不利地域で米

作りなどには適さない豊町であったが、ここで美味しいみかんが作られる理由の一つにそ

の気候や土地がある。傾斜がきついので水はけがよく、また、日がよく射すことがみかん

の栽培に適している。この大長みかん栽培を機に、豊町のみかん農家は町の名前同様に豊

かな暮らしを手に入れたといえ

いかにして豊町の農業や地域を守っていくかが大きな課題となっている。また、最近では、
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大長みかんに加え、大長レモンの栽培にも力を入れている。豊町で生産されるレモンは無

農薬なので生で食べられ、糖度も高く美味しいことを強みに、「丸かじりレモン」として今

後消費者に強くアピールしていく。 

 次に、映画「ももへの手紙」の舞台となったことに関して説明された。映画では、実際

に町で見られる景色が映画の中でも忠実に再現されている。「空は青く、島は緑、海は水色」

という美しい景色はそこに訪れる人々を癒し、さらにそこ住む人々の温かさも豊町の大き

な魅力といえる。 

 今回は、条件不利地域といえる豊町についての講演であった。その話の最後で講演者の

前田さんが、「これからは、農業を守ることだけを考えるのではなく、どうすれば自分の故

郷や大切な地域を守り維持できるのか、どうすればそこにずっと人が居続けられるのかを

もっと考えなくてはならない。50 年後、100 年後の地域が想像できるか。」と話されていた

のが、とても印象的であった。地域にはそこに住む人がいて、生きるために働き、生活を

し、そして人や自然との繋がりをもっている。そういった面を再認識し、今後も地域や農

業の課題について考えていきたい。 

 

２. サタケ・条件不利下での取り組み 

 

  講師：株式会社サタケ中国販売推進課・課長 松本吉人 氏 

講演では、株式会社サタケの概略、ポストハーベスト加工について、そして、サタケに

おける条件不利下での状況・対策についてお話を伺った。 

 サタケは東広島市西条に本社を構えており、3大穀物（米、小麦、穀物）の加工機械を中

心に製造を行っている。 これらの機械は主に、農協、精米工場、農家等との間で取引され

ている。また、サタケは中小企業であり、かつ同族会社でもある。 

 ポストハーベスト加工については、収穫されて工場に送られてからの、工程を多さが印

象的であった。特に、今回映像に出てきた工場では、異物を取り除くための工程が 12 もあ

ることに驚いた。 

 条件不利下の取り組みについては、日本で第一次産業の衰退が懸念される中、農協や農

家等を顧客とするサタケは、精米機製造だけでなく、GABA おにぎり、米粉パン、車のバン

パー選別機に関する事業などさまざまな新しい取り組みも行っている。また、1980 年代か

ら、進退を繰り返しながらも、中国において、加工機械の販売も展開している。 

 

３. 広島県の中山間地域対策について 

 

  講師：広島県中山間地域振興課地域振興グループ・主査 三島史雄 氏 

広島県における中山間地域は、人口では全県の約 1割、面積では権殿 7割以上を占める。

また、中山間地域の役割には、地域資源を保持や、食料供給や水源涵養といった公的機能、
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さらには癒しの場の提供などがある。中山間地域は、暮らす人々の生活の場だけでなく、

都市部を含む県民全体に欠かすことのできない役割を有している。 

 また、中山間地域は、少子高齢化や農林水産業等の基幹産業の低迷、日常生活を支える

機能の低下といった課題を抱えており、生活の基礎的条件整備と、持続可能な地域構造へ

の転換（まちづくり、産業等）が必要となっている。広島県の中山間地域の集落において

は、全国に比べて小規模高齢化が進んでいる。そうした中、広島県では平成 25 年 10 月に

広島県中山間地域振興条例を制定し、豊かで持続可能な中山間地域の実現を目指している。 

今回の講演では、地域産業の活性化と地域社会の再構築に向けて、県内でも特に力を入

れていると思われる安芸太田町の取り組みについても伺った。将来を見据え、住民の意思

を尊重した取り組みを行っており、中山間地域対策のモデルケースとなる可能性をもって

いる。 

 

４. 農村をプロモーションする 

 

  講師：農事組合法人世羅高原農場・広報担当 吉宗五十鈴 氏 

 世羅高原農場のある世羅町は、農業が盛んであり、花や果物の観光農園もいくつかある。

人口は 1 万 7000 人ほどで、年々減少傾向である。また、近年、6 次産業化への取り組みも

活発に行っている。 

 世羅高原農場は、1995 年にチューリップの観光農園として始まった。それ以前は、たば

この生産をしていたが、不景気もあり、新たな道として観光農園を始めた。最初はチュー

リップのみの栽培であったが、今ではひまわりやダリアなど、季節によってさまざまな花

の栽培を行っており、全体の栽培面積も当初の 1.5 倍ほどになっている。そうしたなか、

年間来場者数は年々増加傾向にある。 

 世羅観光農場では、広報活動に大きく力を入れている。ウェブサイトや facebook、新聞

や TV などさまざまな媒体を通して、情報発信を行っている。そうした中で、見る人の目を

引く写真の使用やリアルタイムの発信、ファン作りなどを特に意識しているそうである。

広報担当の吉宗さんは、「カメラ女子」という取り組みを行っている。この活動は、ファン

づくりや仲間づくり、地域のイメージアップ、情報を素敵に発信できる人材が育つといっ

たことが期待できると言う。また、世羅町の「6次産業化ネットワーク」と関わった取り組

みも行っているが、世羅全体の入込客数は年々減少している現状である。今後はさらに地

域住民が一丸となって、世羅の魅力を外部に発信していくことが地域の課題といえよう。 

 

５. 地場商品を開発する―地域の恵みを加工品に― 

 

  講師：フルーツ夢工房 MUKAISHIMA・代表 半田史子 氏 

     おのベジ槇山農園・代表 卯元幸江 氏 
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半田さんは向島で農業をしており、すだちやみかん、ゆず、ネーブルなどを作っている。

また、そうした果物を加工してケーキやジュース、ポン酢などを作っている。これら柑橘

や加工品は、地元の直売所などで販売している。半田さんは、これらの取り組みについて、

「周りの人にもっと農業の素晴らしさや、新鮮な食べものの美味しさ、喜びなどを知って

ほしい」との想いを語ってくださった。 

卯元さんは、もともと実家が農家であり、結婚を機に前の仕事を辞めて、ご自身も農業

をするようになった。今では 100 種類以上の野菜を作っており、野菜の移動販売や地域の

レストランなどへ野菜販売も行っている。そうした営みの中で、新鮮な野菜をお客に提供

するだけでなく、野菜の調理法や栽培方法など、野菜の美味しさや魅力を伝えようと努力

されている。また、美味しいけれど熟しすぎで出荷できない果物や余った果物を使って、

ジャムなどの加工品も作っている。卯元さんは、「野菜や果物の魅力を多くの人に伝えたい」

との想いを語ってくださった。 

 お２人とも、女性で、比較的若く、農産物の加工をし、農業や農産物の魅力を伝えたい

という想いをもっている。また、これまでの活動を通じて、人との繋がりの大切さも強く

感じているようである。そうした中で、数年前に 2 人は出会い、それ以来交流を重ねてい

るそうであるが、共通点のある仲間同士、互いにとって励みになっている。今後、2人で何

か共同の取り組みもしてみたいと、目をきらきらさせながら語って下さった。 

 

６. 地域とともにあり続ける 瀬戸田のパティシエの取り組み 

 

  講師 株式会社パティスリーオクモト・代表取締役社長 奥本隆三 氏 

瀬戸田檸檬菓子工房パティスリーオクモトの代表取締役社長の奥本さんは、25 歳で自身

のお店を開業し、瀬戸田のレモンを日本中ひいては世界中に広めようと、積極的に活動し

ている。 

 もともと、奥本さんは神戸でケーキ職人として働いていたが、現在は瀬戸田町でケーキ

屋をしている。その理由の一つは、「地元の人に喜んでもらいたい。」「瀬戸田をもっと誇れ

る島にしたい。」という強い想いがある。そうした想いをもつ中で、奥本さんは、瀬戸田が

生産量日本一を誇る「レモン」に注目し、瀬戸田レモンケーキ「島ごころ」を通して全国

に瀬戸田のレモンをアピールしている。 

 現在、パティスリーオクモトのメイン商品である「島ごころ」は年間 80 万個以上売れて

おり、本店の工房だけでなく、お土産屋さんや空港など多くのお店で販売されている。ま

た現在では、瀬戸田に限らず瀬戸内や広島県全体においてもレモンをアピールするととも

に、市場を広げるといった目的もあり、奥本さんは他のケーキ屋にもレモンケーキの販路

先などを紹介している。そうした中で、瀬戸田という島の条件不利を逆手にとって、「他に

はマネできないことをする」、「レモンケーキを全国に広める中で、島ごころを一つのブラ

ンドとして位置づける」といったことを意識している。 
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 奥本さんは、常に新しい戦略を考えており、それを実行するためには声に出して人に伝

えることを心掛けている。他から学ぶ姿勢や自分のビジョンも常に絶やさず持っており、

そうした考えや積極的な姿勢の背景には、やはり地元への強い想いがある。強い想いがあ

り努力を続ければ、それに共感し応援してくれる人も出てきて、それが今のパティスリー

オクモトの発展にも繋がっている。今回講演を聞く中で、経営者でありながら、「地域に雇

用を生むこと」や「地域の人に誇りや生きがい」を感じてもらうことをとても大切にされ

ていることが印象的であった。 

 今後は、海外も視野に入れて、新たな取り組みを始めようとしている。これからの活躍

に大いに期待したい。 

 

７. 集落法人における６次産業化の取り組み実態 

 

  講師：農事組合法人ファーム・おだ 組合長理事 吉弘昌昭 氏 

農事組合法人「ファーム・おだ」は、東広島市河内町の小田地域にあり、経営規模は 103ha

に及ぶ比較的大きな農事組合法人である。平成 17 年に設立したが、その背景には、小田地

域の「過疎化」や農業を主とする「産業の衰退」、「集落機能の低下」などがある。 

 集落法人設立のメリットはいくつかあるが、例えば「効率化やコスト削減」、「ロットの

拡大による販売戦略の有意性」、「税制上の優遇措置の対象」がある。そして、集落法人を

推進する目的としては、①地域・集落の活性化と担い手の育成確保（若者に魅力ある環境

作り）、②優良農地の確保と食料自給率（39%→目標 50%）の向上、③清水など多面的機能の

確保と環境保全の促進（土づくり活動）を挙げている。近年は、6次産業化にも取り組んで

おり、食料自給率の向上や荒廃地の発生防止のため、米粉パンの製造・販売を行っている。 

 また、ファーム・おだは、「組合員みんなで協力し利益を得て、それをみんな分け合う」

ということを大切にしている。今後の大きな課題は「若い後継者の確保」であり、黒字経

営や農業の活性化により若者を惹きつけ、今後の法人の継続、そして地域の維持・発展に

つなげていきたいという。 
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秋の体験学習 

 

 今年度は、教養ゼミ体験学習を行った地域から秋にもう一度体験学習をしてほしいとい

う希望をいただき、安芸太田町井仁地域、大崎上島町、呉市豊町大長で秋の体験学習をお

こなった。今回は、生物生産学部の学生だけでなく、教育学部などの他学部の学生や東南

アジアからの留学生も参加し、全学的な取り組みに近づけることができた。 

 地域と大学が関わりあう回数が増えることで、お互いの交流が一層深まった。この取り

組みは、次年度も「地(知)の拠点」の主要事業として継続していきたい。 

 

１.安芸太田町井仁地域での棚田収穫体験と地域交流 

 

井仁地域では、初夏のころ、教養ゼミ体験学習にて、畑地の耕作とサツマイモ苗の植え

付けなどを体験した。秋は、稲の刈り取り作業、サツマイモの収穫、棚田と周囲の鳥獣害

対策場所での研修をおこなった。生物生産学部の１年生７人、タイ・カセサート大学から

の留学生９人、これに学部 3-4 年の有志と大学院生（留学生含む）５人と教員が加わって

の体験会であった。本来ならこの日は、井仁地区のイニピチュ会が主催する「棚田体験会」

の日だったが、あいにくの天候のため、一般の参加者は少なく、広大生と同会に集まる地

域住民の皆さんが中心だった。 

 

 「棚田体験会」のために広大生が準備したオリエンテーリングを楽しみながら、春の田

植え作業で植えつけた稲の収穫作業を行った。サツマイモの収穫と続き、結構な作業量で、

参加した学生は汗を流していた。昼食はこの地区でとれた山菜や野菜をふんだんに使った

豚汁や漬物など、それに何と言っても棚田米のおにぎりが最高であった。食べながら、一

般参加者や地域住民との交流がおこなわれた。午後は、井仁地区の“地域資源”の観察で

あった。地域の方に棚田や山林際を案内してもらい、植物や昆虫などの観察とともに、鳥

獣害被害の様子をお伺いした。“守るべき資源”、この言葉の意味の重さを参加学生は感じ

ていたようである。イニピチュ会及び地区住民の皆様、ありがとうございました。 



 

棚田の稲刈り体験

河野会長による開会式と本日の作業説明

棚田の稲刈り体験

河野会長による開会式と本日の作業説明

地域の方による稲の刈り方指導

刈り取った稲の束ね方指導

棚田の稲刈り体験 

河野会長による開会式と本日の作業説明

地域の方による稲の刈り方指導

刈り取った稲の束ね方指導

河野会長による開会式と本日の作業説明

地域の方による稲の刈り方指導 

刈り取った稲の束ね方指導 
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河野会長による開会式と本日の作業説明 

 

 

 

稲刈りをする田んぼへ

一生懸命、刈取り作業中

作業中に見つけた田んぼの生き物

稲刈りをする田んぼへ

一生懸命、刈取り作業中

作業中に見つけた田んぼの生き物

稲刈りをする田んぼへ 

一生懸命、刈取り作業中 

作業中に見つけた田んぼの生き物 
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はさかけ作業 

 

稲刈り体験無事に終了 

 

サツマイモの収穫 

 

コスモスに囲まれたサツマイモ畑 

 

芋掘り作業中 

 

収穫したサツマイモと一緒にポーズ 

 

おいしそうに育ててくださいました 
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棚田と周囲の鳥獣害対策場所での研修 

 

地域の皆様と昼食 

 

井仁の棚田の説明 

 

鳥獣害対策の説明 

 

井仁の皆様ありがとうございました 
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２.大崎上島町の FARM SUZUKI、大崎内浦漁協、食文化海藻塾での地域交流 

 

大崎上島にて秋の体験学習を開催した。生物生産学部の学生、タイ・カセサート大学の

留学生、生物圏科学研究科の院生、教職員合計 30 名で訪問し、FARM・SUZUKI、大崎浦漁協、

食文化海藻塾の皆様に体験学習を実施していただいた。 

 

FARM・SUZUKI では、自社で生産せいているカキ、アサリ、車エビ養殖と養殖カキの輸出

や海外マーケットについて講義をしていただいた。その後、養殖施設や養殖場の見学をお

こなった。大崎浦漁協では、現在試験生産中の海ぶどう養殖について説明していただき、

施設の見学をさせていただいた。食文化海藻塾では、大串海岸でとれる海藻についての説

明を受けながら海藻観察を行い、その後食文化海藻塾の方々が準備してくださった海藻を

使ったデザートを試食させていただいた。 

 

地域のもつ資源を生かして大崎上島を盛り上げようと日々奮闘しておられる方々との出

会いは、学生達にとって貴重な体験となった。ご協力していただいた皆様、誠にありがと

うございました。 

 

１．安芸津港出発、大崎上島へ 

 

フェリーに乗って大崎上島へ 

 

35 分の船旅を楽しみながら 
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２．FARM・SUZUKI 

カキ、アサリ、車エビ養殖と養殖カキの輸出についての講義 

 

鈴木代表の講義 

 

留学生からも活発な質問 

 

学生の質問に丁寧に答える鈴木代表 

 

熱心にメモをとる学生 
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養殖場の見学 

 

カキ養殖の説明 

 

養殖資材についての説明 

 

作業船移動のお手伝い 

 

皆様ありがとうございました 
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３．大崎浦漁協 

海釣り公園にて海ぶどう養殖の見学 

海ぶどう養殖の説明 海ぶどうの養殖タンク 

海ぶどうの種苗を撮影する学生 

 

大崎浦漁協の皆様ありがとうございました 
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４．食文化海藻塾 

大串海岸で海藻観察と海藻を使った新商品の試食体験 

 

食文化海藻塾の説明 

 

