
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 中山間地域の未来をリードし，サポートする人材を育成・確保するために実施している「ひ
ろしま『ひと・夢』未来塾」について，第８期生のプラン発表会，表彰式及び卒塾式を令和４
年 12 月 17 日（土）に開催します。 
 
 地域とつながりを持ちながら，地域課題の解決を目指す地
域密着型人材育成コースの 14 名，中山間地域の資源を活用
した起業や事業拡大の実現を目指す起業準備コースの 18 名
の塾生が，計５回の講座を通じて，講師やメンターからのア
ドバイスのもと，目指したい活動内容を明確にしながら，取
組プランを練り上げていきました。 

その成果をプラン発表会で披露し，コースごとに最優秀
賞，優秀賞の受賞者を決定し表彰します。 

 
 当日，プラン発表会終了後の卒塾式では，塾
長である湯﨑知事から修了証書を授与し，激励
のことばを送ります。 
 ついては，是非ともプラン発表会，表彰式及
び卒塾式について，ご取材してくださいますよ
うお願いします。 
 
 

１ 開催概要  

日 時  令和４年12月17日（土）13：00～17：00（※知事出席は，16:20からです。） 
場 所  合人社ウェンディひと・まちプラザ 北館５階研修室Ａ,Ｂ（広島市中区袋町6-36） 
出席者  塾長（広島県知事 湯﨑英彦），メイン講師，審査員，塾生32名等 
 

【審査員】 

地域密着型人

材育成コース 

加藤 せい子 氏 千道（ちみち）株式会社 代表取締役 

清水 早苗 氏 株式会社地域デザイン研究所 代表取締役 

平野 勝与 広島県地域政策局 総括官（中山間地域振興） 

起業準備コー

ス 

沖井 文孝 氏 
ひろぎんエリアデザイン株式会社 ソルーション・営業グループ アシ

スタントマネージャー 

今井 恭子 氏 イノベーション・ハブ・ひろしまCamps コミュニティマネージャー 

上田 竜也 氏 広島県商工会青年部連合会 会長 

 

資 料 提 供 
令和４年12月14日 
課 名：中山間地域振興課 
担当者：藤谷 
内 線：２６３２ 
直 通：082-513-2632 

 

ひろしま「ひと・夢」未来塾 第８期生の 
プラン発表会,表彰式及び卒塾式を開催します 
今年は湯﨑知事から最優秀賞，優秀賞を受賞者へ授与します! 

令和３年度卒塾式の様子 

最優秀賞・優秀賞を表彰



 

２ 次第（予定） 

プ
ラ
ン
発
表
会 

13：00～16：20 

地域密着型人材育成コース 
研修室Ａ 

起業準備コース 
研修室Ｂ 

○マイプラン発表（14名×８分） 
〇発表後，個評 
○審査 

○ビジネスプラン発表（18名×８分） 
〇発表後，個評 
○審査 

会場移動（各コースのプラン発表会が終了後，研修室Ｂへ移動して両コース合同開催） 

総
評
・
表
彰
式 

16：20～16：40 

○審査員総評 
 
〇各コースの結果発表（コース毎に最優秀賞1名，優秀賞1名） 
 
○表彰状授与（コース毎の最優秀者・優秀者に，塾長（知事）から表彰状授与） 

卒
塾
式 

16：40～17：00 

○修了証書授与(コース毎に卒塾生代表に対し，塾長（知事）から修了証書を授与) 
 
○塾長（知事）あいさつ 
 
○写真撮影 

 

３ プランの内容（一部）概要  

【地域密着型人材育成コース】 
・ 伝統的な手仕事を守り，残すことの意義や重要性についての理解と，自分で採ったものを
自らの手で加工し，日常で使うことの楽しさ，素晴ら
しさをワークショップを通じて伝える。 

・ 「片づけは人生のアーカイブ」を合言葉に，溢れる
モノを上手に収納するお手伝いにより，高齢者が安全
に暮らせることを目指す。 

・ アスパラガスの廃棄部分を原料に使ったビールを製
造し，農家のコスト低減につなげる。 

 
【起業準備コース】 
・ 井仁の「価値」である棚田の景観や地域の人の思いなどをより多くの人に知ってもらうた
め，空き家を活用した宿泊施設を開業し，体験型イベント等の開発により，地域の魅力を堪
能できる場所を創ることを目指す。 

・ 婦人科系の不調に悩む女性の癒しと助けになれるよう，「よもぎ蒸し」と女性に特化した
マッサージの提供によって，「こころとからだがほどける」場所づくりを目指す。 

・ 豊町の柑橘畑の維持と人口減少を食い止めるため，島に人を呼び込み，レモンのおいしさ
を伝えつつ，６次産業化を目指した製品開発等により，大長レモンの後継者とブランドを繋
げていく。 

 

