ココロザシ応援プロジェクト第1期エントリー採択状況・取組内容(8/31時点)
28.12.2 ひろしま里山交流プロジェクト実行委員会
団体名称

1

2

3

4

代表者

企画名

開催地域

温井ダム周辺で四季を通じたスポーツイベントを
開催し，町外からの集客，町のファンづくりを目指
す。

安芸太田町

伊藤 里美 大虫さくらまつり

廿日市市虫所山の樹齢300年のしだれ桜の開花
に合わせて，「さくら祭り」を開催している。（28年ま
で4回開催）
○放棄地を利用して，そば・小麦・紅茶を栽培し，
中山 間地域の豊かな暮らしを知ってもらう。
○耕作放棄地のカヤを利用して大きなカブトムシ
のオブジェをつくる。

廿日市市

フォレスト イン KAWANE

熊高 洋一 川でみんなでもっと遊ぼう

・中山間地域の資源「清流」を生かし，都市部在住
を含む子供達を対象とした清流体験イベントを実
施する。
安芸高田市
・活用に当たって必要な整備や資材（ライフジャ
ケット等）の整備を実施する。

キャンプ場再建プロジェクト

利用者のいないエコピレッジ川根キャンプ場の再
生を目指して，音楽イベントやバイクイベントなどを
さびれたキャンプ場再建プロ
辻駒 弥聖
開催し，川根地区への来訪者を増やしていく。
安芸高田市
ジェクトX
また，若者が田舎に憧れる活動（体験型）をするこ
とで，川根に住みたいと思わせる。

安芸太田スポーツサーキット実行委員会

大虫さくらまつり実行委員会

5

棚田開墾モリモリ倶楽部

6

湯木釜峰自治会

木村 真一郎
（地域おこし 温井ダムアクアスロン大会
協力隊）

内容

岩下 雅俊 棚田開墾モリモリツアー

杉谷 美和紀 口和に新たな風を入れる。

限界集落を元気快復集落へ。若い夫婦世帯の定
住。
耕作放棄地を地域内外の住民，支援する企業・大
学等と開墾し，都市住民の市民農園として活用す 安芸高田市
ることにより，地域内への移住・定住を目指す。
また，企業CSRの一環として，研修への活用など
を目指す。
地域住民主体による素人芝居の公演や，地域の
山を活用した森林浴登山会の開催

古民家を再生し，男の遊び，男の料理，男談義な
ど，地域内外の男性の交流の場を創出し，小原地
安芸高田市
区の魅力を多くの人に発信していく。
週1回多種多様なイベントの開催を目指す。

7

古民家創生「たまり場」プロジェクト

古民家創生「たまり場」プロ
明木 一悦
ジェクト

8

川根柚子協同組合（の若者グループ）

熊高 順八

9

モダくま加工所

小田 勝久 モダくま加工所を中心とした 三次市君田町茂田地区に整備された「モダくま加
（茂田自治 『第二のふるさと』プロジェク 工所」を活用し，地域と共に「柿ジャムの製造」を行
会）
ト
い，6次産業化と都市との交流イベントを実施

10 みよし和ハーブ研究グループ

ベストオブ田舎 川根の体
験！

守橋 邦夫 みよし和ハーブ物語

広島マルシェ(仮）
11 広島農業女子

近藤 満里
広島農業女子マルシェ

庄原市

無農薬柚子の収穫体験や，地域の食体験，魅力
的な人材との出会いなどをメニュー化し，地域の
魅力を発信していく。

安芸高田市

三次市

日本の有用植物「和ハーブ」を栽培・収穫・産品開
発・販売を通じ，農家の所得向上を目指した取組
を実施。和ハーブ観察等のフィールドワーク（宿泊
込）も実施し，多様な交流を行う。

三次市

県内の農業女子を集め，マルシェを開催し販売。
農業を目指している女性達もマルシェを手伝うこと
で，農業女子を増やしていく。
将来的には，「子ども食堂」の開設も検討。

尾道市

近畿大学工学部建築学科歴史意匠研究
12
室

空き家を近畿大生を中心に再生し，古民家での田
再生空き家古民家を利用し
舎体験等を行う。
谷川 大輔 たレストハウス&ゲストハウ
おもてなしとして地域食材の活用なども検討
ス
将来的にはゲストハウスとして運営していく予定。

東広島市

13 ｅｔｃ.ＣＡＲＡＶＡＮ （エトセ キャラバン）

グランピング（豪華なキャンプ）体験を提供するイ
ベント
ｅｔｃ.ＣＡＲＡＶＡＮ Ｇｌａｍｏｒｏ
安村 通芳
２８年度は，試験的に廿日市市佐伯町岩倉キャン
ｕ ｎｉｇｈｔ
プ場で開催。来年度は吉和等の中山間地域での
開催を目指していく。