海岸の海藻観察 

 

学生に好評だった海藻デザート 

 

学生から皆さんへ感謝の言葉 
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３.呉市豊町大長（大亀観光農園、末岡レモン園、JA 広島ゆたか）での地域交流 

 

同地では、6月にレモンとオレンジのジャムづくりなどを体験したが、秋は、ミカンの共同

選果場の見学、レモンの収穫、およびミカン狩り観光農園の視察をおこなった。生物圏科

学研究科および生物生産学部の院生・学生 7 人のほかに、他学部の学生 2 人も参加し、教

員とコーディネータも加わっての体験会であった。秋とはいえ、冬に近い 11 月下旬の開催

だったが、当日は空も晴れており、瀬戸内の温暖な気候もあり、とても活動がしやすい天

候となった。 

 

 大長地区に到着後、広島ゆたか農協のミカン選果場では、営農販売部の山根部長から大

長カンの歴史と生産・販売状況、今後のミカン産地の展望についてお話を聞きした。カン

キツ類は新品種を導入する際に「接ぎ木」を行うことや、大長ミカンは広島県内を中心に

出荷されていることなどを学んだ。 

 

その後、光センサーの選果場を見学し、学生はミカン１つ１つが光センサーで糖酸度が

計測されていることを知った。呉市豊市民センター横にある「みかんメッセージ館」で大

長ミカンの歴史に触れながら食事をしたのち、大長ミカン農家の末岡さんの指導の下、レ

モンの収穫を体験した。レモンの樹にはトゲがあり、収穫は専用の皮手袋を使って見本よ

りも大きい果実から収穫した。その後、大長でミカン狩りの観光農園・大亀農園に行き、

経営者の大亀さんから観光農園の概要と生産のこだわりについて質問した。 

 

 歴史あるミカン銘柄産地である大長で、銘柄を維持するための様々な苦労を肌で体験し、

地域の条件を生かした農産物生産の大切さを学んだ。受入団体である大長八王子会および

広島ゆたか農協の皆様、ありがとうございました。  
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棚田の稲刈り体験 

広島ゆたか農協・山根部長の講義 ミカンの共同選果場での作業の風景 

ミカンメッセージ館 レモン収穫の説明（末岡さん） 

収穫前のレモンの状況 末岡さんの説明を聞きながらレモン収穫 
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大亀さんの観光農園の説明 大亀さんと末岡さん 
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地域連携・地域貢献・地方創生活動 

 

１.条件不利地域連携インターンシップ 

(１)インターンシップの概要 

 インターンシップは、教養ゼミ体験学習と条件不利地域連携特別講座を受講した学生が、

より発展的な体験学習をおこなうための教育科目である。今年度は、5名の学生がインター

ンシップをおこなった。参加した学生は、4 年生 1 名、2 年生 1 名、1 年生 3 名である。今

年度の 1 年生は、体験学習等をおこなっており、他学年に比べてインターンシップを利用

して地域に行くことを希望する学生が多い。 

 

 インターンシップ先は、東広島市のトムミルクファーム、世羅町の世羅向井農園、愛媛

県今治市の越智農園である。研修期間は、夏季休業期間である 9 月である。各地での研修

内容は、表 5-2、表 5-3、表 5-4 に示した。 

 

 

表 5-2 トムミルクファームの研修内容 

１日目 カップアイスの製造補助・片付け 

２日目 搾乳見学・掃除、畑の水遣り、子牛の哺乳補助 

３日目 プリン・カップアイスの製造補助、翌日のイベント準備補助、掃除 

４日目 搾乳見学・体験、牛の生殖について学習、餌やり見学、子牛の哺乳補助 

５日目 イベントでの販売補助 

 

学生 年次 インターンシップ先 研修期間

A 4 トムミルクファーム 9/10-9/14

B 2 越智農園 9/10-9/14

C 1 世羅向井農園 9/8-9/12

D 1 世羅向井農園 9/8-9/12

E 1 トムミルクファーム 9/10-9/14

表 5-1 平成 26 年度条件不利地域連携インターンシップ実地状況 
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表 5-3 越智農園の研修内容 

１日目 ブロッコリーの定植、水遣り 

２日目 ブロッコリーの定植、水遣り、畝作り 

３日目 ブロッコリーの定植、水遣り、畝作り 

４日目 ブロッコリーの定植、水遣り、出荷作業 

５日目 水遣り 

表 5-4 世羅向井農園の研修内容 

１日目 りんごの袋取り 

２日目 りんごの袋取り、トマトの袋詰め、トマト拭き 

３日目 りんごの袋取り、りんごの収穫・選別、トマトの収穫、トマト拭き 

４日目 りんごの袋取り 

５日目 ぶどうの収穫、袋詰め 

 

インターンシップに行く学生は、応募動機と体験を通じた感想を報告書としてまとめ、

大学に提出している。以下、学生の報告書から１．学生の動機、２．体験を通じて気づい

たことについてまとめた。 

 

(２)インターンシップに応募した学生の動機 

 学生がインターンシップを希望した動機には、大きく分けて 3 点ある。第 1 に、農業の

実態を学びたい、第 2 に体験を通じて自身の成長につなげたい、第 3 に就職を控えて、社

会人とは何か、働くとは何か知りたい、である。 

 「農業の実態を学びたい」では、条件不利地域連携特別講座を受講し、講師が話した内

容をより理解するために現地に行って実際に体験し、見聞きしたいという学生がいる。ま

た、本学の学生は、農業、畜産業、水産業と関係する内容を学んでいるため、学生の専門

分野に関わる実際の作業体系や経営の様子を学び、学問を深めたいという学生もいる。 

 「体験を通じて自身の成長につなげたい」では、農業現場で働いてみることで自身の視

野を広げたい、主体性を身につけるきっかけにしたい、という学生がいた。 

 「社会人とは何か、働くとは何か学びたい」では、農業現場で働く方のプロフェッショ

ナルな意識や生きがいをもって働く方を通じて、働くことの厳しさや社会的意義、自身の

人生観における意義を見い出そうとしている。 

 

(３)インターンシップを通じて学んだこと 

 4 泊 5 日のインターンシップで学生が感じたことは、多様であるが主に 4つの点に集約で

きる。第 1 に、農業、農作業に関する新たな気づき、第 2 に、地域課題を実感し、認識す

る、第 3 に、地域のすばらしさを再発見する、第 4 に、今後の学生生活の過ごし方、人生
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観の変化、である。 

 「農業、農作業に関する新たな気づき」では、実際に体験してみて農作業が極めて手間

ひまの必要な作業が多いという学生が多かった。また、かなりの体力が必要で、根気や忍

耐力が必要であると感じている。加えて、動物による被害や作業が天候に左右されること

など自然を相手に仕事をすることのさまざまなリスクと、それに生産者がどのように対応

しているのか、ということを学んでいる。 

 「地域課題を実感し、認識する」では、実際に地域に行くことで高齢化が実際に進んで

いることや後継者不足の現状を実感している。特に、学生が体力と忍耐が必要と感じる作

業が多いと感じるなかで、現場では多くの高齢者が作業をしている現状に、日本の農業の

あり方に対して問題意識を持っていた。 

 「地域のすばらしさを再発見する」では、これまで訪れたことのない地域に滞在したこ

とで、これまで知らなかった美しい景観や人の温かさなどを感じ取ったようである。学生

の中には、将来訪れた地域の発展に役立ちたいと感じたものもいる。 

 「今後の学生生活の過ごし方、価値観の変化」では、生産者の知識や技術の深さを知り、

これまで自身が学んできたことの知識や経験がまだまだ未熟であったことを感じた学生が

いる。また、良質なものを生産し消費者に喜んでもらうために、生産者が生き生きとして、

真剣に作業をおこなっている姿を通して、職場探しの価値観を経済性重視から自分らしさ

や生きがいを重視したいと感じた学生もいる。 

 短いインターンシップ期間であるが、学生は受入れ先の生産者と交流しながら学内では

学べない多くの実体験を得たようである。 

 

２.地域貢献活動 

(１)せらマルシェ・地の拠点コラボ企画 

世羅高校×広島大学コラボワークショップの報告 

 

①コラボ企画の経緯 

 広島県世羅町は、春の体験学習で世羅幸水農園と世羅大豊農園にお世話になり、中山間

地域・島しょ部連携特別講座では、せらマルシェの吉宗五十鈴さんが特別講義をして下さ

るなど、「地の拠点」事業・中山間島しょ領域で大変お世話になっている地域である。 

 せらマルシェは、2013 年に設立された「世羅町で作られた地場産品を町内外に魅力的に

発信できるよう定期的にマルシェを開催する」という地域団体である。事務局を担当して

いる吉宗五十鈴さあんは、内閣官房地域活性化伝道師である北野尚人さんから「若い人達

に世羅の日本一を探す企画をしたらどうか」と提案され、広島大学の学生に検討してもら

おうと 2014 年 10 月に広島大学「地の拠点」中山間島しょ部領域（生物生産学部）にその

企画への協力依頼に来られた。そこで学生から「地元の若い人達にも入ってもらったらど

うか」という提案があり、世羅高校生と広島大学生がコラボしてワークショップを行うと



44 

 

いう企画になった。 

 

②世羅高校×広島大学コラボワークショップの開催 

 2014 年 12 月 8 日に「世羅の日本一を探そう」コラボワークショップが世羅高校で開催さ

れた。世羅高校からは農業経営科に所属する 2年生 18 人の生徒さんが参加してくださった。

また、世羅町の物知り博士 5 人に参加して頂き、広島大学の学生・院生 9 人がファシリテ

ーターとなって、5つの班に分かれて世羅の日本一をみんなで探した。そこでは、主に次の

ようなキーワードが抽出された。それは、高校駅伝、チューリップ、唐まんじゅう、ヒョ

ウモンモドキ（蝶の 1種）、松きのこ、メロディ・ロード、ワイン、ナシ、である。 

  

ワークショップのようす インターネットで情報検索 

  

世羅高生が調べたことをまとめる まとめた内容を高校生中心に発表 

 

③広島大学生による現地への補足調査 

 コラボワークショップで抽出された「世羅の日本一」に関するキーワードについて、2015

年に開催される「せらマルシェ～あったマルシェ～」で広島大学生が発表することになっ

た。学生たちは「大学生らしくしっかりと調査を行ってその結果をマルシェに集まる皆さ

んに報告しよう」と話し合った。そこで、世羅町の方々にお願いして、先に挙げたキーワ

ードのうち、①チューリップ、②松きのこ、③ワイン、④ナシについて現地調査をおこな
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うこととした。現地調査は、2015 年 1 月 9 日と 1月 25 日の２回に分けて行い、①世羅高原

農場、②世羅きのこ園、③せらワイナリー、④世羅大豊農園に訪問して、学生が中心とな

ってそれぞれの代表の方に対する質疑応答を行った。 

  

世羅高原農場のチューリップ花絵 吉宗組合長への調査 

  

松きのこの栽培状況 松なめこの栽培状況（東山会長の説明） 

  

せらワイナリーのショップ 行安醸造長への調査 
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世羅大豊農園 祢冝谷組合長への調査 

 

④せらマルシェでの報告 

 2015 年 1 月 25 日、「せらマルシェ～あったマルシェ～」が甲山農村環境改善センターで

開催され、3年生を中心に世羅高×広島大学コラボワークショップ「世羅の日本一を探そう」

成果を発表した。 

今回は、世羅高校生が修学旅行のため、広島大学生のみの成果発表となったが、3年生達

は高校生の地元愛を汲みながら、世羅の日本一の根拠は何か、またそれをどのように広め

ていくべきかについて、作成したスライドに基づいて発表した。彼らはこの発表で「世羅

の日本一は、①世羅の強みを生かし、②世羅が大好きな地元の方々が、③地元で協力関係

を築きながら、実現されているものばかりでした」と総括した。内閣官房地域活性化伝道

師の北野尚人さんからは、「若い人達の熱い思いが伝わった。地域産品は、自分たちの強み

をいかにわかり易く伝えるかが大事」とのコメントを頂いた。 

  

地域活性化伝道師・北野さんからコメント 世羅町役場・和泉さんと記念写真 

 

⑤最後に 

このような機会を与えて下さった、せらマルシェ、世羅町役場、世羅高校の皆さん、現

地調査にご協力いただいた組織・団体の皆さんをはじめ、世羅町の皆さん、本当にありが



47 

 

とうございました。 

 

(２)広島県島しょ部柑橘地帯におけるツーリズム導入による地域再生の可能性を検討 

－ツーリズムに活用可能な地域資源についての現地調査－ 

 

 ①背景と目的 

 中山間地域と島嶼部を抱える広島県は、多様な自然環境のもとで形成されてきた地域資

源を活用し、多品目型の農林水産業を展開してきた。 

しかしながら近年は、食料供給のグローバル化のもとで広島県の農林水産業は衰退の一途

をたどり、中山間地域および島嶼部は、農業部門における条件不利性の拡大、コミュニテ

ィの弱体化とともに地域資源の維持が困難な地域・集落が拡大している。 

一方、広島県の「海の道」プロジェクトに象徴されるように、風光明媚な瀬戸内圏島嶼部

が観光部門における重要な地域資源として見直され始めており、コミュニティの維持・再

生の一つの手段として農漁村ツーリズムが検討されつつある。 

 本演習はこのような状況に鑑み、広島県島嶼部柑橘地帯におけるツーリズム導入による

地域再生の可能性を検討するため、ツーリズムに活用可能な地域資源について、現地調査

によりそれらの現状と立地状況を確認することを目的とした。 

 

 ②現地調査 

 現地調査としては、①大崎上島（広島県大崎上島町）、②大崎下島（広島県呉市豊町）、

③大三島（愛媛県今治市）、の３島について、それぞれの地域資源、観光資源の確認作業を

行った。 

これらの状況把握については、大崎上島町役場、NPO 法人かみじまの風、豊町観光協会、呉

市豊市民センターおよび広島大学産学・地域連携センターなどの関係機関の多大なる協力

によって実施することができた。 

 

 ③大崎上島（おおさきかみじま・広島県大崎上島町） 

 大崎上島は、柑橘栽培が盛んな島であり、かつては漁業、造船業も盛んであった。 

 まずは、5月 12 日に鮴崎港より上陸し、大崎上島町産業観光課、NPO 法人かみじまの風、

および広島大学産学・地域連携センターのコーディネートにより、「ネロリ」花摘み体験お

よび船の資料館見学を行った。 

 「ネロリ」とは、カンキツ類のオイルのことで、大崎上島では、これまで摘蕾で全体の

90％ほどは捨てられていたといわれるカンキツの花のつぼみを使って、その花の香りを生

かした紅茶を開発した。この紅茶に使う花のつぼみを摘む作業と観光とをマッチングさせ

たのが、ネロリ花摘み体験である。 

当日は、カンキツの無農薬有機栽培を行う中原氏と JA 広島ゆたか常務理事の楠氏の技術
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指導のもと、甘夏ミカンのつぼみを摘みとる作業を行った。 

 

作業終了後、船の資料館の見学を行った。かみじま風の会の角南（すなみ）氏の丁寧な

説明のもと、大崎上島が、①歴史的に瀬戸内海の道の重要な結節点・潮待ち港であったこ

と、②造船業で栄えたこと、③木造船の水漏れを防ぐマキハダという素材を作る技術に長

けていたこと、などが紹介された。 

 17 時からは、学生が 3 組に分かれて民泊家庭と対面し、その後、民泊体験を行った。こ

の事業は 2011 年度から試験的に開始され、2012 年度から本格稼働したものであり、修学旅

行の生徒を大崎上島町内の民家が受け入れて、農業や漁業の体験を行ったり、地元の家庭

料理を調理体験・食事体験するなどして、主に都会の子供たちに本物の日本を味わっても

らおうという取組である。 

今回は、金原氏（大崎上島町海藻塾・副塾長）、藤原氏（イチゴ農家）、増本氏（大崎上

島町観光協会・会長）に受け入れていただき、当日の夕食から翌日の朝食までお世話にな

った。民泊は主に中学高校生がターゲットであるため、大学生の受入は初めてであったが、

夕食時には深い話まで内容がおよぶなど、充実したコミュニケーションを図ることができ

た。 

 また、5 月 14 日には同じく鮴崎港から再上陸し、ミカン農家である峠農園にて農作業体

験を行った。主にカンキツの防除、剪定作業を行った。作業後には多品種のかんきつ類に

ついて試食会も行われた。 

甘夏夏ミカンのつぼみ摘み 船の資料館見学 
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④大崎下島（おおさきしもじま・広島県呉市