４ その他  

 取材を希望される場合は，別紙の「取材申込書」に必要事項を記入のうえ，12 月 15 日（木）
16 時までに，メールまたは Fax でお申込みください。 

 

卒塾生の事例を参考にプランを練る様子 



番号 名前 ふりがな プランタイトル 解決したい地域課題 プラン概要（活動市町）

1 鳥井 実香 とりい じつか
安田マルシェ花笑カフェ
笑顔溢れる拠点コミュニ
ティをつくる

地域の人たちが出会いつながり，
楽しい時間を共有できる空間が作
りたい。

旧安田小学校を使った「安田でかマルシェ」の定期開
催を通じて，地域の特色を生かしながらどの地域でも
開催可能な中山間地域のモデルケースを作る。（三
次市）

2 天王 美鶴穂 てんおう みずほ
よしやまモノづくりプロジェ
クト

家具や建具などのプロダクトを作る
際に大量の端材の有効活用

廃棄されていた端材を再利用した木製雑貨作りを通
して，吉山の自然や里山の四季の風景を伝え，地域
活性と若者たちが行ってみたい，住んでみたい，働い
てみたいと思う地域を作る。（広島市安佐南区）

3 山下 正寛 やました まさひろ
地方が地方だけで夢を実
現できる仕組みづくり

地方において減少していく状況を
マイナスではなく効率化と捉え，地
方だけでやりたいことを実現できる
世界をつくりたい

恒久的で柔軟性のある町， 自治や地域単位で資金
が回り，一生生活ができる町，人口減少に対応がで
きる町（人口増を目標としない），安全，安心を人の繋
がりで確保できる仕組みを作る。（広島市安佐北区）

4 鶴田 和人 つるた かずと
とびしま未来図~黄金の島
再生計画~

人口流出が続く下蒲刈を稼げる島
にしたい

かつて，たわわに実った蜜柑で「黄金の島」として輝
いていた下蒲刈を，特産品の産出と，世界に向けた
魅力発信により島民が輝き，稼げる島に生まれ変わ
ることで黄金の島再興を目指す。（呉市）

5 岸本 恭子 きしもと きょうこ
キャンプで「神石高原町」を
変える

存続の危機にある神石高原町を救
うため，自然志向の子育て世代移
住促進を図りたい。

町内の既存製品をご当地キャンプブランドにリニュー
アルし，「神石高原町」の魅力や情報とあわせて販売
することで，商品と町の魅力を発信する。（神石高原
町）

6 沖田 仁美 おきた ひとみ 片づけは人生のアーカイブ
スペースの多い田舎の家で暮らす
高齢者の安全を散らかったモノか
ら守りたい。

「片づけは人生のアーカイブ」を合言葉に，溢れるモ
ノを上手に収納するお手伝いにより，広い家を心地よ
く暮らせる空間に変える。（世羅町）

7 大田 真由 おおた まゆ
儚く愛しい里山の「日常」を
切り取りましょう。

里山の魅力を切り取り，「うちの地
域には何もない」の声を無くしたい

地元の人が，住んでいる地域が自慢できる場所と見
て感じ，地域外の人たちがその地域を知る・訪れた
い・住んでみたいきっかけになる写真作りと情報発信
を行う。（三次市）

9 辰巳 勇壮 たつみ ゆうそう
ヤマガノヒカリ〜地域で取
り組む，次世代につなげる
農業〈仕組み創り〉

過疎化，少子高齢化が進み，増加
する耕作放棄地や空き家問題を解
消し，山家町を守りたい

地域内外から参加できる体験塾を開催して農の後継
者を育成し，お米のブランド化によって，次世代に繋
ぐ農業の仕組みを創り，持続可能な状態を目指す。
（三次市）

10 陣内 綾 じんのうち あや
農村の暮らしの中にある伝
統的な手仕事を守り，伝え
る

地域に伝わる手仕事を継承し，そ
の行為や製品だけでなく，必要な
材料や道具も守り続ける

伝統的な手仕事を守り，残すことの意義や重要性に
ついての理解と，自分で採ったものを自らの手で加
工し，日常で使うことの楽しさ，素晴らしさをワーク
ショップを通じて伝える。（東広島市）

11 柳澤 麻里 やなぎさわ まり 瀬戸内の海を楽しむBASE
人口減少で耕作放棄地と空き家が
増加する大崎下島に賑わいをつく
りたい

古民家を再生し，訪れる人も迎える人も元気になれ
る賑わいの宿・カフェ「跳びしまBASE」を創る。（呉市）

12 中村 智美 なかむら ともみ

思いに寄り添う世羅のまち
づくり
～魅力的なまちづくりから
地域課題に取り組む～

移住希望者を増やし，空き家と耕
作放棄地の解消を図りたい。

商店街に空き家バンクの拠点を設置運営し，定期的
なマルシェやイベントの開催を通じて，世羅町のファ
ンを増やし，その関係性を深めていくことで移住希望
者を増やす。（世羅町）

