ココロザシ応援プロジェクト第2期エントリー採択状況・取組内容(11/25時点)
28.12.2 ひろしま里山交流プロジェクト実行委員会事務局

団体名称

代表者

企 画 名

内

容

開催地域

氏 名

1

Leaf+(リーフプラス)

2

Leaf+(リーフプラス)
cache cache cou cou(カシュカシュクッ
クー）

3

4

広島温泉コミュニティ

KAMｉＴＡＤＡ

空き農地を活用した農業体
験

耕作放棄地の再生と再生した農地での野菜作り
体験を行うとともに，収穫した野菜を活用した食の
体験メニューの開発し実施する。（ピザづくり体験）

広島市

下河内 直 PHOTO&GREEN マルシェ

安佐町久地の「花みどり公園」を活用し，小売店
による食べ物や植物の販売，ハンドメイド作家によ
る雑貨販売，写真撮影やファッションショーやライ
ブなどを盛り込んだマルシェを開催する。

広島市

林 文明

温泉愛好家等による組織「広島温泉コミュニティ」
のメンバーにより，広島市から日帰りでの「温泉ガ
イド」、県内のさとやま未来博イベント会場などで
温泉復活プロジェクト＠広島 「温泉教室」を開催するとともに、中山間地域の温
泉の魅力や歴史、地域資源としての価値等を，県
内各地の地域おこし協力隊員と連携し，発信して
いく。

広島市

吉田 峻

上多田集落で古くから作られている「あらかね
餅」を地域の特産品として位置付け，地域外のイ
上多田 未来創造プロジェク ベント等への出店など，PR活動を実施するほか，
ト 特産品づくり
集落で定期的なマルシェを開催し，地域の魅力を
広く発信することを通じて，移住者の確保を目指し
ていく。

広島市

広島市

小河内Oプロジェクト等と連携し，養蜂と干柿等の
安佐町の里山の恵みを特産
地域産品を活かした加工品の開発・販売を通じ
品に！
て，地域ブランドの構築を図っていく。

広島市

下河内 直

5

Ninoshima Lover’s ( 似島ラバーズ )

似島桟橋前広場を会場に，月１回，夜に人々が
集うナイトガーデン（アルコール・軽食あり）を開催
Ninoshima night garden ( 似
秋山 知里
する。
島ナイトガーデン )
未来博では，県内中山間地域の産品販売・提供
等を実施していく。

6

はちみつ山

下本 英恵

未定

小河内Oプロジェクト等と連携し，地域にある古
田舎暮らしお試し体験『地方 民家を活用したリペアリング講習を実施するととも
別木 伸行
創生イノベーション講座』
に，修繕後の古民家を地域活動の拠点として活用
して行く。

広島市

LEADING ISLANDS 106

宮川 真伊
御手洗地区の空き家を改修し，地域情報発信の
（代表者）
拠点として活用する。
小川 清幸 READING PLACE PROJECT
また，その拠点を活用し，地域の食と島暮らしに
（プロジェクト
関するワークショップ，イベント等を開催する。
事務局）

呉市

さぎしまを愛するボランティアガイド

佐木島の知名度向上と来島者を増加させていく
瀬戸内さぎしまの知名度アッ ため，「桜ウィーク」や「八十八か所スタンプラ
土田 美千恵
プ作戦
リー」，「海浜セラピー」などのイベントを年間を通じ
て開催していく。

三原市

7

8

9

10 白竜湖花火実行委員会

岡場 弘雄 白竜湖花火inだいわ

地域主体で花火大会を実施することとし，会場に
おける食の提供等も地域が実施するなど，地域住
民による賑わいづくりを行う。

三原市

11 福田自治振興会

室谷 貞二 福田軽トラック市事業

福田地区で３月～１１月に月１回，地域の新鮮な
農産物を対面販売する軽トラ市（朝市・夕焼け市）
を未来博期間中に新規で開催する。

三原市

佐木島の農家・漁家等と連携し，農海産物等の乾
白須 克子
島ばあちゃんのドライなエコ 燥食品を製造し，島外（三原市中心部，大和町・久
平木 多鶴子
食
井町など）への出店・販売を通じ，佐木島の農水
田中 かよ子
産物のブランド化を図る。