豊町） 

 大崎下島は、現在でも広島県の柑橘ブラン

ドである「大長みかん」を生産・出荷する柑

橘業の盛んな島である。 

 5 月 13 日に小長港より上陸し、豊町観光協

会の全面的な協力を頂きながら、午前は地域

の方々との交流、午後は柑橘ジャムと化粧水

の製造体験を行った。 

 地域の方々との交流は、小長港の近くにある芝生で昼食会という形式で行った。10 時 30

分より昼食会の準備を学生と地元の方と共同で行い、その後、準備ができたのちに昼食会

が開催された。大長からは観光協会の大亀氏（会長）とその奥様、末岡氏、そして豊町市

民センターの前田氏が参加して下さった。大長ミカンの歴史や 9 月末に行われる櫓祭り、

今後の大学との連携関係などに話がおよび、充実した交流を行うことができた。 

 13 時からは安芸灘交流館に場所を移し、大亀氏の奥様の指導のもと、清見オレンジのジ

ャム、マーマレード、およびレモン化粧水の製造体験を行った。地元の食材を使った加工

品の製造体験ということで、6次産業化の一端を垣間見ることができた。 

 

 ⑤大三島（おおみしま・愛媛県今治市） 

 大三島は、平安から鎌倉時代にかけて活躍した村上水軍の拠点となった島である。近代

においても漁業が盛んで、瀬戸内海航路が重要な交通幹線であった時期までは、航海の安

全を祈念した祭りなどが毎年開催され、大きな賑わいを見せていた。 

 5 月 13 日の夕方に宮浦港より上陸した。宮浦港から大山祇神社（おおやまづみじんじゃ）

までの参道の状況を確認した。石畳と昭和を想わせる町並みが残っており、豊後高田市が

実施している「昭和の町」プロジェクトの援用の可能性がうかがえた。 

民泊体験の開催式 地元の方とのコミュニケーション 

柑橘をつかった加工品製造体験 
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⑥謝辞 

本調査航海の実施にあたり、安全かつ円滑な運航をしてくださった中口和光一船長、山口

修平首席一等航海士をはじめ豊潮丸乗組員の皆様に厚くお礼申し上げます。 

また、大崎上島町・亀山副町長様をはじめ大崎上島町産業観光課の皆様、NPO 法人かみじま

の風の皆様、峠農園様、そして広島大学産学・地域連携センター・穐丸壽美様には、大変

ご多忙中にもかかわらず大崎上島において大変貴重な交流の機会を与えていただきました。 

そして、大崎下島では豊町観光協会・大亀孝司様、末岡和之様、大亀美保子様、呉市豊市

民センター・前田義信様には、ご多忙中にも関わらず、大変丁寧なご対応とご説明をいた

だきました。本当に感謝いたしております。 

 

ここに挙げた皆様のおかげで、大変有意義な現地研修を行うことができました。記して感

謝の意を表したいと存じます。（細野賢治） 

 

 

(３)祭支援と域学連携 ―呉市豊町大町櫓祭りへの参加からー 

 

広島大学大学院 加藤愛  

 

①「櫓祭り」の支援を行う背景 

 瀬戸内海の大崎下島は、かつては日本初の早生ミカン産地として栄え、黄金の島と呼ば

れるほど活気ある島であった。しかし、近年は、みかん産業の低迷や農業の担い手の高齢

化・後継者不足により厳しい状況に置かれている。高齢化・少子化の影響は、町の伝統行

事である櫓祭りの存続を難しくしている。祭りをはじめとする伝統行事は、その地域の歴

史や文化を特色づけるだけではなく、地域住民にとって交流の場となり、他出した家族の

帰省の機会にもなる。その消滅は、地域の疲弊を加速させることにつながる。 

このような状況の打開策として、2013 年から、広島大学生物生産学部の学生・院生が、

祭りの運営を支援するようになった。参加学生は全員活動には満足し、地域からも高い評

価を得た。また、大長地域では交流事業を運営する組織が立ちあがり、域学連携をきっか

けとして地域での活動が促進されたといえる。 

 

②「櫓祭り」とは 

「櫓祭り」とは、毎月 9月の最終土曜日に宇津神社前広場を舞台に行われる秋季例祭で

ある。宇津神社は 2100 年を超える歴史を持ち、櫓祭りは 250 年前にはすでに行われていた、

大長地域の重要な伝統行事である。祭りでは、1.5m 四方の題材に 7枚の赤い大布団を重ね、

高さ 3m 近い大櫓が練り歩く。櫓の台座上には太鼓を打つ子供、かつぎ棒の上で掛け声をか



 

ける

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

の華やかさが無くなっていると残念がる声が多く聞かれる。

 

③広大生参加のきっかけと反応

 2013

参加しても

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

あった。

 

④継続した祭参加

 2014

回しをおこなった。参加したのは、学生

昨年度から継続して参加した学生が

双方が

にぎやかになったと評価している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤交流事業の拡大と成果

 当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

流通について学び、レモンの加工実習をおこなった。

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

ける 8人の子供が乗り、総重量は

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

の華やかさが無くなっていると残念がる声が多く聞かれる。

広大生参加のきっかけと反応

2013 年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

参加してもらい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

あった。 

継続した祭参加

2014 年 9 月、学生は昨年度と同様に「櫓祭り」に参加し、

回しをおこなった。参加したのは、学生

昨年度から継続して参加した学生が

双方が喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

にぎやかになったと評価している。

宮出しのようす

交流事業の拡大と成果

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

流通について学び、レモンの加工実習をおこなった。

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

人の子供が乗り、総重量は

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

の華やかさが無くなっていると残念がる声が多く聞かれる。

広大生参加のきっかけと反応

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

継続した祭参加 

月、学生は昨年度と同様に「櫓祭り」に参加し、

回しをおこなった。参加したのは、学生

昨年度から継続して参加した学生が

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

にぎやかになったと評価している。

宮出しのようす

交流事業の拡大と成果 

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

流通について学び、レモンの加工実習をおこなった。

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

人の子供が乗り、総重量は 2t にもおよぶ。しかし、参加者が高齢化した現在は、櫓

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

の華やかさが無くなっていると残念がる声が多く聞かれる。

広大生参加のきっかけと反応 

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

月、学生は昨年度と同様に「櫓祭り」に参加し、

回しをおこなった。参加したのは、学生

昨年度から継続して参加した学生が 8名おり、昨年度交流した地域の方と学生が再会でき

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

にぎやかになったと評価している。 

宮出しのようす 

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

流通について学び、レモンの加工実習をおこなった。

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に
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にもおよぶ。しかし、参加者が高齢化した現在は、櫓

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

の華やかさが無くなっていると残念がる声が多く聞かれる。

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

月、学生は昨年度と同様に「櫓祭り」に参加し、

回しをおこなった。参加したのは、学生 18 人（留学生

名おり、昨年度交流した地域の方と学生が再会でき

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

流通について学び、レモンの加工実習をおこなった。

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

にもおよぶ。しかし、参加者が高齢化した現在は、櫓

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

の華やかさが無くなっていると残念がる声が多く聞かれる。 

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

月、学生は昨年度と同様に「櫓祭り」に参加し、4

人（留学生 2人含む）、社会人

名おり、昨年度交流した地域の方と学生が再会でき

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

流通について学び、レモンの加工実習をおこなった。 

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

 昼回し（小櫓）の

にもおよぶ。しかし、参加者が高齢化した現在は、櫓

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

 

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

4分区が担当する宮出しと昼

人含む）、社会人

名おり、昨年度交流した地域の方と学生が再会でき

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

昼回し（小櫓）の

にもおよぶ。しかし、参加者が高齢化した現在は、櫓

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

分区が担当する宮出しと昼

人含む）、社会人 2人であった。

名おり、昨年度交流した地域の方と学生が再会でき

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に

昼回し（小櫓）のよう

にもおよぶ。しかし、参加者が高齢化した現在は、櫓

を担ぐことは負担が大きく、練り歩きを行う時間も年々短くなっている。また、子供がい

ない分区もあり、櫓の上に乗る子供や踊りをする子供が減少している。住民からは、祭り

年には学生１３名が参加し、櫓の重さの軽減や賑わい作りに貢献した。外部の人に

らい、祭りの賑わいと存続につなげたいという地域住民の要請を受けてであっ

た。ただ、学生が祭りに参加することに関して、住民間で合意が必ずしも十分ではなかっ

たために、今後も積極的に参加して欲しいという意見と慎重に進めて欲しいという意見が

分区が担当する宮出しと昼

人であった。

名おり、昨年度交流した地域の方と学生が再会でき

喜んでいるようすが見られた。また、参加人数が増えたことで、学生も地域住民も

当初は「櫓祭り」の支援が中心であったが、地（知）の拠点整備事業が行う教養ゼミの

体験学習を同地区で行うことになった。学生たちは大長みかんの発祥地でみかんの生産・

こうした交流事業の成果や課題を確認するために、「櫓祭り」参加者、関係者への聞取り

調査、アンケート調査を実施し、その調査結果を報告して、今後の地域と大学との連携に
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関するワークショップをおこなった。参加学生の地域への関心が高まり、継続的に「櫓祭

り」を支援する組織や活動ができないかという検討が始まった。また、祭り以外の地域と

の交流に目が向けられている。 

 

⑥地域が得た成果 

大長地区での活動を単なる交流事業におわらせず、調査活動もおこなってみた。調査結

果を住民に知っていただくなかで、地域活性化の在り方を住民自身が考える機会を作った

のではないかと思う。また、学生との交流により、地域の魅力の再発見や、新たな生甲斐

の創出、地域の子どもたちが若い学生と触れ合うなど、地域にとってはさまざまな効果が

あることが認識された。このような場を今後も待ち続けるために、行政・地域・大学との

連携の仕方を検討するとともに、域学連携の体制を確立するために何が必要か、考えるき

っかけになった。 

大長地区の交流事業を行う組織は立ちあがって間もないため、活動のノウハウはまだ十

分には蓄積されていない。祭りや交流事業の機会を利用し、地域住民が運営ノウハウを会

得することが期待される。交流が活発な地域となることで、「外の人」を受け入れることに

慣れ、観光客だけではなく、将来の定住者を受け入れやすい環境づくりにもつながことが

期待される。 

 

３.学生・教員による地域課題研究 

(1)学生による地域課題研究（平成２６年度） 

卒業論文 

◇生月英吾 

  体験型グリーン・ツーリズムから見た都市の意識と農山村の取り組みのあり方 

◇原田紀一 

  帝釈峡神龍湖の水質悪化の原因究明に関する研究 

修士論文 

◇加藤愛 

  条件不利地域における体験型教育旅行民泊受入による効果と中間支援組織の在り方 

◇細川富美子 

  「土壌診断に基づく適正施肥」の現状・課題と展望 

－ＪＡグループ広島の取組を事例として－ 

 

(2)地域の方から大学に寄せられた提案にもとづく研究活動 

①帝釈峡神龍湖の水質悪化原因の究明と改善材適用による改善 

 （平成２５年度 「広島大学地域連携推進事業」プロジェクト） 

 



53 

 

プロジェクト代表者：生物圏科学研究科 教授 山本 民次 

地域提案テーマ：国定公園帝釈峡神龍湖における、水質改善に関する研究  

提案者：神石高原町まちづくり推進課未来戦略室 

 

近年、国定公園帝釈峡神龍湖の水質悪化が深刻化している。植物プランクトンの大量発

生による透明度の低下や、それによって引き起こされる悪臭は、観光地にとって不都合な

ものであり、環境を適切に保全・維持する必要がある。 

本研究は、帝釈峡の長期水質データの解析と実態調査に加え、数値生態系モデルを作成

して、物質循環を定量的に明らかにし、植物プランクトン発生による富栄養化の原因を究

明した。 

 

②緑黄色野菜わけぎの有効成分の分析と紫化現象発生要因の解明および軽減策の検討 

（平成２６年度 「広島大学地域連携推進事業」プロジェクト） 

 

プロジェクト代表者：生物圏科学研究科 准教授 長岡俊徳 

教授 実岡寛文 

講師 上田晃弘 

地域提案テーマ ：向島産わけぎの特性解明について  

提案者：ＪＡ尾道市わけぎ部会 
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わけぎは、尾道市などで古くから生産されており、地域で馴染の深い緑黄色野菜のひと

つです。近年、産地では作付け面積や生産量が減少している。また、晩生わけぎの紫化が、

市場において商品価値を下げる原因となっている。 

 本研究は、わけぎの有効成分や紫化発生機構を明らかにし、わけぎの高付加価値化と安

定多収を目指した栽培技術の開発をおこなっている。 

 

  



 

「地

 

 広島大学「地（知）の拠点」中山間地域・島しょ部対策領域では、現地体験授業などの

実施において広島県内の７市町・９地域との強い連携を構築している。本事業が、地域に

学び地域に貢献する人材育成の仕組みとして動き出したことから、広島大学や「地（知）

の拠点」整備事業の取り組みに対して、地域や市町から大きな期待を受けている。

 

１.安芸太田町

井仁地域は、中国自動車道戸河内

計スマート

の近接性を持つ地域である。一方、標高

にある集落は、人口

国地方における過疎地域の代表的例でもある。

井仁地区は、平成

年に広島県景観大賞を受賞している。

地域では、少子高齢化や人口減少等により、

人材不足による交流基盤の弱体化、棚田景観の
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安芸太田町 井仁地域

井仁地域は、中国自動車道戸河内

から車で 8 分程度と都市部から

の近接性を持つ地域である。一方、標高
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井仁地域 
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分程度と都市部から

の近接性を持つ地域である。一方、標高

人、高齢化率 44.6%

国地方における過疎地域の代表的例でもある。

年日本棚田百選、平成

年に広島県景観大賞を受賞している。 

地域では、少子高齢化や人口減少等により、
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の拠点」連携地域の概要 

広島大学「地（知）の拠点」中山間地域・島しょ部対策領域では、現地体験授業などの
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学び地域に貢献する人材育成の仕組みとして動き出したことから、広島大学や「地（知）

の拠点」整備事業の取り組みに対して、地域や市町から大きな期待を受けている。
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44.6%で中

国地方における過疎地域の代表的例でもある。

年日本棚田百選、平成 12
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対策領域の連携地域 

とともに生きる井仁地域 

広島大学「地（知）の拠点」中山間地域・島しょ部対策領域では、現地体験授業などの

実施において広島県内の７市町・９地域との強い連携を構築している。本事業が、地域に

学び地域に貢献する人材育成の仕組みとして動き出したことから、広島大学や「地（知）
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維持が困難になるなどの課題がある。そのな

かで、住民が平成２３年度から地域計画づく

りに取り組み、将来の地域のあるべき姿を模

索している。 

住民主体の地域計画づくりでは、地区の拠

点となる旧小学校を活用し、都市交流事業や

都市住民の参入による棚田の景観保全、休耕

地の活用等に向けた取り組みを行っている。

これらの取組は、地区住民がこれからも棚田

と共生し、美しい景観と故郷を後世に残すこ

とに誇りをもって生きることができる地区づ

くりを目指している。 

地域では、体験作業と地域の方の講義を通じて、地域の活動を学生が理解し、地域と広

島大学との交流を深めながら継続的な連携や大学の地域支援・貢献につながることが期待

されている。 

 

２.呉市豊町大長 

瀬戸内海島しょ部にあり「安芸灘に浮か

ぶみかんと歴史の島」という言葉に代表さ

れる大長は、大長みかん発祥の地であり、

広島県のみかんブランド産地である。また、

当地にある御手洗は、古くから商業が盛ん

であり、町並み保存地区を中心とした観光

に力を入れている。 

地域では、農業と観光で地域活性化を図

るべく、特産みかんの加工・製品化と特産品販

売などを進めている。 

 地域では教養ゼミやその後の展開を通じて、

地方創生や活性化につなげる発展的な交流連

携を進めたいとの思いが強い。これまでの広島

大学の地域連携活動については、高く評価して

いただいている。 

 

 

交流館（旧井仁小学校） 

豊町大長のみかんと瀬戸内の多島美 

特産みかんを使った清美ジャム 
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３. 大崎上島町 シトラスかみじま・金