廿日市市

14 三原市大和町農山村体験推進協議会

農山村での体験とホームス
計田 春樹 テイ受入で地域に元気と豊
かさを！

地域外から人々を受入れ，農村体験とホームステ
イによる多世代の交流，経済効果の獲得。

三原市

団体名称

代表者

企画名

内容

開催地域

15 元気さぎしま協議会

西原 一成 来島人口の増加施策

来島人口を増やし通勤通学，病院通い，買い物等
島民の生活の最重要手段である船便の維持を図
るため，トライアスロンや海浜セラピー等の既存イ
ベントのPRや企画内容の充実を図る。

三原市

16 狩留家・町づくり推進協議会

最期まで住み続ける事が出来る町づくりの一環と
狩留家に最期まで過ごせる して，地域資源を生かした都市との交流の仕組み
黒川 章男
町づくり
づくり
・史跡を活用した交流イベントを開催

広島市

・地域の休耕地を有効活用し，ソバ，もち麦等の栽
培
・中山間地域の地域づくりグループ等との間で，産
品や人材の交換（相互提供）を行い，共にイベント
を開催し活性化を目指す。

尾道市

17 活ける里山グループ

有木 裕之 物々交換プロジェクト

原田芸術文化交流館やまそら Yama18
sora PERCH CAFÉ

多世代の交流、子育てしやすい町を目指し、廃校
子供向けワークショップの充
を活用してカフェを開設している。
清水 麻紀 実と、原田町のぶどうや桃を
特産品のぶどう等をジャムに加工して販売するた
ジャムにして販売
め，農家との連携や参画者の確保を目指す。

19 原田芸術文化交流館 麺祭担当

有木 裕之 麺祭イベント

20 原田芸術文化交流館活用委員会

21 NPO法人節分草保存会

廃校を活用し，近隣市町の麺料理を屋台で提供す
るイベントを開催し，中山間地域を含む地域内外
の交流促進を目指す。

尾道市

宗岡 かおり 学校まるごとマルシェ

廃校の校舎やグランドを活用して，近隣市町等か
ら出展者を募り，マルシェの開催を目指す。

尾道市

矢吹 正直 節分草自生地公開

里山の自然と人の営みの共存を象徴する山野草
である「節分草」を、1997年から総領地域に点在す
る８ヶ所の自生地を公開しているが，マンネリ化し
ている。
「初恋」（花の香り）のイメージで，新たな情報発信
等の取組を目指す。

庄原市

・三次市吉舎町の地域活性化を目指した活動
・市街地周遊のための貸し自転車事業
（放置自転車等の活用）
・吉舎町メインストリートの風鈴かけ運動
・過疎の実態調査と学・民の連携 ・教会カフェ
・町の宝「馬洗川」を生かした取組など

三次市

22 奥 鐵哉

奥 鐵哉

招きネコ作戦

23 広島県立千代田高等学校

増田 隆
（校長）

千代田の特産であるミニトマト等を活かしたスイー
千代っとイケてるわが町プロ
トを生徒が考案し，地元の業者の協力により商品
ジェクト
化し、販売する。

24

尾道市

あなたのはなにつきたいプロジェクト運営
中山間の魅力を世界へ配
小川 恭未子
本部
信。

各地域のおすすめスポットに簡単なストーリー仕
立てでPR動画を作成し，地域の魅力を配信し，観
光客誘致を目指す。（前三次きんさいエイド）

北広島町

三次市

25 神石協働支援センター

有機農法の栽培方法を学ぶ講座を開設。
（無農薬だから安心）完全有 インターネット通信教育と神石高原町で実習を行
小西 健治
神石高原町
機菜園の作り方（初級編）
い，継続的に神石高原町に関わる人材の誘致・確
保を目指す。

26 豊松協働支援センター

田舎体験しませんか！！
赤木 隆富
（都市・農村交流イベント）

神石高原町有木地区，ビレッジハウス仁吾川周辺
の河川で魚のつかみ取り，トウモロコシもぎ取り体
神石高原町
験等の都市農村交流事業を実施しており，他の体
験メニューの構築等を目指す。

多賀 淑江 来見コミュニティー大学

来見ふれ合いプラザを利用して，古くから住む人
達と新住民との交流を目的として講座を開講。
都市住民等の受入れなどを目指す。

27

井関大矢自治振興会の来見コミュニ
ティー大学

神石高原町

28 賀茂東振興会

賀茂東地区の夏祭りで，国道４３２号線沿いに手
作り（手書き）灯ろうを作り飾っているが，今回のプ
釣井 勇壮 灯ろうど（ロード）プロジェクト
ロジェクトに合わせ，都市住民等の参加も募り，取
組を拡大するとともに交流を図ることを目指す。