三原市

旧南小学校を活動拠点として，地域住民等が企
画した地域体験ツアー等を実施し，地元住民の地
域の魅力の再認識と，地域外からの参加者に地
域の魅力を発信していくことを通じ，定住者野確保
等を行う。

尾道市

12 島時間『鷺邸』

13 海の見えるコミューンみなみ

田坂 八重子

親子で楽しむ、生口島の魅
力体験ツアー

団体名称

代表者

企 画 名

内

容

開催地域

氏 名
東京都台東区の鳥越おかず横丁周辺エリアに，
東京と瀬戸田町をつなぐ情報受信・発信基地を作
鳥越おかず横丁×瀬戸田町 る。
横谷 奈歩
発掘会議
瀬戸田の産品を紹介する「バザール」や「ワンデ
イキッチン」，瀬戸田情報を掲載した地域誌の作成
等を行う。

尾道市

辻 真幸

新しいサイクリングロード ば 尾道から沼隈，内海，鞆の浦を回り，福山に至る
らまち海道(尾道～福山)の 道を「ばらまち街道」と呼称し，サイクリストによる
PR
サイクルマップの制作や走行会を開催する。

福山市

稲木 勉

地域の耕作放棄地の解消や都市農村交流等を目
的とした活動を実施しているが，地域の移住者や
内海町南耕作会の若い仲間
当該の若者を活動に参画してもらうための体験会
を増やそう！
等を開催し，活動の拡大と持続的な活動につなげ
ていく。

福山市

17 内海町の将来を考える会

村上 設雄 しまコンｄｅ魅力みがき

内海町内外の独身男女を対象とした婚活イベン
トを開催し，地域への定住者を確保していく。
また，内海町のPRや観光リピーターの確保にも
つなげる。

福山市

18 内海町の将来を考える会

内海町内の空き家を活用するため，各地区に空
き家掘起し担当者を置き，活用できる空き家を確
過疎の負と云われる空き家 保する。
村上 設雄
を宝に変えよう！
また，そうした空き家を活用し，移住希望者を対
象とした地域定住お試し体験を実施し，定住者を
確保する。

福山市

19 内海町の将来を考える会

村上 設雄 海・山で語り楽しみイベント

内海町と神石高原町新坂地区の地域交流イベン
トを実施し，海と山の魅力を相互に発信するイベン
トを実施する。

福山市

20 天領上下ひなまつり実行委員会

重森 由枝 天領上下ひなまつり

上下町には，幕末から今日までいろいろな雛人
形が存在しており，町並みの各商店や家々に飾
り，楽しんでもらうことで，上下町の活性化を図る
ほか，新たに地域の若者を中心としたグループに
よる空き店舗を活用したイベントや歴史文化資料
館を活用した企画を実施する。

府中市

21 「上下スタイル」

『古き良きものリメイク大作
真野 順子
戦」

上下町で確保した古着等を活用したアクセサ
リー作りワークショップを開催するとともに，近隣市
町におけるイベント等にも参画し，上下町の魅力
発信・PR活動を実施する。

府中市

22 Fantastic 8

坂本 明寛 ぐるぐる１８

地域の山林等を活用し，木材の伐採から木製品
加工のでを体験するワークショップを開催するほ
か，里山の環境を学び体験する体験会（植林体験
等）を実施する。

府中市

23 広島国際学院大学

「ものづくりの町」府中市の子供達を対象にした
それモッタイない！！～みん
「木の葉材」等を活かしたおもちゃ作り・アクセサ
伏見 清香 なでおもちゃ・雑貨をつくろう
リー作りを通じて，地域への愛着を育むとともに，
～
製品化も目指していく。

14 鳥越横丁設計部

15 BlueLine

16 南耕作会

府中市

24 広島ふるさと村運営推進協議会

行原 雅典 里山の営み体験

三次市三和町にある「広島ふるさと村」を拠点と
して，未来博期間中，中山間地域の暮らしを楽しく
体験するイベントを複数回開催し，地域の魅力発
信と体験を通じ地域に関心を持った人々との縁に
よる定住者の確保を目指していく。

三次市

25 NPO法人ほしはら山のがっこう

三次市川西地区に，平成２９年６月にオープンす
地域の拠点「郷の駅」オープ る「郷の駅」を支援していくため，地域住民による
檜谷 義彦 ンを住民がつながって盛り上 オープニングイベントを開催し，地域内外に対する
げよう！
情報発信と地域住民の心の拠り所として，地域で
運営する意識の醸成を図っていく。