原農園 

大崎上島町の農業は、傾斜地における柑橘

類の生産が主体である。産地では、高齢化や

担い手不足、柑橘類の価格低迷によって、農

業従事者の減少が続いており、耕地面積の減

少、遊休農地の拡大がみられる。 

しかし近年は、トマトなどのハウス栽培の

経営、ブルーベリーなどの観光農園の入込み

客の増加、レモンの産地化も進められている。

さらに、温暖な気候と風土を活かした柑橘類

やブルーベリーなどの栽培と併せて、季節に

応じた農業体験や自慢の加工品づくりができ

る「まるごと島体験」「家族の一員として迎え

る民泊」のプログラムも展開されている。 

このような地域にあるシトラスかみじまは、

Ｉターン農業者の受け皿となり、新規就農者

の意欲的な活動が見られる。地元の生産者も

各種の特産かんきつの露地栽培だけでなく、

施設ハウス栽培にも意欲的に取り組み、高級

かんきつ「せとか」など新たな品種を組み込

んだ経営をおこなっている。 

 

 

４. 大崎上島町 食文化海藻塾・大崎

内浦漁協 

大崎上島町の養殖漁業は企業的経営が多

く、マダイ・ヒラメなどの養殖・種苗生産を

いち早く始めるなど意欲的な取り組みが行

われている。同時に島全体で漁業体験等がメ

ニュー化されている。 

漁協では、「マダイの里」などの栽培漁業

を展開する中で、養殖作業・餌やり、養殖見

学・貝堀りなどの体験型漁業・見せる漁業に

取り組んでいる。同時に、特産品の開発もお

シトラスかみじまの施設ハウス栽培 

柑橘のハウス栽培のようす 

体験型漁業のようす 
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こないながら観光漁業への取組みも進めら

れている。 

また、大崎上島町食文化海藻塾では、磯や

浜辺で、海の生き物や海藻の観察・採集をお

こなう自然観察会を開いている。海藻がどう

育ち、何が食べられるかなど、海藻の食文化

づくりと新たなマーケットの創造まで考え

る、新たな活動が展開されている。 

 

 

 

 

  

 

５. 世羅町 世羅幸水農園 

世羅幸水農園は、世羅高原にあり、寒暖差

の大きい気候を生かして梨などの果物の生

産をおこなっている。県内では、世羅大豊農

園とともに梨の生産の拠点となっている。農

園では、家族ぐるみで果樹の全面協業経営を

おこない、法人経営によって福利厚生の充実

をはかりながら後継者育成にも力を入れて

いる。また、世羅町で取組んでいる 6次産業

ネットワークを通じて、地域との連帯と共存

をはかる経営を目指している。 

世羅幸水農園では、55ｈａ余りの圃場をも

ち、幸水を中心に年間約 1 千百トンが収穫さ

れる。「ビルネ・ラーデン」と名付けられた直

売所では、農園で生産された果物や加工品等

が販売され、都市住民との交流窓口となって

いる。 

 梨一筋であった農園は、現在、ぶどう・い

ちご・すもも・桃なども栽培し、果物狩りも

楽しめる多品種の果樹園に生まれ変わってい

ます。また、ワイン用のぶどうの栽培も行っ

ている。 

食文化海藻塾が開かれる大串海岸 

幸水農園のようす 

ビルネ・ラーデン 
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６. 世羅町 世羅大豊農園 

世羅大豊農園は、世羅町の中心部に位置

し、標高が 450ｍ前後のなだらかな高原の中

の梨等の生産拠点です。農園では、幸水農

園と同じく法人経営をおこない、家族ぐる

みで生産をおこない、梨の生産を通じて、

豊かな人間環境をつくりや生きがいある生

活を目標としている。 

幸水を中心とした梨園 41ｈａ（総面積 80

ｈａ）では、年間約 1千トンが収穫される。「山

の駅」という名称の直売所があり、農園で生

産された果物や加工品などが販売され、生産

者と消費者をつなぐ窓口となっている。 

 また、梨栽培に関連して、四季折々にい

ろいろなイベントを企画して、園内の見学、

作業体験、農業研修などをおこなっている。 

 

 

 

 

 

 

７. 三次市 道の駅ゆめランド布野 

 三次市は，農林業を中心とした「市内産業

の６次産業化の促進」を目指すとともに，自

然に育まれた文化・伝統などを活かした「市

内観光の活性化」が進められています。また、

三次の資源(自然，祭，町並み，人材)を掘り

起こし，訪れた人々を三次や三次産品のファ

ンにするための農家直売所、農家レストラン、

農家民宿・農家民泊(感動の田舎泊まり）にも

取り組み、交流を通じた地域活性化につなげ

ています。 

道の駅ゆめランド布野は、市や地域団体が

梨農園のようす 

山の駅 

道の駅ゆめランド布野 
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出資する株式会社布野特産センターが運営し、

農をコンセプトに地域農業の活性化を経営理

念とし、地域と連携した経営を目指していま

す。具体的には、地域活性化、地場産業活性

化、地域情報発信、都市との交流や人口増加

のための拠点として位置づけられています。 

布野だからできるアイスの味にこだわった

まるごと布野アイス屋さん、布野と作木町で

生産された旬の野菜にこだわった布野ふれあ

い市場、ふれあい市場で販売されているもの

を使ったふるさとバイキングレストランが特

徴です。 

 

 

 

 

８.東広島市 ファーム・おだ 

ファーム・おだのある小田地域は、

中山間地域にあり高齢化が進んでい

ます。地域には自治組織「協和の郷・

おだ」があり、ファーム・おだをは

じめ地域にある多様な組織との連携

をはかりながら地域づくりがおこな

われている。 

このなかでファーム・おだでは、

「清流の水と暖かい心で一致協力・夢

と希望の郷づくり」、「緑豊かな自然を

守り、みんなの力で楽しく明るい農業

を築こう」という目標を掲げて集落法

人化を進めてきた。現在は、集落の

95％にあたる 154 名が法人に加わり、

経営規模は 103ha である。生産してい

るのは、コメ、大豆、小麦、そば、野

菜、米粉用米などである。地域で資源

をうまく循環させることを目指して、

農畜連携による土作りに始まり、直売

布野のこだわりアイス 

小田城跡からみる地域のようす 

米粉パン工房 パン＆マイム 
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所での農産物や加工品販売、米粉パン工房の運営などをおこなっている。 

今後、ファーム・おだでは、若者を雇用し地域の後継者として育てていくために、収益

性の高い野菜などへの作付け転換や農作業の効率化、清流小田米のブランド化や米粉パン、

味噌などの加工部門の強化などを進め、収益性の高い事業体を目指している。 

 

９.広島市 いいね太田川隊・太田川

漁業協同組合 

太田川は全長 103km、流域 1690 ㎢の一級

河川で、80 種の魚が生息しており、アユ、

アマゴなどの釣り（遊漁）が楽しめます。

太田川漁業協同組合では、組合員によって

投網、舟釣、やな、刺網、かに網などの漁

が行われ、放流事業も積極的にも取り組ん

でいる。 

以前は、河川域に繁殖するヨシ等は地域

農業にとって貴重な資源であったが、地域

農業の変化によってヨシ等の利用がなくな

っていった。現在は、ヨシ等が過剰繁茂し、

川床の陸域化などが進行している。良好な

河川環境の維持と漁場の改善には、ヨシの

刈り取りや河川に流れるごみの除去などが

必要である。 

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空

間の形成を目的として、太田川支流の吉山

川で、約１ｈａのヨシ刈りや水辺の教室を

開いて一般市民への環境教育などを積極的

におこなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田川漁業協同組合 

ヨシが茂る吉山川のようす 
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第２部 「地（知）の拠点」 

円卓フォーラム報告集 
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I 「地(知)の拠点」円卓フォーラムの概要 

広島大学の「地（知）の拠点整備事業（COC）」とフォーラム 

１ 文部科学省により 2013 年に採択された広島大学の「平和共存社会を育むひろしまイニ

シアティブ拠点」は、大学が自治体を中心に地域社会と連携して、地域を志向した教育・

研究・社会貢献を進めることを目的にしている。広島大学は、地域の課題解決に資する人

材を育成し、情報・技術が集まる地域社会の中核的役割を担うことを目指す。具体的には、

広島地域の共通課題である「ひろしまの平和発信」、「条件不利地域対策」、「障がい者

支援」の三つ重点課題を設定している。 

２ 生物生産学部では、条件不利地域領域対策を担当するにあたり、「条件不利地域」と

いう言葉にかえて、「中山間地域・島しょ部」を用いることにした。これは、連携先の関

係者や自治体からの意見を踏まえたものである。 

３ 中山間地域・島しょ部領域対策を担当する生物生産学では、この１年 3か月の活動を

振り返り、「中山間地域・島しょ部と広島大学」をテーマに、広島県の農水産業の将来を

見据えた広島大学と市町・地域との交流と連携について、地域・自治体・学生・大学が討

論しあうフォーラムを開催することにした。 

フォーラムのテーマと趣旨 

４ フォーラムは、2014 年 12 月 11 日（木）、12 時 50 分から 16 時 45 分、広島大学学士

会館レセプション・ホールにて開催された。テーマは、「中山間地域・島しょ部と広島大

学―広島県の農水産業の将来を見据えた交流と連携―」、である。 

５ 広島大学では、条件不利にもかかわらず、優れた活動を行っている地域住民、コミュ

ニティ、地方自治体と強く連携し、学生に体験活動やフィールドワークを通して農山漁村

の現場で起こる様々な問題を認識・学習してもらう取り組みを行っている。このフォーラ

ムでは、広島県の農水産業の将来を見据えた広島大学と市町・地域との交流と連携につい

て、地域・学生・大学が討論し、ここで出された評価やアイデア・知識・知恵の融合によ

って、今後の地（知）の拠点や中山間地域・島しょ部の姿を、共有することを目的にした。 

2 部構成のフォーラム 

６ フォーラムの第 1部では、「学生と地域とのエール交換」と題して、体験学習を行っ

た学生と、受入地域の皆さまとの間で、相互に意見や提言・苦言を交換し合い、今後の地

域志向型教育のあり方を考えることにした。 
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７ 第 2 部は、「広島県の地（知）の拠点 円卓フォーラム」とし、受入地域・自治体・

大学による交流と連携の成果をより深く討論し、地の拠点に基づく教育の進め方、協同で

取り組むべき地域農林水産業の課題、大学を媒介にした地域間連携と交流のシステムづく

り、などを話しあうのを目的とした。 

フォーラムの参加者 

８ フォーラムには、地域体験に参加した生物生産学部 1年生 104 人、受入地域 7か所か

ら 12 人、関係自治体（県庁含む）14 人、その他自治体 3か所から 5人、他大学 8人、一般

等（報道・一般）4人、TA 及び教務補佐員 11 人、本学教職員 20 人、合計 178 人が参加し

た。 

 

開会式 生物生産学部長植松一眞教授の開会挨拶 

1 開会式では、生物生産学部長植松一眞教授が地域及び自治体からの参加者に対し、感謝

の意を表し、地（知）の拠点整備事業に取り組む意義について述べた。 

２ 農学系である生物生産学部の教育は、やや理論に偏っており、地域の農林水産業の実

情等について学生は周知していない。今回、初めて 1年生から中山間地の現場に出て勉強

する機会を作ることになった。生物生産学部が担当する分野には、「条件不利地域対策」

という名称がつけられていたが、高齢化・過疎化が進む中でも頑張っている地域の方々に

失礼だと考え、「中山間地域・島しょ部対策」と名称を変更したとの説明があった。これ

らの地域で学生は農水産業の実状を学ぶことができた。植松学部長は、本フォーラムをこ

れまでの活動の総括および今後に向けての意見交換の場とし、今後の事業発展に努めてい

きたいと述べ、挨拶を締めくくった。 
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藤本副理事の挨拶 

３ 広島大学では地域連携・社会連携に関するさまざまな活動に取り組んでいる。藤本副

理事は、広大はグローバル化に対応した研究教育体制を強化する一方、地（知）の拠点整

備事業を足掛かりに地域志向型の教育にも力を入れていることを説明した。 
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第 1 部：学生と地域とのエール交換 （学生企画による司会進行） 

地域との連携を模索した体験学習の経過報告 

１ 司会は、生物圏科学研究科博士課程前期２年生の加藤愛さんが勤めた。第１部のプロ

グラム紹介の後、教務補佐員(TA)として 1年生の体験学習に同行した三木香さん（生物圏

科学研究科博士課程前期１年生）が、「地域との連携を模索した体験学習」と題して経過

を報告した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 今回のフォーラム開催のきっかけとなった地域体験授業の教養ゼミは、大学入学後の 1

年生の早い段階で、学生に学問のおもしろさ、楽しさを体験的に理解してもらい、知的活

動への動機付けを高めることを目的にしていた。7つの市町の 9つの地域で体験授業が実施

された。 

３ 安芸太田町の井仁地域では、学生はさつまいもの植え付け作業、ほんもろこ養殖の見

学、棚田米を使ったおにぎりづくりを体験した。呉市豊町大長・御手洗地域では、大長産

のレモンを使ったジャムと化粧水作りを体験した。大崎上島町では、高級柑橘「せとか」

の摘果作業とレモン栽培の体験、また、マダイの餌やり、シーカヤック体験、大串海岸で

の海藻採集などを実施した。 

学生の司会で第 1部の開会です 
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４ 学生は、世羅町の世羅幸水農園にて梨の摘果作業を体験し、世羅大豊農園では梨の摘

果、ブドウジベレリン処理を体験した。三次市の道の駅ゆめランド布野では、アスパラガ

ス収穫体験や合鴨農法の見学、地元食材を使ったアイスクリーム作り体験学習が実施され

た。東広島市のファーム・おだでは、学生は麦作後の田植え（手植え）を行った。広島市

の吉山川では、学生は、いいね太田川隊によるヨシ刈り作業の後の搬出作業をお手伝いし、

川の生き物・生態を観察した。 

５ 三木さんは、TA として参加した三次市道の駅ゆめランド布野での体験授業の様子を報

告するなかで、道の駅が地域活性化の先導役を務め、情報発信の拠点として位置づいてい

ることを説明した。また、農業体験や受入地域の住民の方々とのふれ合いを通して、地域

の魅力に触れることができたとの感想を述べた。1年生が大学生として早くから中山間地域

や島しょ部のもつ課題について学べたことはとても貴重な経験であり、今後の地域課題を

考える上で大きな糧になると、体験学習の成果をまとめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三つのゼミ（学生）の報告 

６ 続いて三つのゼミから体験学習の成果、学生が肌で感じた地域課題についての報告が

あった。島本ゼミの学生は、棚田百選として名高い安芸太田町井仁地区での体験学習の成

果を報告した。学生は井仁地区の古い歴史を紹介するとともに、体験学習を受入れていた

だいた“いにぴちゅ会”の役割を述べ、人口減少と高齢化が進むなかで行われる都市住民

との交流体験活動の成果を紹介した。学生は井仁地区の景観の美しさに感動する一方、住

民が厳しい生活条件にあることを感じ取った。学生は、多くの人が井仁地区を訪れてくれ

司会の加藤さん（Ｍ２）と経過報告する三木さん（Ｍ
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るよう、棚田や展望台を前面に PR し、都会では体験できない田舎ならではの体験交流に力

を入れる計画作りを提案した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 田辺ゼミの学生は、大崎上島町金原農園・シトラスかみじまにて、柑橘栽培や経営の

お話を金原邦也氏から伺い、その後に“せとか”の摘果作業を手伝った。学生が調べた摘

果作業の紹介があり、柑橘経営の現状と問題点が指摘された。学生は、“せとか”だけで

なく多くの品種の柑橘が生産されていたことに驚いた反面、離島という地形から交通の不

便さや高齢化という問題を抱えており、島を訪れる人が減少している現実を知った。学生

は、活性化に向けた提案として、学生による商品（柑橘）PR、大学内サークル合宿などの

誘致、トライアスロンを企画し、給水所に柑橘を生かした製品を置くなどの提案を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 小櫃ゼミの学生は、集落営農法人である東広島市ファーム・おだを訪れた。ファーム・

おだのさまざまな活動について述べ、特に米粉パンについてゼミ学習の成果を説明した。

また、なかやま牧場との間で行われている堆肥と飼料の交換、循環型地域農業の確立に向

 島本ゼミ発表の様子 

 田辺ゼミ発表の様子 
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けた協働活動が紹介された。ファーム・おだは、脆弱な生産構造と農業従業者の減少によ

る地域農業の低迷、過疎・高齢化や担い手不足による集落機能の低下といった諸問題の解

決のために設立された。学生は、法人化により共同活動がしやすくなり、機械利用の効率

化が図られると考えた。女性・高齢者の活用、経営基盤の強化や人材育成といった効果が

表れている点も述べた。今後は、他学部生にも体験してもらうことにより、ファーム・お

だは新たな視点を得るのではないかと締めくくった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入地域からの発言 