世羅町

29 一般社団法人 ひろしま森のおもちゃ協会

親子で作る「木の車」を走らせるイベント。
地域の孟宗竹を半分に割り，割った竹を車のコー
スとして活用し，木の車レースを開催する。
木の車レースひろしま23グラ
釣井 勇壮
三次市等で開催していたものを，今回のプロジェク
ンプリ
トに合わせ，全県での開催を目指す。
市町予選を開催し，県グランプリファイナルを開催
を目指す。

世羅町

団体名称

代表者

企画名

内容

開催地域

30 世羅の宿ひがし

石田 憲浩 宿泊を伴う体験事業

農業体験メニューの開発・提供を通じて，都市との
交流事業を実施。
宿への宿泊も併せて実施する。

世羅町

31 世羅郡料飲組合

上寺 吉直 ジビエ商品開発

獣害対策で捕獲したいのしし，鹿肉等を地域の食
資源として提供する仕組みを構築し，観光資源化・
ブランド化を目指す。

世羅町

32 世羅町商工会青年部

平川 竜也 土曜夜市

約２０年前まで７月に開催していた商店街の土曜
夜市の復活を目指す。

世羅町

33 しょうばら花会議

庄原の美しい里山にあるガーデンを一般に公開す
しょうばら里山オープンガー る取組を開催中であるが，更なる魅力向上に向け
佐藤 浩子
デン
て検討していきたい。
他県団体との交流も検討する。

庄原市

矢吹 正直 庄原市民合唱祭

２９年３月２０日に，庄原市内の既存のコーラスス
グループや中学校のコンクール参加校などを交え
て、コーラス関係者が一堂に会し当該イベントを開
催。
合唱をとおして，地域の音楽活動の機運を盛り上
げ，芸術文化活動の振興と定着を目指す。

庄原市

斉藤 孝穂 瀬戸内輪遊プロジェクト

自転車で規定ポイントを周遊（輪遊）し，輪遊帳（朱
印帳，お遍路をイメージ）で朱印を集める。完走者
には完走証と景品を進呈。
その他，ワンデーイベントも開催。

呉市

鳥谷 明日香 野草茶プロジェクト（仮）

野草茶を使って交流人口を増やし、大朝地域の活
性化を目指す。
WSの開催，野草茶プレンディング会の開催など。

北広島町

小川 恭未子 伝統芸能フェス

広島市内で，神楽はもちろん、三次どんちゃん、三
原やっさ踊り、北広島の花田植など、神楽だけで
ない広島県内の伝統芸能を紹介し、中山間地域
の伝統芸能等の紹介や誘客を目指す。（前三次き
んさいエイド）

広島市

倉橋拠点作り（宇和木古民
清岡 澄人
家再生）

20年の空き家をリノペートして倉橋の拠点とする。
広島市内のサイクルチームと連携し，ツーリングの
拠点化やツーリングイベントの開催，地域のアー
ティストの作品展示等，多様な活用を目指す。

呉市

川本 一美 えたじま郷土料理体験会

昔からの伝統的な調理体験（味噌作り・梅干し作
り・現代的なﾋﾟｻﾞ窯焼き「生地より発酵させて手作
りﾋﾟｻﾞ焼きﾚﾝｶﾞ窯を設置し燃料は薪を使用」）等へ
の参加を市内外に呼びかけ，交流人口の拡大を
目指す。

江田島市

34 庄原混声合唱団「ひびき」

35 NPO法人 瀬戸内サイクルメディア

36 野草茶プロジェクト

37 三次祭會

38 宇和木古民家（空き家）再生プロジェクト

39 えたじま郷土料理研究会

40 石田 良(個人)

41 えたじま手づくり市実行委員会

42 GO江田島委員会

43 江田島てくてく計画

44 ヤギネットワークひろしま

石田 良

江田島写真クラブ

江田島に暮らす人と，江田島が好きな人が手づく
りのものを持ち寄って「手づくり市」を開催。
江田島市の光源寺で開催する。

江田島市

田畑よみがえらせるプロジェ 耕作放棄地を再生するプロジェクト。
クト
農業委員会と連携し，耕作放棄地を選定し実施。

江田島市

海谷 真貴子 えたじま手づくり市

美濃 英俊

江田島市内外の写真愛好家による写真クラブを新
たに設立することを目指す。
江田島内の人・風景・文化を再発見し，写真に納
江田島市
め，世界に発信するほか，写真撮影ツアー等の企
画も検討する。