三次市

団体名称

代表者

企 画 名

内

容

開催地域

氏 名

26 庄原市地域おこし協力隊

日置 大輔 サイエンスカフェ

市内にある県立大学と連携し，地域活性化に繋
げていくため，モデル的に大学教授による「サイエ
ンスカフェ」を開催し，市民と大学との距離感を近
づけ，大学を地域の地の拠点として活用して行く
機運醸成を図る，

27 庄原市地域おこし協力隊

大学生夏休み地域おこしイ
日置 大輔
ンターン

市内の自治振興区を対象に，各地区の地域づく
り活動に大学生インターン（夏休み）を受入れ，共
に考え，活動し，将来的な地域定住も含め，持続
的な人間関係を構築していく。

庄原市

中川 史伸 栗谷の輝く未来のために

地区内の耕作放棄地の再生と新たな都市近郊
野菜栽培に向けた地区住民の協働活動を開始
し，新規就農者（野菜栽培等）の受入れに向けた
体験・地域紹介イベントを開催する。
また，将来的に地域ぐるみ契約農家による市給
食センターへの共同出荷体制の構築を目指してい
く。
こうした活動により，栗谷ブランドの構築にもつな
げていく。

大竹市

28

大きなお世話かもしれないけど大竹市の
農業を守りたい人たち

庄原市

29 東広島ひとむすび

○西条中央公園を舞台に、東広島市内全域の農
家，畜産農家，学生や地域活動団体等が集い，そ
東広島マーケットひとむすび
山田 芳雅
れぞれの物産販売や活動紹介等を行うマーケット
の場
やワークショップを開催し，情報発信を行うほか，
多様な関係を連携関係を構築する場としていく。

東広島市

30 特定非営利活動法人 佐伯山里くらぶ

○地域住民とともに，津和野街道のウォーキング
津和野街道周辺の魅力向上 コースの延長（山口県・島根県へ延長）や，コース
西川 光義
と活性化
途中にある、集落の公園化に向けて花桃の植樹
活動や美観化を図る活動を実施する。

廿日市市

31

比治山大学現代文化学部マスコミュニ
ケーション学科 山田ゼミ

32 青少年夢プラン実行委員会

33 一般社団法人 Mit’s Yoga 倶楽部

山田 知子

今田 千代子

廿日市市

○使われていない旧玖島小学校を活用し，小学生
を対象とした田舎体験・自然体験・地域交流等を
地域住民と共に実施（６月・９月：一泊～二泊）する
ことにより，子供たちが当該地域に将来的に関わ
り続けていくきっかけを創出する。
また，地域についても，継続的な体験型交流活
動を提供できる基盤を育成していく。

廿日市市

①厳島神社ヨガ&しゃもじ作り体験
①-（Ⅱ）厳島神社ヨガ&もみじまんじゅう作り体験
②みかんヨガ&ミカン狩り体験
③はっさくヨガ&〇〇体験
④仙酔島ヨガ&〇〇体験

廿日市市

廃校に泊まろう!! in 旧玖島
小学校（仮称）

石井 みつこ

34 安芸高田市地域おこし協力隊

宮崎 絵美

35 Seeding ｆｏｒ future

エドワーズ
吉井貴子

36 モクプニアウトリガーカヌークラブせとうち 小林 富士雄

37 いにぴちゅ会

○宮島だけでない廿日市市の観光資源を発掘す
廿日市市における潜在的観
るため，廿日市市におけるココロザシ応援プロジェ
光資源の発掘とプロモーショ
クト等に学生が参画し，その活動内容や地域情報
ン～宮島観光の付加価値向
等を「FMはつかいち」でラジオ番組として制作し発
上～
信していく。

食・農・環境の映画際 with
ワークショップ

○食・農・環境に関する映画祭を，春と秋の年２回
開催する。
映画に合わせ，地域の食・農・環境に関するお店
安芸高田市
の出店やワークショップを開催するなど，食・農・環
境に関心の深いコアなターゲットを対象とした交流
人口の拡大を目的とする。

Seed ｆｏｒ future

○地域の古民家を，地域内外の人々とともにリノ
ベーションを行い，ワークショップ等を行う人の集
まる拠点や地域の子供たちの活動の場として活用
して行く。

アウトリガーカヌーに乗って
冒険に出よう！！

○アウトリガーカヌーによる「海洋型冒険教室」を
会期中に開催する。
体験メニューとしては，カヌーだけでなく，ゴミ拾
い，自然観察，カヌーパドルづくりなどを組み合わ
せ，１泊2日程度の体験会として実施していく。