９ ３つの学生ゼミの報告を受けて、安芸太田町いにぴちゅ会会長河野司氏からは井仁地

区は高齢者を中心とした過疎地ではあるが、都市農村交流の体験会を 16 年間続けているこ

と、広島大学との交流が 6年前から始まり、若い人たちの意見を聞き知恵を借りることで、

自分たちのよいところを見つめなおすことができ、自信を取り戻すことにつながっている

との話しがあった。今回の体験学習では、初めは、農業をやったことがない学生ばかりで

積極性に欠けるという印象を持ったが、体験していく中で彼らの目の色が変わったのでは

ないか。希望としては、今回訪問してくれた学生 10 名が 4年間かけてじっくり地域に溶け

込み、自ら課題を見つけ出し、卒業時に見つけ出したテーマに沿って、卒業論文を書いて

ほしい、とのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小櫃ゼミ発表の様子 

 パネラー河野様からのご発言 
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10 大崎上島町 シトラスかみじま組合長理事金原農園金原邦也氏は、参加学生が柑橘栽培

や経営についてよく調べてくれたとの感想を述べた。シトラス上島は、県内で初めて、柑

橘生産の法人化をしている。担い手育成に努めており、現在は、農業未経験者が 2名従事

している。金原氏は、柑橘類の生産推移、市場流通から市場外流通への変化などについて

説明した。また、最近生産が盛んになっている国産レモンは、広島県産が 80％を占めてお

り、その主産地は大崎上島・大崎下島・生口島であることを述べた。金原氏は、今回の体

験学習では学生に摘果作業の他に、夏レモンの栽培を見学してもらったが、今後の広島レ

モンの挑戦について学生に見てもらいたいと述べられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 世羅幸水農園組合長理事原田修氏からは、全面協業経営による梨栽培の歴史、直売所

を中心に梨狩りなどの観光業にも力を入れ、6 次産業化を推進しているとの説明があった。

平成 11 年には 31 団体が世羅町の世羅高原ネットワークを組織し、現在は 71 団体までに参

加団体が増えている。特に女性の力が加工・販売・PR といったところで非常に生かされて

おり、今年からグリーンツーリズム（民泊事業）に注力している。原田氏は、広島大学の

学生にはモニターとしてだけでなく、一緒に活動してくれることを期待している。若い町

外の人の意見を聞いて、課題を見つけ解決していきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パネラー金原様からのご発言 
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12 討議では、東広島市 ファーム・おだ組合長理事吉弘昌昭氏が、学生が実際に現場に出

て、体験してもらうことで、農業というものがどういうものであるか考える良い機会にな

ったのではないかと述べた。今後は継続して体験学習に取り組んではどうかとの提案があ

った。若者が魅力を持って就農できるようにと考えて法人化に取り組んでいるので、学生

の中から就農や定住を考える人が現れて欲しいとの期待が寄せられた。呉市豊町大亀農園

大亀孝司氏からは担い手育成に関する質問が寄せられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パネラー原田様からのご発言 

 フロアの吉弘様からのご発言 



 

 

 

 

 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

13 報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

 

 

第 2

 

「円卓フォーラム」の趣旨とテーマ

1 円卓フォーラムを開催するにあたり、

博教授

今後の広島大学の地域志向型教育のあり方、地域が抱える課題に大学がどのように向き合

うか、大学・地域・自治体の３者が組織的に連携していくためのシステム作りをどうすれ

ばよいかについて、意見と提言をいただきたいと述べた。

地（知）の拠点フォーラム第

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

2 部：広島県の「地

「円卓フォーラム」の趣旨とテーマ

円卓フォーラムを開催するにあたり、

博教授が趣旨を説明した。第

今後の広島大学の地域志向型教育のあり方、地域が抱える課題に大学がどのように向き合

うか、大学・地域・自治体の３者が組織的に連携していくためのシステム作りをどうすれ

ばよいかについて、意見と提言をいただきたいと述べた。

地（知）の拠点フォーラム第

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

広島県の「地

「円卓フォーラム」の趣旨とテーマ

円卓フォーラムを開催するにあたり、

が趣旨を説明した。第

今後の広島大学の地域志向型教育のあり方、地域が抱える課題に大学がどのように向き合

うか、大学・地域・自治体の３者が組織的に連携していくためのシステム作りをどうすれ

ばよいかについて、意見と提言をいただきたいと述べた。

地（知）の拠点フォーラム第

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

島しょ部領域対策に貢献いただいた 12 名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。

広島県の「地(知)の拠点」

「円卓フォーラム」の趣旨とテーマ

円卓フォーラムを開催するにあたり、

が趣旨を説明した。第 1部での活動紹介、受入地域からの意見・提案を踏まえて、

今後の広島大学の地域志向型教育のあり方、地域が抱える課題に大学がどのように向き合

うか、大学・地域・自治体の３者が組織的に連携していくためのシステム作りをどうすれ

ばよいかについて、意見と提言をいただきたいと述べた。

地（知）の拠点フォーラム第 1部を閉じる司会者の生物圏科学研究科Ｍ２の加藤さん

72 

生物生産学部から地（知）の拠点活動に対する「感謝状」

報告と討議終了後に、植松生物生産学部長より、地（知）の拠点活動の中山間地域・

12 名の個人・組織に対して、感謝状が贈呈された。そ

の後、第１部の参加者全員で記念撮影を行った。 

の拠点」 

「円卓フォーラム」の趣旨とテーマ 
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２ 円卓フォーラムの司会である細野賢治准教授は、議論の柱として３つのテーマを提示

した。第１は、受入地域及び自治体関係者が、今回の地(知)の拠点整備事業にどう感じら

れたのか、第２に、地(知)の拠点活動が行おうとしている地域志向型教育についての評価、

第３に、中山間地域・島しょ部の活性化に向けて広島大学にどのようなことを期待してい

るのか、具体的な教育テーマおよび課題を提案する、以上である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験学習についての学生アンケート調査結果の紹介 

３ 矢野泉准教授より、体験学習に参加した 1年生に対するアンケート調査結果について

報告があった。生物生産学部の学生は、他学部の学生よりも農業とのかかわりが深く、小

中高で食農教育を受けた経験がある世代である。体験については、ほぼすべての学生がよ

かったと回答しており、たいへん好評であった。理由の一つに、“地域の人の話がきけた”

ことをあげた学生が多く、教員としては非常に喜ばしいと感じている。今後の交流活動の
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改善点として、移動時間を含む交流時間、体験活動が休日に実施されたことへの不満があ

った。 

４ 体験学習に参加して「農漁業への印象は変わったか」という質問に対し、元々興味関

心が高い学生が集まっていることから、変わらずよいという回答が半数を占めた。学生が

最もしてみたいと思う活動は宿泊体験であった。今後の農漁村との関わり方については、

遊びに行くという回答が最も多かった。アンケート結果を踏まえて、地域の行事に継続し

て参加するという第二のステップへ、また定住・仕事選びという第三のステップへ進める

ように活動を発展させることを検討する必要性があると、矢野准教授は指摘した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受入地域の声紹介 

５ 大泉賢吾コーディネーター（教育研究推進員）が、受入地域と市町（行政）に対する

アンケート調査結果について報告した。体験学習の計画作り、実施状況に関する評価が紹

介され、全体的評価については概ね良いとの回答であった。体験学習における地域・市町・

大学等の連携について、市町側は良いという回答が多くみられたが、地域からは市町ほど

の評価を得ていないので、今後は地域との関係を強化しなければならない。参加学生の地

域への理解や関心が高まったかという問いには、概ね高まったという回答を得たが、“や

や”との答えも多かった。 

６ 体験学習の実施時期について、作業内容との兼ね合いがあり、検討する必要があるこ

とが指摘された。受入地域、市町がこの体験学習の受入に伴い負担することになった業務

量については、概ね許容範囲であったとの回答を得た。ただ、体験学習の回数については、

「増やしてよい」と「ちょうど良い」という意見が分かれ、参加学生数については 10 名程

度が適切とのことであった。さまざまな体験を学生にしてもらいたいとの意見が強かった。

一回の体験授業時間は、「長くしたい」と「現状でよい」とが半々であった。受入地域、

市町とも本年度とほぼ同じ地域で受入を行いたいとの意見であった。体験授業の実施を通じた大

学との連携については強くなったと肯定的にみる地域が多かった。 
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地域の学生受入に対する意見 

7 以上を踏まえて、呉市豊町大亀孝司氏は、同地域で取り組んできた大学生との協同活動

の成果を紹介し、今回の参加学生のアンケート結果に対する意見を述べた。遊びに行きた

いという意見が多く見られたが、年間を通じた体験学習を希望したい。ミカンの花が咲く

ころから数回の農作業を経て、収穫に至るまでを経験してほしい。こうした体験を通して

最終的に担い手ができればよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

８ 呉市豊町末岡和之氏からは、参加学生のアンケートの中で将来移住してもよいと考え

ている学生が数名いたことは非常に喜ばしく、今後も活動を継続して移住を考える学生の

数を増やして欲しいとの表明があった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 世羅大豊農園組合長理事祢冝谷全氏は、今回の体験学習は時間が短すぎ、1～2日かけ

て一つのことをじっくりと教え、“しんどい”という思いをして農業への理解を求めるべ

きだとの意見を述べた。また、活動参加に消極的な学生もいた。同地で行われているさま

ざまな活動に積極的に関わる広島大学生もおり、今後に期待したいとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 三次市大前農園大前憲三氏は、農業大学校生の住込み実習の受入、小学生に年間を

通じたアスパラガス栽培を教え、新人の農業普及員の研修を受入れている。これらと比較

すると、今回の広島大学生の体験学習の仕方はやや物足りない。今後は、アスパラガスの 6

次産業化、販売流通等にも力を貸して欲しいとの意見が出された。 
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１１ 広島市大田川漁業協同組合理事苗代彰・一月高志氏（いいね太田川隊）は、ヨシ刈

り作業に参加した学生の様子を報告した。学生は刈り取られたヨシを運搬し、終了後には

漁協の組合員の指導のもと川に入り生き物観察を行った。学生が活き活きと観察する姿が

印象的だったとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 呉市豊町市民センター前田義信氏は、学生には条件不利地域とは何かをもう一度考

えて欲しいという。島しょ部の急傾斜では高品質のみかんを作るのに適している場合があ

る。百貨店等ではこうしたみかんが高価格で販売される。夢のある発信をしていけるかど

うかが、条件不利地域の今後を考える際のカギであるとの意見であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 細野准教授は、まとめのなかで、体験学習には遊びの要素があるのではないかとい

う厳しいご意見をいただいた一方で、将来移住してもよいという学生がいたことは評価で

きるのではないかと述べた。また、学生が体験学習をしっかりと行い、受入地域の人たち

がやる気が出るようにしてほしいという要望があった。継続的に体験学習をしてほしいと
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いう意見と、学生が入ったことで活性化にもつながっているという意見も、今後の活動の

指針になると述べた。 

 

中山間地域・島しょ部領域対策の活動に対する評価 

１４ 安芸太田町地域づくり課長尾航治氏は、さまざまな大学との連携を行っているが、

単なる体験交流を求めているわけでなく、今後につながる活動を求めていることを強調し

た。今回の体験学習は 1年生であり、これまで交流会等に参加した学生に比べて、専門的

知識に乏しかった。地(知)の拠点の活動を入り口として、長い目で地域とかかわっていっ

て欲しいと考えていると述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５ 安芸太田町いにぴちゅ会会長河野司氏は、体験学習に参加した学生が何年か後に「井

仁ってよかったなぁ、こんど友達といってみようかな」と考えて来てくれるだけでも、地

域にとっては成功ではないか。少し長いスパンで考えて、連携活動を作り上げていきたい

と表明した。 
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１６ 大崎上島町産業観光課課長森下隆典氏からは、広島大学が地(知)の拠点整備事業で

求めている目標値がどのようなものなのかという質問があった。地域はそれぞれ課題を抱

えており、それを解決するための努力をしている。大学が地(知)の拠点整備事業の活動を開

始するなかで、地域の側にも期待がある。しかし、大学側としても限界があると思われる

ので、予めその限界がどこまでかわかっていると地域も市町も対応しやすい。地域を対象

に卒論研究する学生が増えて欲しいとの意見が出された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７ 山尾教授は、森下隆典氏の質問に答えて、本年度の活動を踏まえて何を目標値にし

ていくのかを検討するつもりであること、次年度計画を作成する段階で受入地域、市町に

具体的に示し、相互調整を図りたいと述べた。 

１８ 世羅町産業振興課和泉美智子氏は、同町では 6次産業ネットワークを推進してきた

が、新しい世代の育成に取り組む時期に差し掛かっていることを報告した。グリーンツー

リズム事業を推し進めていくための連携、女子学生と世羅マルシェや農業女子との連携を

図れるのではないかとの提案をした。 
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１９ 三次市企画調整課杉谷幸浩氏は、行政の立場から地域課題を解決する手段の一つと

して地（知）の拠点の活動を活用したいとの考えが示された。学生に体験してもらうなか

で、現場でも課題を見つけやすくなる。活動を単発で終わらせず、学生時代の 4年間をかけ

て地域を分析していってほしい。そのためには、受入地域の住民や行政職員などが将来の地域

づくりを担 う学生を

育成する という視点

をもつこと が大切で

あると述 べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０ 三次市布野支所地域づくり係植岡幸弘氏は、本年度の活動は、さまざまな体験を組

み込んだプログラムにしたために、少し詰め込みすぎたとの印象を持った。次年度はどの

学年が来てくれるか、それによって対応を検討したいとのことであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１ 東広島市農林水産課宮岡志帆氏は、ファーム・おだで体験学習をしたのは１年生で

あり、現地に関する課題発見や提案というものがなく残念であったと述べた。この活動の

目的の一つは、地域に関わる人材の育成を目指すことであり、広島県や東広島市に関する

情報発信ができる学生に育ってもらいたい、普段の生活のなかでも地域課題を見出して欲

しいとの期待が述べられた。 
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２２ 細野准教授は、地（知）の拠点整備事業の活動にとって、継続性が最も大切である

点が、参加者の共通認識になっているとまとめた。また、広島大学の目標値の設定の仕方、

学生の課題解決能力をいかに向上させるかに対する期待が表明された点を確認した。 

 

地域活性化に向けて広島大学にどのような役割を期待するか 

２３ 大崎上島町食文化海藻塾塾長道林清隆氏は、今回の体験学習を受け入れた経緯を説明

した。広島大学の教員がこれまで大崎上島に対して果たしてくれた貢献が大きかったとい

う。授業の一環ということもあって、参加学生のすべてが積極的であったわけではない。

今後は、学生自らが積極的に企画・提案していくことに期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４ 農事組合法人ファーム・おだ組合長理事吉弘昌昭氏は、地域には課題はたくさんあ

り、学生がそれらを客観的に観察して意見を出してくれることを期待している。吉弘氏は、

農業体験は継続性が重要であり、種まきから収穫、加工・販売するまで体験してわかると

考えている。 
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２５ 世羅

町世羅幸水農園組合長理事原田修氏は、世羅町が取り組むグリーンツーリズムで、どうや

ったら地域全体が儲かるのかという課題を抱えており、広島大学には地域全体が活性化す

るための本当のグリーンツーリズムの在り方を探って欲しいとの期待を述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２６ 大崎上島町金原農園金原邦也氏からは、連続的な農作業体験を経験すべきだとの提

案があった。今回の体験学習では、学生はせとかの摘果を行っただけである。愛媛大学で

は学生が収穫した柑橘を持ち帰って販売までしている。ここまでやって初めて、農業がわ

かると言えるのではないか、と指摘した。 
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２７ 三次市株式会社布野特産センター代表取締役廣田幸男氏は、島根県境にある三次市

布野町は山間地で高齢化率が 40％と高いため、自然を生かしていける若い人材が欲しい。

この点で広島大学の学生の皆さんに期待したいと述べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８ 広島県地域政策局中山間地域振興課三島史雄氏からは、広島県は中山間地域と大学

等との連携事業を実施しており、大学生に対して旅費等の費用を支援していることの説明

があった。多くの大学生が地域に入り、勉強してもらうための支援策である。広島県内で

は、広島大学を含む 3つの高等専門機関が地(知)の拠点整備事業に採択されており、将来

を担う人材を育成する絶好の機会である。広島県は、中山間地域の人材育成を図り、特に

中山間地域外からの若い人材等との交流を積極的に行うための施策を強化していくことと

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９ 安芸太田町地域おこし協力隊西尾友宏氏は、受入地域が学生に期待しすぎではない