海友舎を舞台として，地域農産品を活用し，食(調
理体験含む)を通して，生産者と島内外の人々との
交流を目指す。（農業後継者確保目的もある。）

緒方 愛

江田島てくてく計画

入瀬 瞳

ヤギの多面的活用を地域住民へ情報発信するた
食の豊かさを拡大するヤギ めのイベントを開催。
の畜産物利用に関するイベ ヤギ肉，ヤギミルク，ヤギチーズの食体験会やヤ
ント
ギ製品の利用に関する講演会，レシピ開発などを
実施。

江田島市

庄原市

団体名称
45 やませみ舎

46 やませみ舎

代表者
小西 晃絋

小西 晃絋

企画名

内容

開催地域

戸山人口増加プロジェクト

地元自治会と連携し，空き家，売り家，売地の情
報収集を行い，定住希望者に情報提供する。

広島市

やませみ舎農林業体験

田舎ならではのイベント（田植え・収穫体験，みそ
作り体験等）を通し，戸山地区の魅力を知ってもら
い，Uターン，Iターンしたい人を増やす。
プロジェクトの実施に合わせ，新規イベントを開発
し実施を検討（泥んこオリンピックなど）

広島市

林 俊一

地域の誇り、教育、交流促進、経済効果を目的と
し，広島の製鉄の歴史文化を、エコツーリズム、体
カナメちゃんＧＯ！プロジェク
験プログラムとして提供しており，新規メニューの 安芸太田町
ト
開発や情報発信ツールの制作等を目指す。
企業との連携も視野に入れて活動中。

48 切串おかげんさんまつり実行委員会

羽地 誠
（実行委員
長）

伝統行事の継承や農業体験を通じて，地域のきず
なを深めるとともに，市内外にPRし，都市市民との
第45回切串おかげんさんま
交流拡大を目指す。
江田島市
つり
プロジェクトへの参画を通じ，新たな取組みを検
討。

49 FFアイランド大崎会

都市部からの家族親睦バスツアーや個人来島者
中原 幸太 島の魅力体験ツアーの受入 を対象として，大崎上島の食文化・農業体験・伝統 大崎上島町
産業体験などを通して，交流人口増加を目指す。

47 奥安芸の鉄物語実行委員会

50 世羅町商工会大田支部

51 海辺のてんこもり市

52 海も山もマルシェ

53 加計振興会

54 高宮神楽まつり実行委員会

榎公園特設ステージ

江戸時代から続く「甲山廿日えびす」と「第50回商
工祭（花火大会）」の動線となるステージイベント。
プロジェクトへの参画を通じ，新たな取組みを検
討。

世羅町

海辺のてんこもり市（成長
期）

水産物の産直市であるが，山間部の出店者を募
集し，海の産品と山の産品を販売する市として拡
大。
連携した商品開発も検討し，交流人口の拡大を目
指す。
産直市間のビデオレターまたはスカイプで交流
や，海から山側の産直市への参加も検討。

福山市

菊地 永史 海も山もマルシェ

福山市中心部にある拠点施設「アンブレラ（コミュ
ニティハウス）」で，中山間地域の「食」をマチナカ
マルシェで紹介し，アンブレラをハブとして中山間
地域の情報発信を目指す。

福山市

大倉 啓司 あきおおたTVプロジェクト

加計本通り商店街の空き店舗等を活用して，特設
スタジオを開設し，ユーストリームやニコニコ動画
安芸太田町
で，安芸太田町の旬な情報を動画で発信すること
を目指す。

上野 悟

佐藤 弘常

武田 薫

45回目を迎える高宮神楽まつり。地元有志の運営
高宮神楽まつりを全国の人 でやっているが，地元で楽しむだけでなく，全国か
安芸高田市
と企画運営する
らボランティアスタッフを受入れ，共に楽しむイベン
トを目指す。

55 田舎っぺ企画実行委員会

郷土料理やB級グルメを揃え（ジビエ中心で都会で
いのしかんフェスティバル
流行っているものも取り入れる），多くの文化交流
吉野 裕一
安芸高田市
～未来は僕らの手のなか～ （音楽・ダンス等）も目的とし，地域の子供が将来
の夢や希望を見つけらる様なイベントを開催する。

56 ツールドひろしま安芸高田実行委員会

ツールドひろしま安芸高田
実行委員長
（地域間連携の地域PR，自
兼光 茂洋
転車グルメライドイベント）

安芸高田市全６町コースルートに設けられた各町
担当エイドステーションで地域をPR。地域の特産，
食を楽しみながら，集団サイクリングを行うイベン 安芸高田市
ト。
新たな企画等を検討し内容充実を目指す。