江田島市

江田島市

○広島県で唯一、日本の棚田百選に選定された
日本の棚田百選「井仁の棚
「井仁の棚田」に棚田カフェを作り，地域資源を活
友松 裕希 田」に棚田カフェを作りた
安芸太田町
用しながら、棚田の魅力を高めるとともに、地域内
い！
外から訪れる人々をもてなす拠点を構築する。

団体名称

代表者

企 画 名

内

容

開催地域

氏 名
○安芸太田町の加計商店街の空き店舗を活用し
ｍｍ ｐｒｏｊｅｃｔ
た「町歩き芸術祭」を開催する。
『里山で生きる！アーティスト
38 （現代アートギャラリー&アートプロジェクト 水野 美奈子
県内芸術系大学との連携により若手アーティスト 安芸太田町
集まれ』（仮企画名）
スペース）
の発表の場とすることや，子供向けプログラムなど
を地域住民等と連携して実施していく。
○地域住民と共に，里山でのささやかで豊かな生
活を情報発信していくため，地域の野草を活用し
ｍｍ ｐｒｏｊｅｃｔ
た「野草茶プロジェクト」をアートの視点で表現し提
『里山で生きる！楽しい野草
39 （現代アートギャラリー&アートプロジェクト 水野 美奈子
供するイベントを開催する。
安芸太田町
の世界』（仮企画名）
スペース）
また，地域のカフェ等と連携し，野草茶を提供し
ていく取組みのほか，安田女子大学との連携も実
施する。
○中山間地域の課題である高齢化とそれに付随
ｍｍ ｐｒｏｊｅｃｔ
する介護の問題に対して，介護される側，介護す
『里山で生きる！楽しい介護
40 （現代アートギャラリー&アートプロジェクト 水野 美奈子
る側がすこしでも楽しくなれる食器等をアーティスト 安芸太田町
の世界』（仮企画名）
スペース）
から提案する楽しい介護をテーマとした芸術イベン
トを開催する。

41 NPO法人三段峡 太田川流域研究所

42 NPO法人三段峡 太田川流域研究所

43 加計高校芸北分校 魅力発信隊

44 なし

比治山大学短期大学部総合生活デザイ
ン学科，加計高等学校芸北分校，芸北地
45
区女性会，
芸北オークガーデン

46 本地赤鬼会

○太田川流域で地域づくり・環境・川体験等を行う
団体等が集い，連携関係を構築するためのシンポ
安芸太田町
ジウムを開催し，太田川流域共同体宣言の採択を
目指す。

本宮 炎

三段峡開峡100年記念 太
田川流域・ワールドカフェ

本宮 炎

○ネイチャーガイド育成とプログラムの開発を行う
三段峡におけるネイチャーガ
とともに，会期中に太田川流域の子供たちを対象
イドの育成と観光プログラム
安芸太田町
としたモニターツアーを実施し，三段峡の新しい活
の開発事業
用方法を検討・構築していく。

森 大悟

プレミアム「芸分リンゴ」の作
業体験～高校生と一緒に芸
北分校の魅力を感じません
か～

○芸北分校の存続に向けて，学校の魅力を県民
や全国に発信していくため，高校生と一緒に高校
が管理するリンゴ園の作業体験「見て，触って，感
じて」もらうことで，「芸北分校で学びたい」，「北広
島町に住んでみたい」と感じてもらい，学校から地
域を活性化していく。

北広島町

旅するきたひろ
ｔｒａｖｅｌｌｉｎｇ ｋｉｔａｈｉｒｏ

○北広島町の魅力が詰まった写真集を２０部製作
し，観光客に手渡しでリレーしてもらう企画。
人々の手から手にわたっていく過程で，地域の
魅力発信できることや，専用ブログを整備し，感想
を寄せてもらうなど，様々な繋がりを作り，交流の
活性化や定住等にもつなげていく。

北広島町

山崎 初枝 ひろしま芸北食ツーリズム

○地域住民と連携した伝統的な地域食文化の継
承と地元食材を使った新規メニュー開発を実施す
る。
開発したメニューは，料理集とした発行するととも
に，地域の施設や地元イベントで提供し，地域の
魅力発信・観光客の誘客にもつなげていく。