かとの懸念を示した。学生の立場からみると、地域課題の発見や解決と言われると重く受

け止めてしまわないか。最初は遊び半分でもよく、地域に触れるところから始まってもよ

いのではないかとの意見であった。 
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地（知）の拠点 「共同宣言」 

細野准教授は、円卓フォーラムを締めくくるにあたり、参加者有志による共同宣言を出し

たい旨の説明を行った。共同宣言の内容は次の通りである。 

� 広島大学は、中山間地域・島しょ部とともにあり続け、現場主義に基づいた、地域志

向型の教育研究活動に努めます。 

� 中山間地域・島しょ部は、広島大学に地域に根差した教育研究活動を支援し、地域の

視点、農林水産業の活性化の視点から、提案を行います。 

� 地方行政は、中山間地域・島しょ部と大学との交流連携を、地域振興の有効な手段の

一つとして位置づけ、これを支援します。 

� 中山間地域・島しょ部、地方行政、広島大学の三者は、このような活動を通じて、次

世代を担う若手世代にエールを送り続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共同宣言を議論する連携地域の皆様 
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円卓フォーラム まとめと閉会挨拶 

３１  共同宣言を受けて、中山間地域・島しょ部領域対策の責任者である山尾政博教授が、

まとめを兼ねて閉会挨拶を行った。地（知）の拠点整備事業に採択されて以降の活動は、

参加学生はもとより、教員にとっても有意義なものであった。受入地域・自治体との調整、

体験型教育の準備の仕方など、実務面での戸惑いもあったが、多くの方々に支援していた

だき、学生に有意義な活動を体験させることができた。改めて山尾教授より謝意が示され

た。 

３２ 地（知）の拠点活動は、参加学生が地域の人々と交流・体験し、農業・水産業及び

地域の生活文化を学ぶ第１段階から、“場”が抱える問題や課題を、地域の人々と協同で

勉強し、地域の“生活”“文化を考える第２段階に入る。地域体験を踏まえて幅広く、よ

り深い学習ができるように仕向けていくことになる。 

３３ 体験型の地域志向教育を実践するために、多くの学生・院生が教務補佐員(TA)とし

て参加し、1 年生の地域体験活動をうまく導いてくれた。担当教員、コーディネーターは、

彼らが果たした指導的な役割を評価し、今後は学生間で地域交流の経験や地域課題に関す

る知識が引き継がれていくようなシステム作りに取り組みたいと考えている。 

３４ 地域志向型教育、地域が抱える課題を研究するための諸準備が必要である。地域連

携を進めるノウハウをもった人材を配置し、分野横断的な活動を組織するコーディネータ

ーの役割が決定的である。学生・教員が地域で活動し、地域の人材が教育に貢献していた

だくためのシステム作りが大切である。地（知）の拠点整備事業の活動に取り組むなかで、

大学自身が地域連携と交流に関する能力を高めなければならない。 

３５ 山尾教授は、受入地域のご協力者、自治体関係者からいただいたご意見やご提言を

踏まえ、今後どのような方向を目指すべきかについて、検討していく所存であると述べて、

閉会の挨拶とした。 
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広島大学地（知）の拠点連携地域への感謝状贈呈 

 広島大学地（知）の拠点整備事業の現地体験学習の実施とともに地域と大学の連携にご

尽力いただいた皆様方に、本学の生物生産学部長から感謝状を贈呈いさせていただきまし

た。広島大学中山間地域島しょ部における地（知）の拠点活動が円滑かつ活発に実施でき

ましたのは、感謝状を贈呈させていただいた皆様のお陰であると、大学教職員、学生とも

に大変感謝しております。 

 今後も、広島大学地（知）の拠点整備事業中山間地域・島しょ部領域の活動に対して、

たくさんの方々に関心をお持ちいただき、ご参加いただきますよう、関係者一同が一致団

結して進めて参ります。広島大学生物生産学部の地域志向教育研究に格別のご協力とご尽

力をいただきますよう、心からお願い申し上げます。 

 

 

感 謝 状 

貴殿は、農林水産業等に関する卓越した知識や技術を基に平成二十六年度広島大

学生物生産学部地（知）の拠点整備事業の地域志向教育研究に大きく貢献されまし

た。 

貴殿が培った知恵と実行力で、これからも広島大学生物生産学部の教育研究にご尽

力くださることを期待し、衷心より感謝の意を表します。 

平成二十六年十二月十一日 

広島大学 生物生産学部長 植松一 眞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島大学の学生といっしょに記念写真 
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連携市町 感 謝 状 贈 呈 者 

 安芸太田町   いにぴちゅ会会長 河野司殿 

 呉市  大亀孝司殿、大亀美保子殿 

 呉市  末岡和之殿 

 大崎上島町  金原農園 金原邦也殿 

 大崎上島町  大崎上島町食文化海藻塾塾長 道林清隆殿 

 大崎上島町  大崎内浦漁業協同組合代表理事組合長 奥本英壯殿 

 世羅町  世羅幸水農園組合長理事 原田修殿 

 世羅町  世羅大豊農園組合長理事 祢冝谷 全殿 

 三次市  株式会社布野特産センター代表取締役 廣田幸男殿 

 三次市  大前農園 大前憲三殿 

 東広島市  農事組合法人ファーム・おだ組合長理事 吉弘昌昭殿 

 広島市  太田川漁業協同組合代表理事組合長・いいね太田川隊代表 森 正記殿 

 ※体験授業の実施順に記載しております。 

 

 地（知）の拠点感謝状贈呈者を皆様に御紹介致します。 

 

１．いにぴちゅ会会長 河野 司様   
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２．大亀 孝司 様 

３．大亀 美保子 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．末岡 和之 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．金原農園 金原 邦也 様 
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６．食文化海藻塾塾長 道林 清隆 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．大崎内浦漁業協同組合代表理事組合長 奥本 英壯 様 

（ご欠席のため、大崎上島町産業観光課森下隆典課長 代理受領） 
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８．原田 修 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．祢冝谷 全 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．廣田 幸男 様 
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１１．大前 憲三 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２．吉弘 昌昭 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３．森 正記 様（ご欠席のため、同組合理事 苗代彰様 代理受領） 
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Ⅱ 本年度の地域体験授業の経緯と内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学部の必須科目に地域体験授業を導入 

 

１．本年度は、学部 1年生の必修科目である教養ゼミに地域体験授業を導入した。教養ゼ

ミとは、大学入学後の早い段階で、自主性を重視した知的活動への動機付けを高め、論理

的・批判的な思考法と適切な自己表現能力を育てることを目標にしている。地域体験授業

の導入は、学問のおもしろさ，楽しさを体験的に理解できる機会を提供し、参加する学生

が地域の持つ魅力や課題を肌で感じ、今後の学習や研究意欲につなげていくことを期待し

ている。同時に、学生・教員・地域がコミュニケーションを促進できる場となることを目

指している。 

地域体験授業の実施状況 

２．地域体験授業の実施には、事前に大学が地域や市町を訪問し、関係者の方々のご意向を伺

いながら調整を重ねた。地域関係者には、１年生を対象とした講義と体験作業の実施を依頼させ

ていただいた。その結果、表１の通り、体験授業は 7 つの市町の 9 つの地域で実施させていただく

ことができた。 

３．体験授業のコンセプトには、「地域の皆さまを講師に、地域のお役に立てる体験作業を」と掲げ

ていたが、地域や市町の皆様の暖かいご支援や行き届いたご配慮をいただいた。学生・教職員と

もにこの場をお借りして感謝の意を表したい。 
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地域体験授業の実地内容 

１．体験学習の構成は、学生と教職員が現地に行き、初めに訪問する地域の方の講義を受

けて事前学習を行い、その後体験作業を行った。地域の方々との協議により、参加するメ

ンバーは１グループ 10 名前後とし、１つのゼミごとの参加とした。例外として、ファーム・

おだは 2つのゼミ合同で 21 名が参加した。加えて、現場体験のある学部学生や大学院生を

教務補佐員(ティーチング・アシスタント,TA)３～４人程度とゼミ担当教員 1人、生物生産

学部教職員 2～3人が同行した。また、後日大学では学生による体験発表会を開き、異なる

グループの学生と教職員による情報の共有を図った。体験発表会には、地域の方からの自

発的な参加があり、貴重な意見をいただく場となった。実施日は、大学のカリキュラムに

合わせて現地実習は 6月の各土曜日、体験発表会は 7月中旬の水曜日に 2回開催した。 

以下、各地域で行われた体験授業の内容を紹介する。 

 

安芸太田町井仁地域 いにぴちゅ会 

２．安芸太田町の井仁地域では、地域活性化

自主活動組織であるいにぴちゅ会にご協力い

ただき、6月 7日に地域体験授業を開催した。

井仁地域には、島本ゼミグループ 10 人が参加

した。 

いにぴちゅ会は、都市交流事業や都市住民の

参加による棚田の景観保全、休耕地の活用な

どの取組みを行っている。授業では、いにぴ

ちゅ会会長河野司氏に井仁の課題解決と夢の

実現に向けてというテーマで講義をしていただいた。体験作業では、棚田にてさつまいも

の植え付け作業を行い、その他にもろこ養殖の見学、棚田米を使ったおにぎりづくりを行

った。 

呉市豊町大長 

３．呉市豊町大長地域では、柑橘生産者である大亀孝司氏、大亀美保子氏、末岡和之氏、

にご協力いただき、6月 7日に地域体験授業を

開催した。 

大長地域では、都築ゼミグループ 10 人が参加

した。授業では、同 3名の方が講師となり、大

長みかんの歴史と現状というテーマで講義を

していただいた。体験作業では、大長産のレモ

ンを使ったジャムと化粧水作りを行った。 

大崎上島町 農事組合法人シトラスかみじ
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ま・金原農園 

４．大崎上島町では、金原農園のご協力をいた

だき、6月 14 日に地域体験授業を開催した。金

原農園には、田辺ゼミグループ 10 人が参加した。 

授業では、柑橘農園経営者である金原邦也氏に

大崎上島町の概要と柑橘経営・柑橘流通に関す

るテーマで講義をしていただいた。体験作業で

は、高級柑橘「せとか」の摘果作業とレモン栽

培の体験を行った。 

 

大崎上島町 大崎浦漁業協同組合、食文化海藻塾 

５．大崎上島町では、同日に大崎浦漁協、食

文化海藻塾のご協力をいただき、地域体験授

業を開催し、富山ゼミグループ 11 人が参加し

た。 

食文化海藻塾は、磯や浜辺で生き物や海藻の

観察、採集体験などを開催しながら、海藻の

食文化づくりと新たなマーケットの創造まで

を考える活動である。授業では、大崎浦漁業

協同組合代表理事組合長の奥本英壯氏にマダ

イの人工ふ化と養殖について、食文化海藻塾塾長道林清隆氏に海藻など水産系食文化づく

りと新たなマーケットというテーマで講義をしていただいた。 

体験作業では、マダイの餌やり、シーカヤック体験、大串海岸での海藻採集などを行った。 

世羅町 農事組合法人世羅幸水農園 

６．世羅町では、農事組合法人世羅幸水農園の

ご協力をいただき、6月 21 日に地域体験授業を

開催した。 

世羅幸水農園では、太田ゼミグループ 10 人が参

加した。授業では、組合長理事原田修氏に幸水

農園 50 年の歩みと世羅梨のブランド化につい

て講義をしていただいた。体験作業では、梨の

摘果作業を行った。 
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世羅町 農事組合法人世羅大豊農園 

７．世羅町では、同日に農事組合法人世羅大豊農

園のご協力をいただいた。 

世羅大豊農園には、藤川ゼミグループ 11 人が参加

した。授業では、組合長理事祢冝谷全氏に大豊農

園の取組み過程と誘客方法に関する講義をしてい

ただいた。体験作業では、梨の摘果、ブドウのジ

ベレリン処理の体験などを行った。 

 

 

三次市 道の駅ゆめランド布野 

８．三次市では、道の駅ゆめランド布野にご協力

いただき 6月 21 日に地域体験授業を開催した。 

道の駅ゆめランド布野には、細野ゼミグループ 11

人が参加した。授業では、株式会社布野特産セン

ター（ゆめランド布野）代表取締役廣田幸男氏に

道の駅ゆめランド布野の取組みについて講義をし

ていただいた。体験作業では、特産のアスパラ収

穫体験、合鴨農法見学、地元食材を使ったアイス

クリーム作り体験を行った。 

 

東広島市 農事組合法人ファーム・おだ 

９．東広島市では、農事組合法人ファーム・おだ

にご協力いただき 6月 28 日に地域体験授業を開催

した。 

ファーム・おだには、同日に大塚ゼミグループ 11

人、小櫃ゼミグループ 10人が参加した。授業では、

組合長理事吉弘昌昭氏にファーム・おだにおける

集落営農の取組みについて講義をしていただいた。

体験作業では、麦作後の水田にて手植えで田植え

作業を行った。 

 



 

広島市

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

人が参加した。

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

行った。

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

いただいた。

株式会社布野特産センター

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

にもふれることができ、忘れられない体験となった。

今回の経験を通して、大学生が

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今

考える上で大きな糧になると感じた。

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 

広島市 いいね大田川隊、大田川漁業協同組合

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

人が参加した。 

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

行った。 

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

いただいた。 

株式会社布野特産センター

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り

越えようと農業体験交流などさまざま取り組みが行われている。限られた時間ではあった

が、アスパラガス収穫といった農業体験や現地の皆様とのふれ合いを通して、地域の魅力

にもふれることができ、忘れられない体験となった。

今回の経験を通して、大学生が

題について学べたことは、とても貴重な経験になったと同時に、今

考える上で大きな糧になると感じた。

 生物生産学部の地域志向型教育の試みと地域体験の位置づけ

いいね大田川隊、大田川漁業協同組合

１０．広島市では、いいね大田川隊、太田川漁業協同組合のご協力をいただき、

に地域体験授業を開催し、山本ゼミグループ

 

いいね太田川隊は、漁場の保全と親水空間の形

成を目的に太田川支流の吉山川でヨシ刈りを行

っている。授業では、いいね太田川隊代表で太

田川漁業協同組合代表理事組合長でもある森正

記氏に吉山川流域の自然生態系について講義を

していただいた。体験作業では、刈取りされた

ヨシの搬出作業や吉山川の生き物・生態観察を

１１．最後に、フォーラムの報告者である三木（

だいた、三次市の道の駅ゆめランド布野での体験授業の感想などを次のように紹介させて

株式会社布野特産センター 

導拠点や地域の情報発信拠点として位置づけられており、現在も地域が抱える課題を乗り
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1 広島大学生物生産学部の地（知）の拠点整備事業では、中山間地域・島しょ部（条件不

利地域）等で優れた取り組みを行っている市町やその中の法人・企業・地域・団体等と連

携し、学びを通して中山間地域・島嶼部等の地域課題への認識を深め、解決に向けて自ら

考え主体的に行動できる学生の養成を目指している。 

2 この中で、広島大学の特色である 1年生の教養ゼミにおいて、グループ地域体験活動を

基本として、フィールド調査の事前学習、フィールド調査、および振り返りなどを行い、

地域が参加した発表会の開催などを通じて、学生のアイデアや提案などが地域貢献につな

がる授業を展開している。  

3 また、中山間地域島しょ部等の地域で活躍している人物を招聘して講演を行なっていた

だき、地域の実情の理解や優良事例の応用展開につながる議論・意見交換、さらには学生

と地域の交流連携を行っている。 

 講師は、広島県内の行政担当者（過疎地域振興、農林水産行政）、農業者（6 次産業化、

マーケティング、プロモーション）、農商工連携（企業の CSR、地場産品開発）などの分野

で優れた取り組みを行っている方々にお願いしている。  

   

4 優れた取り組みを行っている連携地域（中山間地域島しょ部の条件不利地域等）でのフ

ィールドワークにおいて、複数の地域学外演習および調査活動報告を行って、地域活性化

対策などの優れた多様な取り組みの実体験を通じて、自ら地域を考え行動・実践できる地

域人材の育成を行っている。  

5 広島県内を中心とした連携地域において、地（知）の拠点インターンシップを実施し、

学生自らが地域理解、地域体験、地域貢献を行い、地（知）の拠点活動を主体的に推進す

する。 

6 地（知）の拠点連携地域（中山間地域島しょ部）を対象に、地域課題をテーマにした卒

業論文に取り組み、地域ニーズに即した地域貢献活動を展開する。  
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Ⅳ 地域体験学習に参加した学生の意見 