岩崎 太郎

都市部のファミリー層をターゲットにした収穫体
験。ファーマーズマルシェ開催。島内の農家，漁
家，雑貨等の作家の方々と共に，島を丸ごと楽し
んでもらうイベントを開催を目指す。

金原 秀章 シーカヤック・無人島ツアー

大崎上島周辺の無人島までカヤックで行き，海草
や貝等を採取して食べ，海・島・自然への理解を深
大崎上島町
める自然体験イベントを開催。
都市部の家族，若者の参加を想定している。

57 岩崎農園

58 大崎上島シーカヤック

59 しもかまラボ

髙島 俊思
（地域おこし
協力隊）

60 しもかまラボ

髙島 俊思
（地域おこし
協力隊）

下蒲刈ならではの，地域の人，自然、島時間を生
かした教育体験を実施。
島の小学校の魅力体験して
昨年度は，「地域宝探しツアー」「本格石窯ピザ焼
みんしゃい♪
き体験」などを実施，新たな体験メニューを開発し
実施を目指す。

梶ヶ浜はもっともっと楽しめ
るところだよ！イベント開催

梶ヶ浜エリアの新しい魅力を活かしたイベントの開
催を目指す。
遊歩道にキャンドル並べて鑑賞会、ビーチヨガ体
験、島食のブース、ロミロミ、サイクリングイベント
共催、グランピング、春のキャンプファイヤー。

大崎上島町

呉市

呉市

団体名称

61 広島西部ロハスの会

62 呉市地域おこし協力隊

代表者

企画名

永本 清三 廿日市漁民の森づくり

齋藤 泰

内容

開催地域

廿日市の牛の首山で，森川海が連携した植林イベ
ントを開催。
廿日市の学生達と共に，山の中に小屋を建て，大
廿日市市
人や子供たちが自由に使える場所を設け，環境教
育や森の音楽祭の開催場所として活用することを
検討。

プロのデザイナーやカメラマン等，外部の力を借り
豊島の魅力を伝えるコンテン
て広報ツールを制作し，各種イベント等で配布して
ツ作り
豊浜の景観をPRする。

呉市

広島でオーガニック素材（仮称）を生産する人たち
と、広島のオーガニック文化をアピールしたい人た
ちが集い行うイベント。
生産者それぞれを紹介するコミュニティサイトの作
成や中山間地域の生産者等が集うマルシェを開
催（呉市内）するほか，中山間地域を含む生産者
の圃場等でもミニイベントを開催。

呉市

63 cafe the bricks（NTM有限会社）

久米 ゆき
oh!ganic hiroshima(仮）
久米 健太

64 佐伯商工会 青年部

廿日市市峠にある空き店舗の駐車場を利用した
地域物産展。プロジェクトでは，ステージイベントや
（仮）空き店舗の駐車場を活
長門 孝文
参加型の競技大会なども併せて開催し，地域内外
用した地域物産展
の交流を深めるイベントとして実施することを目指
す。

廿日市市

65 タケシカプロジェクト

竹原市仁賀町，田万里町等で捕獲された有害鳥
獣の革を活用し小物作りを行うとともに，鳥獣被害
タケシカプロジェクトによる害 の現状や猟師の活動等のWSを竹原市内で開催。
山本 智美
獣対策
プロジェクトでは，広島市内でWSを開催し，小物の
販売等を通じ，皮革利用の取組を拡大させるため
の情報発信を目指す。

竹原市

66 庄原市高野地域づくり未来塾

地域外の人が気軽に宿泊が出来，地域住民と交
瀬尾 二六 たかの暮らし体験拠点づくり 流したり，生活体験，農業体験ができる拠点施設
（空き家）の整備を目指す。

庄原市

67 WWM（ワールドワイドマウンテン）

中山間地域に住む若者や中山間に興味がある人
が集えるように，地域づくりに取組んでいる若者を
上野 奈苗 WWM（ワールドワイドマウン ゲストスピーカーとして招き，トークセッションを行
新舎 篤 テン）
う。
また，参加種同士の交流も図り，地域づくりのチャ
レンジを創出することを目指す。

三次市

68 大崎上島町食文化海藻塾

69 小さな教室

70 なかまの柚子園

ドウリン

道林 清隆 アカモク採取と調理体験会

大崎上島周辺に豊富に繁茂するアカモクの刈り取
りから加工・調理までを一貫して体験することで，
大崎上島町
海草食文化の普及や大崎上島町の知名度アッ
プ，消費拡大に繋げていくことを目指す。
三次町の古い町並みや小路を町の案内人さんと
一緒にまち歩きするイベント。
案内人独自のコース設定等，魅力向上を目指す。