13 小田 理恵 おだ りえ がんぼったれプロジェクト
地域の未来が輝いていくよう，がん
ぼな子供と大人をつくっていきた
い。

子どもを真ん中に，大人も地域も一緒によく遊び・よく
育ち合う状態をつくるためのイベント開催と自然遊び
を保育できる大人を育成する。（安芸太田町）

14 深津 知志 ふかつ ともゆき

若者の挑戦を応援してくれ
る三次
アスパラ廃棄からビールつ
くり

農家の廃棄コストの負担軽減を図
るためのビールづくりを行いたい。

アスパラガスの廃棄部分を原料に使ったビールを製
造し，農家のコスト低減につなげる。（三次市）

15 横山 瞳 よこやま ひとみ ありのままでいいんだよ
もっと自由に力を抜いて，ありのま
までいられる場所を安芸太田だか
らこその資源を活かして作りたい。

学校以外でも学べる子どもたちの居場所，大人が本
気で遊ぶ場所を作る。（安芸太田町）

計 14名

第８期未来塾 地域密着型人材育成コース マイプラン一覧



番号 名前 ふりがな プランタイトル

1 新谷 響 にいや ひびき
R e:８プロジェクト〜大長魂
〜

2 津川 光太 つがわ こうた
井仁の棚田〜井仁をまる
ごと堪能できるゲストハウ
ス作り〜

3 大神 朋子 おおがみ ともこ これが私の生きる道

4 片岡 智基 かたおか ともき ドッグランカフェ開業計画

5 割方 遥花 わりかた はるか
女子畑（おなごばた）やぎ
牧場

6 伊藤 妃呂子 いとう ひろこ
柑橘の生産加工品販売(大
崎下島)

7 中村 博之 なかむら ひろゆき

野生鳥獣類の加工食品作
り
精肉業・加工業・飲食業の
複合業態創り

8 橋本 葵 はしもと あおい 三良（みよし）ファーム構想

9 中村 環音 なかむら かのん 江田島

10 後藤 祐美子 ごとう ゆみこ
私がわたしになれる場所
CAFE GOKAN

11 島田 愛子 しまだ あいこ 北広島町をアートの町へ

12 蛇草 孝介 はぐさ こうすけ
島と外と中をつなぐ空き家
＂HUB SPOT＂計画

13 滝原 雄太 たきはら ゆうた 自動販売ビジネス

14 鈴木 隆之 すずき たかゆき
すずきエスニックファーム
のビジネスプラン

15 川口 康太 かわぐち こうた Regenerative Journey

16 本平 清香 もとひら さやか
よもぎ蒸し&福女
「PONNYO」で女性の癒しと
助けになる

17 寺澤 潤哉 てらざわ じゅんや
ゲストハウスを基点とした
宮島の関係人口創出

計 17名

※未提出者を除く

自身の経験を生かして，婦人科系不調に悩む女性の癒しと助けになれるよう，「よもぎ蒸
し」と女性に特化したマッサージの提供によって，「からまった糸をほどくように，こころとか
らだがほどける場所」づくりを目指す。（庄原市）

住民の大半はお年寄りで，地域内での交流が不足している中江町。自ら経営するゲスト
ハウス「三國屋」を国内外・地域内外から人々が集う，宮島で唯一無二のワクワクする場
所にすることで，中江町の活性化を目指す。（廿日市市）

生きづらさを感じている人たちが，その能力や特性を十分生かすことができる，居心地の
良い場所をつくるために，古民家を改修して開いたカフェを地域に溶け込み，地域の方の
意見をしっかり取り入れ，地域内外の人たちが交わえる五感的魅力空間づくりを目指す。
（北広島町）

自身の運営するギャラリー〈ポロンピーガロン〉を基点として，「アート」をキーワードとした
町づくりを提案。また，それを持続可能にするビジネスプランと，戦略的イメージを語る。
（北広島町）

散らばっている空き家を活用し地域一帯をホテルとした考え方を取り入れ，空き家をコ
ワーキングやシェアキッチン，イベントスペースなどの複合施設として活用することで，島
民・移住者・観光客の3者が交流し多様な縁の創生を目指す。（江田島市）

買い物弱者が多く，かつ買い物も不便で選ぶ楽しさを感じにくい中山間地域において，低
コストで『選択肢』を示す方法として自動販売機ビジネスを定着させることで，選ぶ楽しさ
であったり，買い物をする喜びも同時に感じられることを目指す。（北広島町）

自らが生産している唐辛子が，単体ではなく，地域の方が作る他の農産物等と混ぜること
で魅力ある加工品になる特徴を利用して，世界中から注文とお客様を呼び込める商品に
成長させることで，新規就農モデルケースとなることを目指す。（廿日市市）