学生のこれまでにおける農業・漁業との関わり 

１．本体験プログラムでは、地域体験学習の後に参加した学生に対して授業アンケートを

行っている。体験学習の受入先に対する情報の提供と体験プログラムの改善に向けた意見

の集約が目的である。アンケートでは、以下 3つの視点から学生の回答を得た。第 1に、

学生がこれまでに経験した農業や漁業との関わり方について、第 2に参加した地域体験学

習に対する学生の授業評価、第 3に地域体験学習を通じた学生の農業、漁業、農山漁村に

対する意識や関わり方の変化についてである。 

 

参加した学生のプロフィール 

２．本年度、生物生産学部に

入学した学生は105名である。

本体験プログラムは１年生

の必修科目である教養ゼミ

に組み込まれており、全員が

参加している。 

授業アンケートは、97 名から

回収し、無回答は 13 名だっ

た。図１に示したように、参

加した学生の男女比では、回

答した学生の男女比は 6：4

である。 
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３．図 2は、学生が今回の

地域体験学習以外で農業と

の関わりがあるか調べたも

のである。 

約 1割の学生は実家が農家

であり、3割の学生は親戚の

中に農家がいる。学生の半

数以上は、授業以外で農業

との関わりがない。広島大

学全体で見た場合、他学部

と比べると第一次産業と関

わりのある学生や興味を持

っている学生は比較的多い

といえる。 

 

４．学生が今回の地域体験学

習以外に農漁業体験をした

ことがあるかを調べたもの

が図３である。 

複数回答だが、小中高での体

験学習を経験した学生は約

5割、実家や親戚の家で手伝

いをした経験のある学生は

約 4割であった。その他、地

域活動や修学旅行、研修旅行、

ボランティアなどで農漁業

体験をしている。これまでに

農漁業体験をしたことがな

い学生は 18 名のみであった。 

 

５．2000 年以降、小中高の学習指導要領に総合的な学習の時間が設置された。これを受け

て食農教育を学習に組み込む学校が増えている。今年度参加した学生は、全国的に食農教

育が普及した時期の世代である。学生ごとに農漁業体験の内容に差異があると考えられる

が、参加した学生の多くはこれまでに農業や漁業と何かしらの関わりをもっている。 
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地域体験学習に参加した学生の感想 

地域との接点を築く貴重な一歩 

１．参加した学生に今回の活動を評価してもらったところ（図４）、「とてもよかった」

が約 6割、「よかった」が約 4割であった。ほぼすべての学生が、今回体験した活動を高

く評価している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．次に、今回の活動体験でよかったことは何か、複数回答で評価してもらった（図５）。

学生は、「自然の中で活動ができた」、「体験が楽しかった」、「地域の人の話がきけた」

という順に回答している。地域志向型の人材を育成する本プログラムの第一段階において、

学生が地域との接点を好意的に受け止めることができたと評価することができる。また、

「地域の人の話が聞けた」という回答も多く、今回の活動は学生に地域に対する積極的な

興味を抱かせることにつ

なげることができた。 

３．また、「友達と一緒に

活動ができた」という回答

が多く、入学後の仲間作り

に対していくらかの効果

があったものと思われる。

一方で、「先生と一緒に活

動できた」という回答は少

なく、今後の検討課題であ

る。 
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活動内容のバランスが課題 

４．今回の体験活動で悪かったことについては（図６）、半数はないという回答であった。

悪かった点として一番多かったのは、平日の授業に加えて休日にも授業が加わったことで

あった。また、活動時間が短

い、長いという意見もでてい

る。内容が詰め込みすぎでも

っとじっくり活動したいとい

う学生や、活動内容が少なか

ったり、移動時間が長かった

りして疲れたり、飽きてしま

ったりした学生がいたものと

考えられる。活動内容や課題

の設定については、今後の改

善が必要である。 

 

 

 

地域体験学習を通じた学生の意識変化 

地域とのより深い関係を求め始めた 

１．地域体験学習を通じて、学生が農業や漁業に対して印象は変わったかを調べたものが

図７である。「とてもよくなった」、「よくなった」、「変わらずよい」という回答で 100％

を占めた。この結果は、生物生産学部の学生がもともと第一次産業に対して興味関心が高

いことに起因している。今回の活動を通じて、より第一次産業や地域に対して前向きな印

象を持った学生が半数以上いたことは、学生の今後の活動意欲につながるよい結果であっ

た。 
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２．また、今回の活動の他にしてみたい体験はあるか調べたのが図８である。回答方法を

複数回答にしたところ、積極的な回答を得た。「民泊体験」、「アウトドア」、「伝統工

芸・ものづくり」、「農林漁

業体験」、「地元・伝統料理

体験」に多くの回答を得た。

学生は今回の活動を通じて、

地域の生活や伝統文化の理

解を通じたより深い関係の

構築を求めている。専門的興

味をもつ学生は、今回よりも

実践的な農林漁業の作業体

験を求めていることがわか

った。これらは、来年度以降

のプログラム作成の参考に

していきたい。 

 

農山漁村を舞台に活躍する学生の育成にむけて 

３．最後に、参加した学生が今後どのように農山漁村に関わりたいかを調べたものが図９

である。「関わりたくない」という学生はおらず、今後も何らかの関わりをもちたいと感

じている。農山漁村の外部者としての立場から、「遊びに行く」という回答がもっとも多

かった。外部者ではあるが、「体験活動に参加」、「地域の行事に参加する」といったよ

り具体性を伴う関わり方

にも一定の回答を得てい

る。「農山漁村に関する

授業を履修する」という

回答もみられ、実体験か

ら学問的知識を求める学

生もいる。また、少数で

はあるが、農山漁村を将

来の移住先や仕事場にし

たいと感じた学生がいた。 

 

４．地域志向型人材育成

の最終的な目標の一つが、

農山漁村に関わる仕事選

びをし、定住を希望する

人材であるならば、今回の活動は地域との接点をつくるという第 1のステップをふむこと

ができた。今後、学生と地域との継続的な関係構築が、地域の行事や活動に参加し地域の

人たちと深い関係を築く、という第 2のステップにつながっていく。学生はそれぞれに異

なる生い立ちを持つため、必ずしも体験作業をした地域に定着するものではないが、それ

ぞれが志向する地域を舞台に活躍する人材が育つよう、地域と大学がともに長い目で学生

を育てていく方法を考えていく必要がある。  
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Ⅴ 「地(知)の拠点」活動を受け入れた地域の人々、自治体の意見 

地（知）の拠点整備事業体験学習の評価アンケート 

アンケートの概要 

１．広島大学地（知）の拠点整備事業中山間地域・島しょ部対策領域では、広島県内の 7

市町 9地域と連携して地域体験学習（フィールドワーク）やフォーラムを実施したが、関

係者の評価を聞き今後の改善につなげるため、地域・市町へのアンケート調査を行うとと

もに、地（知）の拠点円卓フォーラムにおいても地域・市町から多くの意見や助言を聴い

た。 

２．調査対象とした広島大学地（知）の拠点整備事業連携９地域・市町は、安芸太田町・

井仁地域、呉市・豊町大長地域、大崎上島町・金原農園・シトラスかみじま、同町・大崎

内浦漁業協同組合・食文化海藻塾、世羅町・農事組合法人世羅幸水農園、同町・農事組合

法人世羅大豊農園、三次市・道の駅ゆめランド布野（株式会社布野特産センター）・大前

農園、東広島市・農事組合法人ファーム・おだ、広島市・いいね太田川隊・太田川漁業協

同組合である。 

３．今回の地（知）の拠点整備事業地域体験学習のアンケートは、本年度に実施した活動

の評価、地域連携の評価、次年度体験学習への意向、地域と大学の今後の連携に関する１

６項目について調査を行った。 

４．また、地（知）の拠点円卓フォーラムでは、代表 3地域から地域体験学習（フィール

ドワーク）や地域連携などに関する総合的な評価を聴くとともに、連携地域・連携市町・

県の中から１９名の方には、①地域の学生受入に対する意見、②中山間地域・島しょ部領
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域対策の活動に対する評価、③地域活性化に向けて広島大学にどのような役割を期待する

か、の 3点に絞って意見を伺った。 

５．アンケートは、9地域 12 名、5市町７名から回答を得、地域・市町別に集計した。ま

た、主な質問項目については、「良かったところ」、「改善が必要なところ」という記述

欄などを設け、定性的な意見も聴いた。 

６．なお、アンケートの調査対象数が少ないため集計値は概略の傾向として捉え、できる

かぎり定性的な記述（意見）と併せた分析を行った。 

 

事前準備に対する評価 

７．大学の事前打ち合わせの内

容や情報、実施方法については、

市町、地域ともに「良い」「や

や良い」という回答が多く、お

おむね良好な評価であった（図

１）。 

今後は、改善意見にもあるよう

に、より一層の意思疎通、より

早い段階での打ち合わせの充

実、体験学習・フィールドワー

クの多様な検討を地域・市町の

皆様と行っていきたいと考え

ている。 

 

 

体験学習の実施時期 

８．体験学習の実施時期（6 月）

については、おおむね良好な評

価と捉えられるものの「良い～

やや悪い」までの回答があった。

地域、市町、体験学習内容など

について多様な検討が必要と考

えられる（図２）。今後は、改

善点で指摘されたようにフィー

ルドワークにおける雨天の対応、

体験学習の内容、作物・品目・

気候などを考慮したより適切な

実施時期を地域や市町の皆様と

（図１）大学の事前打ち合わせの内容や情報、実施方法に関する評価 

（図２）体験学習の実施時期に関する評価 
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検討することが求められる。 

９．授業実施に要する貴地域の

業務量については、「普通」と

いう評価が多く、一定の業務量

はあるものの、想定の範囲と捉

えられていたのではないかと思

われる（図３）。 

また、もっと長時間・多人数を

希望する地域があったことから、

地域の皆様と相談をしながら円

滑な体験学習に努めることが必

要である。 

 

体験学習の受入れ人数 

１０．今回の 1年生の体験学習

の参加学生数については、今年

程度で良いが大層を占めたこと

から、今後も 10 名程度の班構成

での体験学習を進めていくこと

が必要であると思われる（図４）。 

 

 

 

 

 

体験学習の実地内容につい

て 

１１．今回の体験学習の内容に

ついては、特に地域からもっと

別の体験をさせたいという意見

が多くみられた（図５）。 

どのような体験学習を計画的に

組み込んでいくか、地域の皆様

と検討を進めていきたいと考え

ている。 

（図３）授業実施に要する貴地域の業務量に関する評価 

（図４）今回の 1年生の体験学習の参加学生数について 
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体験学習の実施時間につい

て 

１２．一回の体験学習時間につ

いては、定性的な意見として「長

くする」要望が多く出されてい

たが、数値的には本年度程度で

良いという意見が同数程度とい

う結果であった（図６）。 

 

 

 

 

 

 

 

受入れ地域からみた学生の印象 

１３．授業を受けた学生の反応

や態度については、「良い～や

や良い」と良好な評価を得た（図

７）。 

今後は、さらに学生の地域への

事前学習を深めるなどで、地域

学習への多様な視点と興味が増

す情報提供が必要であると思わ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図５）今回の体験学習の内容について 

（図６）一回の体験学習時間について 

（図７）授業を受けた学生の反応や態度に関する評価 
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受入れ地域から見た体験学習後の学生の意識変化 

１４．授業を受けた学生の貴地

域への理解や関心は高まったと

思うかの質問に対しては、「や

や高まった」という回答が多か

った（図８）。さらに評価を高

めるためには、地域に対する学

生への事前・事後の情報提供の

一層の充実を行っていかなけれ

ばならないと思われる。 

 

 

体験学習における地域・市町・大学等の連携 

１５．市町からは良いという回

答が多くみられたが、地域側は

市町ほどの評価をしていないの

で、もう少し関係を強化してい

かなければならない（図９）。 

地域からの改善意見にあるよう

に、大学、市町、地域で体験学

習に関する一層の意思疎通がで

きるよう常日頃の連携も含めて

強化していかなければならない

と考えられる。 

 

体験学習の全体的評価 

１６．地（地）の拠点整備事業

の大学と地域の連携における

体験学習への取り組みの全体

的評価については、大学と市

（図８）授業を受けた学生の貴地域への理解や関心の高まりに関する評価 

（図９）体験学習における地域・市町・大学等の連携に関する評価 
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町・地域の連携は良いという評価が多い（図１０）。 

市町・地域の両方の意見にあるように、さらに時間を確保して地域課題解決に至る仕組み

づくりと連携が重要になると思われる。 

次年度以降の体験学習・地域貢献活動の受け入れ 

１７．今回の一年生の体験学習

回数については、増やしたいと

いう意見と本年度程度で良い

という意見に分かれた（図１

１）。 

今後は、各市町や地域の考えを

聞きながら、できる限り柔軟な

学習プログラムにすることが

必要であると思われる。 

 

 

次年度以降の体験学習の実施地域 

１８．連携市町内での実施地域

については、市町・地域とも本

年度の地域を継続したいという

意見であった（図１２）。 

この考えを十分に踏まえながら

次年度の計画につなげるべきだ

と考えられる。 

 

 

体験学習を通じた大学連携の

評価 

１９．体験学習の実施を通じて、

大学との連携が強くなったかにつ

いては、地域の方々により強く連

携を感じてもらったと思われる一

方、大学との連携が常日頃行われ

ている市町に対しては地（知）の

拠点としてのより強い連携を進め

（図１０）大学と地域の連携おける体験学習への取り組みの全体的評価 

（図１１）今回の一年生の体験学習回数について 

（図１２）連携市町内での実施地域について 
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ていくことが重要であると思われる（図１３）。 

 

 

広島大学との今後の連携 

２０．広島大学（生物生産学部・生物圏科学研究科）との今後（将来）の連携については、

市町・地域とも、強化していきたいとの考えである。参考資料のアンケート各項目への意

見にあるように、具体的な人材育成や商品開発による地域活性化が強く求められている。 

広島大学と連携した地域課題への対応 

２１．広島大学と連携して特に取組みたい課題や急いで解決したい問題については、中山

間地域島しょ部の諸課題の解決を喫緊かつ積極的に求められていることが明らかになった。

地の拠点活動の必要性を再認識するとともに、できる限り地域ニーズ応じた貢献ができる

ような活動に取り組んでいくことが重要だと考えられる。アンケートでは、受入れ地域・

自治体から多様な意見・助言をいただいた。今後学生の意欲が一層高まる体験やよリ深い

理解につながるメニュー検討が必要である。 

 

円卓フォーラムでの議論 

広島大学コーディネーターの地域への呼びかけ 

１．地（知）の拠点円卓フォーラムでは、コーディネーターから上記のアンケート結果を

説明した。加えて、地域や市町に対して学生や大学には厳しい言葉もいただきたいこと、

地域の皆様のアイデアや提案を地の拠点活動につなげたいこと、広島大学や学生を広島の

中山間地域島しょ部の活力剤として使っていただきたいこと、地の拠点の活動を地域や市

町の広報誌で取り上げていただくなど皆様と連携した活動を PRしていただきたいことなど

が述べられた。 

地域から大学、学生へのエール 

２．フォーラムの第 1部では地域代表の 3名から、大学との交流連携で地域の良さを見つ

め直し自信を取り戻すことができたこと、学生に対しては地域に溶け込みながら地域の実

情や課題を深く調べ理解し、自ら課題を見つけ出してその解決に向けて地域と一緒に行動

して欲しいこと、このためには継続的な深い連携関係を作り上げたいという、暖かい意見

をいただいた。 

地域からの今回の取組みに対する評価と今後の期待 

３．また、第 2部では司会者から提示した三つの論点に対して、19 名の方々から以下のよ

うな多様な意見をいただいた。 

（図１３）体験学習の実施を通じて、大学との連携が強くなったか 
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４．第１の論点である地域の学生受入に対する意見では、継続的取り組みと連携、活動の

深化、活動の強化・充実、多様な活動への期待、地域貢献活動の強化、学生への歓迎の意

思、多面的な価値観を持つことの重要性などが述べられた。 

５．第２の論点である中山間地域・島しょ部領域対策の活動に対する評価では、継続的取

り組みを重視した大学の活動の評価、目標と限界を共有し学生の活動につなぐ仕組みへの

大学の評価、新たな世代育成や事業化の連携につなぐ仕組みへの評価、継続的な地域課題

対応と人材育成につなぐ仕組みへの評価、体験メニューの一層の検討と評価、人材の育成・

情報の発信・地域課題発見につなぐ仕組みへの評価など、大学への高い期待と評価が示さ

れた。 

６．第３の論点とした地域活性化に向けて広島大学にどのような役割を期待するかでは、

学生の自律的な企画・提案の取り組みへの期待、地域課題に対する学生の観察・意見や体

系的体験作業の仕組みへの期待、グリーンツーリズムなど地域全体の活性化への期待、販

売など出口を意識した継続的・体系的体験作業への期待、地域が若い人材の活動拠点にな

ることへの期待、地域に触れながら地域課題の発見につなげることへの期待が示された。 

７．また、県からは地（知）の拠点は将来を担う人材を育成する絶好の機会であり。県も

中山間地域の人材育成等の施策の強化を行っているとの力強い発言が行われた。 

８．詳細は、「地（知）の拠点円卓フォーラム中山間地域・島しょ部と広島大学の概要」

などをご覧いただきたい。 

 