米山 惠

私の町旅 町の案内人さん
と行くレトロ三次（まち歩き）

中森 誠

耕作放棄地を柚子園に再整備し，地域産業として
耕作放棄地を爽やかな香り 育成しつつあるが，更なる整備を進め，都市部の
安芸高田市
の柚子園へ
若者等の意見を取り入れながら，地域再生を目指
す。

71 庄原市地域おこし協力隊

草谷 夏枝 西城体験ツアー（仮）①

庄原市で行われている地元の方の活動をつない
で，その活動の魅力をアップすることを目指す。西
城町の安原旅館に宿泊し，芸備線を楽しみ，町歩
きを楽しみ，夜は「平成の貝合わせ」をして町の雰
囲気を満喫するなど。

72 庄原市地域おこし協力隊

草谷 夏枝 西城体験ツアー（仮）②

野菜等を栽培し「西城まちの駅」に出荷したり，都
市部から農業体験を受入れることなどを通じ，地
域の農家の元気づくりを目指す。

73 ETAJIMA SEA SUPOORT

海に親しむプログラムの体験会，海の安全管理・
「海ガキ」プロジェクト～海を
体験プログラムの研修，定期的な海のクラブ活動
末岡 真樹 守り海に親しむライフスタイ
等を実施し，海を守り海に親しむライフスタイルの
ルを次世代につなぐ～
普及を目指す。

74 住民自治協議会 福に富む郷 竹仁

杉原 邦男 郷のえんがわ朝市（仮称）

三次市

庄原市

庄原市

江田島市

しゃくなげ館と協力し、朝市を展開。出荷できない
不揃いな野菜や住民が日々作っている編み物、自
東広島市
慢の漬物などを月に２度程出店する。未来博期間
中には地域外への出店を目指す。

団体名称

75 三輪酒造株式会社

76 菌山街道実行委員会

77 広島みなとフェスタ実行委員会

78

庄原さとやまオープンガーデン庭めぐりサ
ポーター

79 特定非営利活動法人 未来開拓の里

80 東広島市地域おこし協力隊

代表者

企画名

内容

開催地域

夏に農業を学び、冬は蔵人の補助で生計を立て
る、いわば「半農半蔵人」として，町への新たな定
『半農半蔵人』定住支援パッ
三輪 裕治
住スタイルを提案していくとともに、定住希望者等 神石高原町
ケージ事業
に対し，視察ツアー等の田舎暮らしへの豊富な選
択肢を提案していくことを目指す。

藤原 明子 菌山街道プロジェクト

銀山街道と呼ばれる尾道松江線を新たに「菌山街
道」と称して，きのこを通じて菌食と健康，森林保
護の観点で，食べる！学ぶ！作る！！楽しみを体
験していただくことにより，菌糸のごとく人と人，人
と土地を繋ぎ，広島県と島根県の広域にわたり文
化・地域の観光振興・地域活性化を目指す。

三次市

上村 隆彦 港と島を音でつなげ隊

「似島」のにぎわいの創出と港で繋がる広島市と
の交流を目的として，広島みなとフェスタの開催に
併せて，外部人材によるフェリー内及び島内ス
テージでのパフォーマンスや，似島側からも芸能
芸能を披露し交流を深めることを目指す。

広島市

「庄原さとやまオープンガーデン」来場者を対象と
したスタンプラリーを企画する。
庄原さとやまオープンガーデ
台紙には「手ぬぐい本」を使用し、スタンプもそれ
山田 良和 ン手ぬぐい御朱印帳制作プ
ぞれのお庭をイメージしたオリジナルイラストを採
ロジェクト
用し，一人に１本しかないお土産づくりに繋げてい
くことを目指す。

庄原市

岡田 秀一

管 真一

森を鳥の目線で眺めよう。
ツリーイングパーティー

ロープを用いた木登り「ツリーイング」というアクティ
ビティを通じて森林の多様性や森林の置かれてい
る状況の情報発信（イベント）を実施。
中山間地域と連携し，実施地域でツリーイングの
資格取得者を創出し，継続的な活動を目指す。

宇山地域への移住・定住を目指して，宇山地域の
宇山ふれあいの旅（ヒトツナ
仕事，住宅環境，教育環境等を体感するツアーの
ギ 宇山版)・・・仮
実施を目指す。

福山市

東広島市

物産館みわ375をメイン会場に，体験ブースと販売
ブース，定住情報ブース等を設置し，三和町や近
隣市町から参加者を集めて，地域の魅力を発信す
るイベントの開催を目指す。