「今日の良質な旅の時間が，これからの毎日の日常に良い影響を与える」の考えのもと
に，旅を通じて「個人」，「コミュニティー(地域)」，「世界」を繋ぎ，唯一無二の時間を共有す
る。（江田島市，北広島町）

豊かな自然や人々の温かさに魅了された江田島の地域問題を解決するために，「江田島
人物図鑑」の復活と江田島学生コミュニティ(仮)を作ることによって，江田島の魅力を多く
の人に広め，島の内外問わず，島を愛する人の増加を目指す。（江田島市）

第８期未来塾 起業準備コース ビジネスプラン一覧

プラン概要（活動市町）

大長のみかん・レモンを中心に「Re:ブランド」を立ち上げている。日常に溶け込んだ呉市
豊町大長の【当たり前】を，視点を変え，ビジネスに変換し，やりがいや働きがいのある価
値を作っていくため，柑橘を中心とした商品開発をフロントエンドに，住民の所得向上や雇
用拡大を目指す。（呉市）

井仁の「価値」である棚田の景観，地域の人の思いなどをより多くの人に知ってもらうた
め，空き家を活用した体験型宿泊施設を開業し，体験やイベントの開発により，地域の魅
力を堪能できる場所を創ることを目指す。（安芸太田町）

安芸太田町に移住して，都会では感じ取れなかった四季の移ろいや生活の中の自然を
「モコビ」としてデザインし，発信していくことで，小規模で活動している地域の人たちを応
援していく。（安芸太田町）

ドッグトレーナーという立場から今ある物の新しい活用方法を見つけ，家族や仲間の為に
笑顔が生まれる地域づくりに向けて，捕獲した鹿や猪をあまねく使い，地域のた規格外野
菜などを活用した「犬のおやつ」で獲得した顧客を対象とした「ドッグランカフェ」や「ドッグト
レーニング」の立ち上げを目指す。（三次市，安芸高田市）

ヤギが除草の用に供されている事例をヒントとして，女子畑の休耕地を活用し，癒しから
除草までこなす，人懐こく育てた小型のヤギのブランド化を目指す。（呉市）

地域で守られてきた豊町の大切な柑橘畑の維持と人口減少を⻝い止めるため，島に人を
呼び込み，レモンのおいしさを伝えつつ，６次産業の製品開発や海外輸出により，大長レ
モンの後継者とブランドを繋げていく。（呉市）

安芸高田市民の食卓にジビエを発信することで，獣被害の事をもっと考えてもらいつつ，
地域の仕事を増やし，地域のブランド化，PR商品に育てるため，市内に加工品も製造す
るジビエ精肉店を作り，飲食店での惣菜メニュー提供を目指す。（安芸高田市）

担い手不足に陥っている農業現場を地域で支えることで安心して働ける仕事にしていくた
め，多様な働き方・関わり方を提案しつつ，デジタルを活用して農家と働き手を繋ぐ農業
人材派遣業を展開し，人材を守り育て，地域農業の発展を目指す。（三次市）



（別紙） 

 
取材を希望される場合は，12月15日（木）16時までにご連絡ください。 
 

＜取材申込書＞ 

広島県地域政策局 中山間地域振興課 武居（たけすえ）宛 

メール  chichusankan@pref.hiroshima.lg.jp 

ＦＡＸ ０８２－２２４－１９７７ 
ひろしま「ひと・夢」未来塾 第８期生のプラン発表会，表彰式及び卒塾式 
● 日時 ：令和４年12月17日（土）13：00～17：00  
● 場所：合人社ウェンディひと・まちプラザ 北館５階研修室Ａ，Ｂ（広島市中区袋町6-36） 

 
【注意点】 
 新型コロナウイルス感染症対策として，発熱等の症状がある場合は，出席をご遠慮いただき
ますようお願い申し上げます。 
・ 必ずマスクを着用してください。 
・ 受付に手指用の消毒液（アルコール消毒液）をご用意しますので、必ずご利用ください。 

 

貴社名（局・媒体名） 
 

（                           ） 

代表者氏名  

参加人数  

連絡先  

カメラの有無 

※〇を記入してください 

 スチールカメラ  台 

 ムービーカメラ  台 

 カメラなし 

取材希望時間帯 

※〇を記入してください 

 
プラン発表会 （地域密着型人材育成コース） 13:00～16:20 

※研修室Ａ 

 
プラン発表会 （起業準備コース）       13:00～16:20 

※研修室Ｂ 

 
審査員総評・表彰式・卒塾式（両コース合同）16:20～17:00 

※全員が研修室Ｂに移動して合同開催（※知事出席） 

その他 

※掲載・放送予定等も現時点でわかればご記載ください。 

 

 

 

 

 