地域の期待を強く認識し、次年度へ 

９．地域や市町からは、26 年度の地（知）の拠点の仕組みの改善を通じて、地域が若い人

材の活動拠点になること、継続的取り組みを重視した大学の活動と深化、人材の育成・情

報の発信・地域課題発見につなぐ体系的な地（知）の拠点のシステム、新たな世代育成や

事業化につなぐ仕組みづくりなどの重要性が示されたと捉えられる。広島大学（中山間地

域・島しょ部領域）としては、学生の自律的な企画・提案の取り組みを醸成しながら、地

域からの大きな期待に応えられるよう活動を行っていかなければならないことを強く認識

する結果となった。 
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参考 アンケート各項目への意見詳細 

――――――――――――――――――――― 

１）地の拠点整備事業体験学習（フィールドワーク）の評価 

①大学の事前打ち合わせの内容や情報、実施方法について 

【市町】良かった点 

・大学との連携が良く取れていた。 

・体験学習の目的等がはっきりしており、資料も分かりやすかった。 

・きめ細やかな対応だった。 

【地域】良かった点 

・きちっとされていてよかった。 

・担当教員と事前に話ができ、資料準備等ができた点。 

・コーディネーターの役割 

・打合せが十分できていた。 

・十分丁寧だった。 

・事前に内容が把握できる点。 

・随時詳しい連絡があった点。 

【地域】改善が必要な点 

・事前の打合せの時間が欲しかった。 

・地区内を取りまとめられるような方法はないか。 

・大学の様子が分からないので何とも言えない。 

・事前に内容を聞かせてほしかった。 

―――――――――――――――――――― 

② 体験学習の実施時期（6月）について 

【市町】良かった点 

・農業体験において、収穫までにやる作業を一通り体験してもらえたので、時期が良かっ

たと思う。 

・農繁期に体験学習ができてよかった。 

・受入しやすい時期でよかった。 

【市町】改善が必要な点 

・実施が梅雨時期なので、外での作業が限られるのではないか。 

・実施時期が、農業には不適切では。 

・授業内容によっては、雨天時の授業の延期・内容変更等の検討が必要だったのではない

か。 

【地域】良かった点 

・農園での作業体験がしやすい時期だった。 

・田植時期と重なる時期でよかった。 

・涼しい時期でよかった。  
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・うまく互いに時間が合ったのでよかった。 

・海藻の種類が豊富な時期だった点。 

・時間を守る。 

【地域】改善が必要な点 

・地区内の都合だけで引受けしたので、もう少し検討する必要がある。 

・当方の場合、収穫時期である１１月～２月のほうがよいと思う。 

・学生の目標がしっかり定まった後でもよいのでは。 

・作物にとって１番良い時期がよい。 

・調整するため、事前に打合せをしてから日程を決めるべきでは。 

―――――――――――――――――――― 

③授業を受けた学生の反応や態度について 

【市町】良かった点 

・熱心な学生は自分で行動を起こしていた。 

・学生は真面目に行動していた。 

・学生が素直だった。 

・学生さんから多くの意見を頂いた。 

・参加者の学生は皆自主的に行動していた。 

【市町】改善が必要な点 

・学生の積極性が足りないように感じた。 

・興味がない学生への関心を深めていくこと。 

【地域】良かった点 

・農作業が好きな学生はたいへん積極的だった。 

・真面目に取り組む姿勢がみられた。 

・質問・メモを取る等積極的な姿勢がみられた。 

・海上で話を聞いてくれた。 
・質問も多く、この地域の農業に対する関心の高さがよくわかった。 

・アイス作りについては、特に男子学生が積極的に作業を行っていた。 

・こちらの話をよく聞いており、説明したことも十分理解できた。 

・初めて体験する人は熱心でよかった。 

・真面目に動いてくれた。 

【地域】改善が必要な点 

・やる気のあるところが伝わってこない，元気がない。 

・学生個人の性格が分からないので何とも言えない。 

・もう少し活発な行動・発言があった方がよかった。 

・体験学習では、もう少し本気で体験してほしかった。 

・なかには仕方なく受けている学生もいた。 

―――――――――――――――――――― 

⑤授業実施に要する貴地域の業務量について 

【市町】良かった点 

・今回の業務を実施するにあたって必要な業務は、新人職員の研修にもなってよかった。 

・日程調整等を、受入者と大学で直接行っていただけた点がよかった。 

・業務量が少なくてよかった。 

【地域】良かった点 

・チャーターバスでの移動。 
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・１０人の作業量は目に見えてわかる。 

・現場担当者に意欲があった、勉強になったと思う。 

・説明する時間もとれた。 

・当方の組織があるところ（組織対応が出来る）。 

【地域】改善が必要な点 

・体験の時は時間が短すぎる。 

・体験用の準備のため、できれば補助があるとよい。 

・もっと地域参加者を増やしたい。 

―――――――――――――――――――― 

２）地（地）の拠点整備事業の大学と地域の連携おける体験学習の取り組みに対する全体

的評価について 

【市町】特に良かった点 

・地域を知ってもらえた点。 

・発表を聞き、学生が地域に対して興味を持ってくれたことが分かった点。 

・地域課題の再確認につながり、また学生に町の現状を知ってもらえた点。 

・実践（体験）は何事にも勝る。 

・特に改善が必要な点 

・時間の確保。 

・地域の問題解決までには至っていない点。 

【地域】特に良かった点 

・地域と仲良く催しができた。 

・刺激を与えてもらった。 

・まずは現地の農業の実情と地域性を見てもらえた。 

・時間内にできた。 

・学生と地域の連携が図れた。 

【地域】特に改善が必要な点 

・地域のイベントに積極的に参加してほしい。 

・成果が見えにくい、発表会に行けばよかった。 

・学生（若者）からの提言の機会を設ける。 

・時間が足りない、体験としては不足。 

・もう少し輪が広がってほしい。 

・地区内の協力度が低い。 

―――――――――――――――――――― 

３）地（地）の拠点整備事業の体験学習における地域・市町・大学等の連携について 

【市町】良かった点 

・新人職員の研修にもなった点。 

・連携がとれていたため流れはよかった。 

・いろいろとご配慮いただきありがとうございます。 

・コーディネーターの役割がよかった。 

【地域】良かった点 

・一緒に物造り・祭りができた点。 

・大学の目指すところが理解できた点。 

・大学と農園・町との繋がりが深まる。 

・大学が身近な存在になってよかった。 
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【地域】改善が必要な点 

・我々自身大学のことがよく理解できていない。 

・行政との連携は時間不足であまりできていない。 

・連携する上での自治体の役割を明確にしてほしい。 

・連携は早くからできるとさらに良い。 

・目的をしっかり知らせてほしい。 

―――――――――――――――――――― 

５）体験学習の実施を通じて、大学との連携が強くなったかについて 

【市町】強くなった点 

・大学の取組が良く理解できた点。 

・授業の一環として位置付けられた点。 

・農漁業の現状を知ってもらえた点。 

・ともに在り方を本心で協議し合えた点。 

【地域】強くなった点 

・地域との行事に参加 

・学生が初めて島に来た。 

・地域を知ってもらった。 

・生産から販売まで一緒に考えたい。 

・町レベルから民間レベルになった。 

・大学が地元を知ってくださったこと。 

・当社としては、大学祭等へ参加させていただくことが楽しくなった。 

―――――――――――――――――――― 

６）広島大学（生物圏科学研究科）との今後（将来）の連携について 

【市町】強化したい点 

・田舎では専門性を有する人材が不足しているため、知恵をお借りしたい。 

・商品開発、農業体験、メニュー作り 

・農業・農村地域の課題 

・具体的な地域課題への取組など 

【地域】強化したい点 

・農場での技術開発・加工品開発に協力してもらいたい。 

・学生の反応や感想を聞きたい。 

・農業・農村の課題や問題を取り上げ、共同開発ができればよい。 

・水質問題 

・地域との繋がり、食の本当の大切さを知ってもらいたい。 

・先生（学生含む）と１回でも多く対面して話し合う。 

・１次産業～６次産業に繋げたい。 

―――――――――――――――――――― 

７）今後の体験学習に対するご提案や改善のご意見について 

【市町】 

●天候によって内容が左右されることが懸念される。 

●学生の意欲が高まる内容にしたいと考えています。学生の皆さんが提案してやってみた

い作業等考えていただくのもよいのかな、と思います。 
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●体験は時間の割にメニューが多すぎて、それぞれがやや薄い中身となったのでは。 

●地域課題の解決に向けては、２年生・３年生と内容をステップアップして行く必要があ

る。 

●同じ大学で複数回の実施であれば、もう少し深い現実的な内容にしていくことも可能。 

●受け入れ地域によっては、自治体への負担も大きくなる場合があるので、事前によく協

議したうえで進めていただきたい。 

【地域】 

●せっかく田舎に来られたなら、一泊してその地域を体で感じて帰られてもよいのでは？ 

●やる気がみえない学生もいたようです。 

●地域の伝統・文化に触れることができればなおよいのでは。 

●体験学習は非常に良いと思います。いろいろなことを体験し、農業を理解してほしい。

できれば播種から収穫までの体験があれば一番良いと思います。 

●人間の子供の第一声は、親の物まねからです。体験がいかに大切か、人から聞くだけで

は（意味は）皆無に等しいです。 

●学生の能動的な参加姿勢を期待します。 

●講義の時間が短く、概要の説明も十分できなかった。 

―――――――――――――――――――― 

８）広島大学と連携して特に取組みたい課題・急いで解決したい問題について 

【市町】 

●本町は著しい過疎による様々な課題が浮き彫りになっています。農地の荒廃等を防ぐた

め、様々な取組を実施しています。たとえば、産品化や流通・手法等、アイデアを出して

いただき、ともに活動するといったことができないでしょうか。 

●農業・漁業における担い手の確保 

●道の駅を中心とした、地域の活性化や魅力づくり等 
●漁村の活性化 

【地域】 

●農業に関心を持ってもらいたい、また、レモンの長期保存方法等 

●対面したとき言葉で伝えたい。（内容が多面で書けない） 

●海藻の養殖の可能性と課題（採算ライン） 

●２次産業、３次産業を考えていただきたい。 

●地域での体験学習を通じ、今後、この町で休んで、農業に取組み、ここで暮らしたいと

いった心を持ってくれる学生が来てくれればと思います。 

●６次産業ネットワークが行う民泊事業に対する学生の意見を聞きたい。 

●作業毎のマニュアル作り、教科書作り、ＤＶＤ映像での教本 

●中山間地域における畦畔の草刈対策、高齢化と多雨で草刈・除草が課題 

●畠獣害対策や山林の有効活用等 

●川の藻と水質について、調査・検証したい。 
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Ⅵ 広島県の「地(知)の拠点」 円卓フォーラムのまとめ 

～１年半を振り返り、今後を見つめ直す 

 

本日は、長時間にわたり円卓フォーラムにご参加いただき、熱心に討議いただきありが

とうございました。心より感謝申し上げます。 

生物生産学部が、地（知）の拠点整備事業の「中山間地域・島しょ部対策領域」（以下、

「地（知）の拠点」とします。）に取り組んで 1 年半近くが経過いたしました。円卓フォ

ーラムを締めくくりにあたり、この領域の責任者としてこれまでの活動を振り返り、今後

を見直してみたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生物生産学部が中心になって実施している中山間地域・島しょ部に関する地域志向型教

育は、学生にとっても、教員にとっても楽しいものです。フォーラム第１部の１年生学生

による地域体験の成果報告がそれを示してくれます。一方、その体験の成果をどのように

条件不利地域特別講義、フィールド実習、インターンシップなどの科目に活かしていけば

よいのか、難しさも実感しております。 

  

地域体験を出発点とした活動の計画、受入れていただく地域・自治体との調整、体験型

教育の準備の仕方など、戸惑いもありました。地域・自治体関係者の方々からの支援と激

励をいただきながら、担当教員、コーディネーター、職員がそれぞれの役割分担を果たし

ながら、学習し改善をしていくという繰り返しでした。 
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「地（知）の拠点」の活動は、第１段階から、第２段階に入りつつあります。 

 中山間地域・島しょ部に“場”をお借りして、地域の人々との交流・体験をする。 

それを通じて、参加学生は、“業（農業・水産業）”、地域の“生活”“文化”を学びま

した。 

  

第２段階では、“場”が抱える問題や課題を、地域の人々と協同で勉強し、“業”、地

域の“生活”“文化を考えることになります。高学年の学生たちには、地域体験を踏まえ

たより幅広く、より深い学習をしてもらいたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域志向型教育、地域課題を意識した調査研究を進めるには、大学として準備しなけれ

ばならないことも多いと考えております。 

 

 教育では、担当教員とこの活動に配置される助教がリーダーシップを発揮して、地域志

向型教育がカリキュラム体系に組み込んでいかなければなりません。生物生産学部では、

教養ゼミのなかに地域体験を位置づけ、特別授業、インターンシップと取り組み、フィー

ルド演習を始めています。幸いなことに、教養ゼミを担当する教員の積極的な参加があり、

これが１年生の地域体験を成功に導いています。 

  

一方、地域課題研究はこれから本格的に取り組むところです。「地（知）の拠点」を開始

する以前から、広島大学及び生物生産学部は、さまざまな地域課題を調査研究してきてい

ます。学生・院生によるフィールド研究も盛んです。今後は、それらと地の拠点この事業
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の地域課題研究との融合をはかり、地域に具体的にお役にたてる貢献をいたします。 

  

教育と調査において、大学と地域を結び付ける役割を、このプロジェクトではコーディ

ネーターが果たします。教員・職員にはない地域連携ノウハウをもった人材を配置し、分

野横断的な活動を組織していきます。 

 

 学生、教員、コーディネーターを支える事務組織はきわめて大切です。地域や自治体の

皆さまとの交流をスムースに進めための事務手続きや費用発生に伴う処理が行われます。

地域・自治体にご負担無く活動に参加いただくための工夫が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験型の地域志向教育を実践するにあたり、多くの学生が教務補佐員として参加してく

れました。すでにフィールド実験・実習を数多く経験している学生も多く、1年生の地域体

験活動をうまく導いてくれています。担当教員、コーディネーターは、彼らが果たす指導

的な役割を評価し、今後は学生間で地域交流の経験や地域課題に関する知識が引き継がれ

ていくようにしたいと考えています。 

 

終わりに 

「地（知）の拠点」活動はまだ始まったばかりです。地域の皆さま、自治体関係者からい

ただいたご意見やご提言を踏まえ、今後どのような方向を目指すべきかについて、検討し

ていく所存です。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地（知）の拠点

1 「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

な目的とされています。

2 広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

3 広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

4 広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。

 

地（知）の拠点

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

な目的とされています。

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。

地（知）の拠点」活動と地域振興

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

な目的とされています。 

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。

活動と地域振興

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。
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活動と地域振興 

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に

資する様々な人材や情報・技術が集まる地域コミュニティの中核的存在になることが大き

広島県は瀬戸内海島しょ部や中山間地域の過疎化・高齢化が進んでいる地域（条件不利

地域）での活力低下という社会課題に対して、先行してこの課題解決に向けて多様な取り

組みを行っている先進地域でもあります。 

広島大学では、中山間地域や島しょ部などで先進

の組織と強く連携し、農山漁村の現場で起こる様々な問題の解決と地域の活性化を目指し

て活動を行う、地（知）の拠点の形成を目指しています。

広島大学での学びを通して中山間地域・島しょ部等の地域課題への認識を深め、この解

決に向けて自ら考え主体的に行動できる学生を養成するとともに、この地域社会・行政機

関等と広島大学生物生産学部が地域課題を共有して地域活性化・地方創生の拠点形成につ

ながる活動に協働して取り組んでいます。  

「地（知）の拠点整備事業」は、大学が自治体・地域社会と連携し、大学全体で地域を

志向した教育・研究・社会貢献を進める大学等を目指して、地域の課題解決・地域振興に
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