三次市

篠崎 初光

鳥獣害対策の一環として，収穫されずに放置され
ている栗を活かして「栗焼酎」を製造販売している
宇根山で、くいの栗焼酎ナイ
が，原料が集まらないため，原料確保と地域づくり
ト！！
活動への参画者拡大を目指して，栗拾いイベント
の開催を目指す。

三原市

篠崎 初光

ココロザシ応援プロジェクト
久井町強化月間

久井町内の様々な地域づくりイベントが連携して，
ロゴマークや統一HP，合同チラシの作成などを実
施。
合わせて，スタンプラリーの実施を目指す。

三原市

篠崎 初光

久井町坂井原地区にある空き家を活用し，ギーク
ハウス（ICT技術者のシェアハウス）を整備し，移住
ギークハウス(特化型シェア
者・定住者を確保するとともに，広くICT技術者が
ハウス)立ち上げプロジェクト
集う専門的なイベントの開催を目指す。
空き家改修もイベントとして実施。

三原市

篠崎 初光

久井町の農地付きの空き家をクラインガルテンとし
空き家活用でクラインガルテ て整備し，移住者・定住者の確保を目指す。
ン
農業指導等は，地域の高齢者等の協力を得て，
農業研修イベント等として開催。

三原市

篠崎 初光

古民家カフェ
(コミュニティカフェ)

久井町の空き家をカフェとして整備し，地域の高齢
者等の支援も得て運営していくことを目指す。
カフェは，レンタルスペースや地域のイベント・カル
チャー教室等としても活用して行く。

三原市

87 昭和５０年会

久井はだか祭を盛り上げていくため，子供神輿等
を整備し，子供達が主体となって参加できる仕組
はだか祭を子供たちの力で
片山 晋一
みを創り，祭りの活性化を目指す。
盛り上げよう企画（仮）
久井小学校との連携（祭りや郷土の歴史などの事
前学習）も図る。

三原市

88 島人ふぁ〜む

内海町の柑橘の耕作放棄地の開墾から苗木の植
瀬戸内の島にある耕作放棄
栽を実施し，将来的な収穫体験や収穫物の販売
藤原 仁智 地をシトラスの谷に変えるプ
等も目指す。
ロジェクト
将来的には就農者の確保にもつなげていく。

福山市

81 皆がよし三次プロジェクト推進協議会

82 久井町地域活性化グループ UNERe

83

久井町地域活性化グループ UNERe

84 坂井原元気プラン (2グループ)

85 坂井原元気プラン (2グループ)

86 坂井原元気プラン (2グループ)

片岡

誠 みわの収穫祭

団体名称

代表者

企画名

内容

開催地域

瀬戸田町にある空き店舗を活用し，御調町や瀬戸
尾道市地域おこし協力隊に
田町の特産品を販売するアンテナショップの開設
よるアンテナショップ運営
を目指す。

尾道市

90 NPO法人ふぞろいプロジェクト

三次市内の農家と連携し，
・広島市内中心部でのマルシェ開催や産物を活か
三次の農家を繋ぐ架け橋プ した 料理教室等の交流イベント
中島 良尚
ロジェクト
・SNSを利用した三次農家の広報支援活動（ブラン
ディング）
・農家での民泊体験事業などの実施を目指す。

広島市

91 未定

田中 政敬
島の学び舎・笑い場
竹本 恵子

89 尾道市地域おこし協力隊

92 NPOプラチナ創業塾

93 三原市地域おこし協力隊

森 聖羅

佐伯 邦章

田中 政敬

三原市佐木島の空き家や未使用建築物を活用し
て，シェアオフィスやシェアハウスを整備するととも
に，地域資源を生かした体験メニュー（海浜セラ
ピー，塩づくり等）の提供を目指す。

カラオケや芸能愛好家が集う発表会の開催を目
府中市を元気にする集い（カ 指す。
ラオケ中心の芸能大会）
模擬店等も設置し，地域のイベントとして定着させ
ていくことを目指す。

府中市

三原市佐木島の空き家や未使用建築物を活用し
島のゲストハウス兼シェアハ
て，若者や外国人が利用するゲストハウス兼シェ
ウス
アハウスの整備を目指す。

三原市

吉和魅惑の里，もみのき森林公園等を舞台とし
て，地域の魅力発信イベント（音楽イベント，釣り大
会，放流イベント，わさびマルシェ等）の開催を目
廿日市市
指す。
合わせて，地域グルメ開発等も実施。