北広島町

中川 克也 本地地区夏祭り大会

○各地区ごとに開催していた夏祭りについて，高
齢化等により継続が危ぶまれていることから，本
地地区全体のイベントとして再構築し実施してい
く。
また，新規定住者との親睦も意図した取組みとし
て，綿もの主体の運営で実施する。

北広島町

前田 芙紗

大崎海星高校有志による
「旅する櫂伝馬」への参加

○大崎上島の伝統文化の継承と魅力発信及び大
崎上島町の将来の発展に貢献できる人材の育成・
確保（=大崎海星高校の生徒の確保）を目指し，旅
大崎上島町
する櫂伝馬実行委員会が主催する「旅する櫂伝
馬」に，生徒有志が参加する。
大崎上島～原爆ドーム～厳島神社の90kmの航海

47 広島県立大崎海星高等学校

大林 秀則

48 大崎上島トライアスロン実行委員会

○２８年6月に第1回大崎上島HAPPYトライアスロ
ン大会を開催（参加者244名）したが，選手だけで
大崎上島HAPPYトライアスロ
金原 秀章
なく，家族で島を訪ねてもらうことや，競技人口の
ン・ジュニアチャレンジ
拡大を目指して，ジュニア向けの大会（トライアス
ロン・ジュニア・チャレンジ）を開催する。

49 大崎上島シーカヤック

金原 秀章 わんぱく塾

大崎上島町

○地域内外の小学生を対象に，生きる力や命の
大切さ，親や友人の大切さ，何事にもチャレンジす
大崎上島町
る力を自然体験（シーカヤック・海浜キャンプ）を通
じて学ぶイベントを実施する。

団体名称

代表者

企 画 名

内

容

開催地域

氏 名

50 大崎上島ＨＡＰＰＹライド実行委員会

○大崎上島町全域で，島の新たな観光資源として
のサイクリングのPRを行うためのイベント。
松本 幸市 大崎上島ＨＡＰＰＹライド2017 未来博では，新たな魅力として既存イベント・祭と 大崎上島町
の連携や，山岳コースの新設など，島の更なる魅
力づくりに繋がる企画を実施する。

51 せら夢公園サポーターズクラブ

○世羅町農業のブランド化を進めるため，地域で
環境保全型農業を実施している農家の視察や意
新谷 隆之
見交換・情報交換・セミナーを行うイベントを実施
（代表者） 「田の虫サイコウ！プロジェ
する。
延安 勇 クト」
また，アグロエコツーリズム（生物多様性農業が
（事務局）
育む里山の自然体験ツアー）を新たに実施してい
く。

52 世羅茶再生部会

53 広島べっぴんじゃけん

54 世羅高原カメラ女子旅実行委員会

55 神石高原まるごと体験会議

世羅町

○耕作放棄された茶園の再生を，地域内外の
人々の参画によりイベントとして実施するとともに，
既に再生した茶園で茶摘み・製茶体験など体験型
収穫祭を実施する。

世羅町

○世羅ゆり園等と連携し，ほとんど流通していない
ゆりの香油を採取するイベントを開催するととも
農家×セラピストで地域が交
に，アロマセラピストによる女性等を対象とした世
砂川 沙央里 流！「ゆりのアロマ」開発プ
羅を満喫し癒されるイベントを実施する。
ロジェクト
また，このイベントを通じて，地域の地の花農園
等との連携も図っていくきっかけとしていく。

世羅町

戸田 雅伸 世羅茶再生プロジェクト

吉宗 五十鈴 ひろしま里山カメラ

○広島県の里山の魅力を発信するウェブメディア
を立ち上げていく。
中山間地域在住のクリエイターの参加を募り，
ワークショップを開催し，地域に暮らす魅力的な
「ひと」に着目した情報発信ツールを制作した後，
実際にその「ひと」を訪ね，そこでの暮らしや生業
を体感するツアーを企画・実施していく。

世羅町

○神石高原町と尾道市向島・因島の子供たちを対
雪が降る高原と島々の体験 象として，夏の海水浴から川遊び，冬の雪遊びが
津川 正隆
神石高原町
交流プロジェクト
体験できる広島県での暮らしの魅力を体感できる
イベントを夏休み・冬休みに実施する。