94 吉和元気村

則武 宏承 吉和元気村プロジェクト

95 まほろばくろたに

黒谷集落の資源・文化を活かし，四季を通じたイ
くろたに四季おりおりのおも
ベントの開催により外部交流人口を増やして，集
高橋 信忠 てなし―黒谷の資源・文化を
落の活性化を図っていくとともに，地域の文化・伝
活かして
統を後世に継承していくことを目指す。

植原 健司 konohen プロジェクト

三原市

植原 健司 桜咲桜会

自らが経営する家具工房において，春の桜開花に
合わせて実施するイベント。
過去３回の開催で，多くの集客があったことから，
規模拡大，新規イベントメニュー開発を目指す。

三原市

安福 孝昭 「空き家バンク」設立

小河内地区自治会，地域おこし協力隊，当NPO法
人が連携して，地域の空き家を移住者等に提供す
る空き家バンクの設置を目指す。
今後，空き家情報の提供やサポート体制を整えて
いく。

広島市

丸山 一郎 そば刈り取り体験

大和町津久地区で農業を中心とした地域づくりを
行っている団体。
新たなイベント等を実施し，津久地区の知名度向
上と地域活性化を目指す。

三原市

ウッドチップって素敵だな
あ！

中山間地域の山林で出た間伐材等を材料として，
ウッドチップに加工し活用して行くためのワーク
ショップの開催を目指す。

尾道市

みんなで民謡を語るゼミナール（みんみん
「民話の郷 おだ」へまあ
末岡 紀代美
ゼミ）
ちょっと寄ってみんさいや

小田地区に起こる民話を語る地域の方々の声を
収録し，紙芝居や映像として継承していく活動を実
施。
地区内の直売施設内に鑑賞できる設備を設置し，
地域内の散策へ誘導することを目指す。

東広島市

97 ＳＡＫＵＲＡＳＡＫＵ

特定非営利活動法人 小河内Ｏプロジェ
クト

99 ftファミリー津久

100 浮木堂

101

三原市

久井町の若者グループが中心となり，地域の人々
と共に野菜市，カフェ，体感型ワークショップ，音楽
やものづくりなどの参加型イベントなどを開催し，
地域外からの集客を目指す。
将来的には，ショップ兼交流スペースを備えた施
設の整備も視野に入れている。

96 Konohenn no hito

98

三原市

本田 徹

102 小田盆踊りマイスターの会（BONスター）

小田地区の盆踊りの口説き手，太鼓叩き手と，神
盆踊りから神楽まで，体験し 楽団員を確保していくため，地域内外から若い世
末岡 紀代美
よう，観てみよう！
代を広く募集（見学会開催）し，神楽男子，神楽女
子，神楽こどもの確保を目指す。

東広島市

103 江田島べっぴんじゃけん～ｆｏｒ ｓｍｉｌｅ～

江田島市の女性グループによる特産品開発や古
民家を再利用した多目的サロンの設置。
志水 友香 心豊かなコミニティ・ビジネス
サロンを活用し，高齢者と若い世代の交流も目指
す。

江田島市

団体名称

104 自然学びとくらぶ

代表者

小田 修

企画名

第8回森の中の長ぐつコン
サート

内容

開催地域

安佐北区小河内地区で行う里山の森の中で行うコ
ンサート。
里山をフィールドに，若者の目線で様々な文化，芸
術の発信を目指す。

広島市

105 ともてごプロジェクト

広島市の中山間地域（戸山地区，湯来地区）と沼
“思いやり”がつながる！モノ
田地域の住民相互の交流機会の創出を目指す。
長山 哲也 コト交換マルシェ「どうぞの市
テーマ別物々交換の市「どうぞの市」を開催し，子
（いち）」
育てグッズ等の物々交換を行う。

広島市

106 倉橋なじみ庵

倉橋なじみ庵を活用して，町
提案者が整備した倉橋なじみ庵を活用し，音楽イ
中サロンと観光スポットの案
石崎 幹男
ベントや，朝日・夕日の鑑賞会イベント，遺跡めぐ
内などで島外に情報を届け
りイベントの開催を目指す。
る

呉市

107 Kinsai

中山間地域にある空き家のリノベーションをイベン
ト化し，参加者とともにDIYで整備することを目指
DIYスキルを身につける空き
竹本 祐樹
す。
家リノベーション
整備した空き家は新規移住者やゲストハウスとし
ての活用を検討する。

呉市

108 ～SORA～みはら

田中 かよ子 ～SORA～みはら

ドローンを活用して，これまでと違う視点で地域を
PRする映像を撮影し，活用して行くことを目指す。
様々な地域の取組との連携を想定している。

三原市

