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～22世紀の庄原の森林
も り

づくり～ 

庄原市森林体験交流施設「森林
も り

の学舎
まなびや

・比和」開所式について 

 

１．趣旨 

 庄原市森林体験交流施設「森林
も り

の学舎
まなびや

・比和」は、「22世紀の庄原の森林
も り

ビジョン」に掲げる「み

らいを担う人を育む林業」を実現するため、森林体験活動を通じて森林の持つ機能や効果を学び、森

林に対する理解を深める場を提供し、次代につなげるための拠点施設として整備しました。 

このたび、地元の比和小学校児童（５．６年生 11人）が森林体験学習を実施する機会に、開所式

を行います。 

 

２．日時・会場 

  令和３年７月 26日（月）10時から 

  庄原市森林体験交流施設(庄原市比和町古頃 579番地：旧古頃小学校) 

 

３．実施主体 

  庄原市 

 

４．実施内容 

(１)次第 

10時～ 開所式 

① 開式 

② 市長式辞 

③ 来賓祝辞 

 ④ 来賓紹介 

(市議会議長、広島県議会議員副議長、広島県北部農林水産事務所所長、比和自治振興区区長等) 

⑤ 施設及び事業概要説明 

⑥ くす玉割り 

⑦ 記念写真撮影 

⑧ 閉式 

 ⑨ 施設見学 

 

10時 30分～ 

① 講義（講師：NPO法人 ひろしま人と樹の会） 

② 体験学習（比和小学校児童） 

 

(２) 式典参加者（招待者） 

来 賓：市議会議長、広島県議会議員副議長、広島県北部農林水産事務所所長 

比和自治振興区区長 ほか 計 15人 

庄原市：市長                 合計 16人 

令和３年７月 14日 

市長定例記者会見資料 

企画振興部林業振興課 
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５．施設概要 

延床面積：828平方メートル 

構造  ：木造平屋建 

総事業費：1,349万円 

【内訳】設計監理費   98万円 

工事費     666万円 

備品購入費等  585万円 

 

６．施設の利用について 

施設内にある各部屋は、貸しスペースとして利用できます。  

                       (金額はいずれも 1時間当たり) 

区分 
一般使用 営利、宣伝等での使用 

施設 冷房 施設 冷房 

オープンスペース、調理ルーム、グラウンド 無料 － 1,040円 － 

体験ルーム１～３、実験ルーム、交流ルーム 無料 － 520円 － 

ミーティングルーム、保健ルーム、工作ルーム 無料 無料 520円 310円 

体育館 無料 － 2,090円 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

 庄原市 企画振興部 林業振興課 林業振興係 担当：加藤文彦 電話 0824-73-1124 
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庄原市キャッシュレス決済推進事業における転入者の加入促進について 

 

１．事業の目的等 

令和２年度より、新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けた市内経済と市民生活を支

援するとともに、キャッシュレス決済による感染拡大防止を図ることを目的として、庄原市キャッシ

ュレス決済推進協議会（以下、「協議会」という。）が事業主体となり、「いざなみカード（愛称：「な・

み・か」）」の加入促進とカード事業の運営を実施しています。 

この取り組みでは、令和２年 12月１日現在で住民基本台帳に登録されている人で希望される方に、

プレミアムポイント付きの「な・み・か」を配布し、「な・み・か」「ほ・ろ・か」を合わせて 30,304

人にプレミアムポイントを付与しました。 

今後も「な・み・か」によるキャッシュレス決済を、継続的に市内に普及させるため、令和２年 12

月２日以降、庄原市に転入された人にも、プレミアムポイント付き「な・み・か」を配布します。 

 

２．事業概要 

（１）内容     令和２年 12月２日以降に庄原市に転入した人で、希望される人全員に協議会よ 

りプレミアムポイント付き「な・み・か」を送付します。 

（２）事業実施主体 協議会（補助事業） 

（３）対象者    令和２年 12月２日～令和４年３月 31日の間に庄原市へ転入した人 

※転入者の見込人数：800人 

（参考：令和 2年 12月～令和 3年 5月までの転入者数 380人） 

※ただし、既に転出した人は対象外とします。 

（４）申請期間   令和３年７月 15日～令和４年４月 30日（当日消印有効） 

 

３．プレミアムポイントについて 

（１）市内の加盟店で利用できる 5,000円分のプレミアムポイントを付与します。 

ポイントは、１ポイント１円として加盟店で利用できます。 

（２）ポイントの有効期限は、協議会が指定する期間（カード発行月を含む３ヵ月間）とします。 

 

４．申請について 

（１）申請書の送付・手交 

・令和２年 12月２日～令和３年７月 14日までの転入者には、市から申請書を郵送します。 

・令和３年７月 15日～令和４年３月 31日までの転入者には、申請書を市民生活課及び各支所の窓

口にて配布します。 

（２）申請方法及び添付資料 

・協議会が発行する申請書に必要事項を記載し、原則、郵送で申請していただきます。 

・原則、添付書類は不要です。（要件確認は、市で行います。） 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

庄原市 企画振興部 商工観光課 商工振興係 担当：安藤 電話 0824-73-1178 

令和３年７月 14日 

市長定例記者会見資料 

企画振興部 商工観光課 



 

令和３年度比婆いざなみ街道マラニック大会の中止について 

 

１．趣旨 

本年度で第４回目となる比婆いざなみ街道マラニック大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、開催を中止とします。 

 

２．理由 

令和３年度比婆いざなみ街道マラニック大会は、全国における新型コロナウイルス感染症の状況や、

広島県の新型コロナ感染拡大防止集中対策等を踏まえると、比婆いざなみ街道沿線の食や地域の伝統

文化など地域資源の活用や魅力の再発見、地域住民と市内外からの参加者との交流促進といった大会

の開催目的を達成することが困難と考えられます。 

また、首都圏や近畿圏からの参加があることや、ランナー間のソーシャルディスタンスの確保が難

しいといった点を鑑み、７月７日の比婆いざなみ街道マラニック大会実行委員会（コロナ禍のため書

面表決）にて、開催の中止を決定いたしました。 

本年度は、次年度以降の開催について検討してまいります。 

 

３．これまでの開催経過 

項目 第１回 第２回 第３回 

日時 平成 29年 10月 29日 平成 30年 10月 27日 令和元年 11月 10日 

メイン会場 クロカンパーク 比和総合運動公園 比和総合運動公園 

長距離コース 

・距離 

・コース 

・出走者数 

・50㎞ 

・帝釈～東城街並み～小奴

可～クロカンパーク 

・88人 

・66㎞ 

・比和～熊野神社～森脇～

高野～比和まちなか～総

合運動公園 

・149人 

・60㎞ 

・比和～森脇～高野～比和

まちなか～三河内～総合

運動公園 

・140人 

短距離コース 

・距離 

・コース 

・出走者数 

・10㎞ 

・小奴可～クロカンパーク 

・141人 

・11㎞ 

・比和特産市場～比和まち

なか～総合運動公園 

・186人 

・13.73㎞ 

・比和～比和まちなか～三

河内～総合運動公園 

・204人 

 

 

問い合わせ先 

比婆いざなみ街道マラニック大会実行委員会 

【事務局】庄原市企画振興部いちばんづくり課 

担当：福本・西村   電話：0824-73-1278 

令和３年７月 14日 

市長定例記者会見資料 

企画振興部いちばんづくり課 



 

ナイトシアター＆夕涼みマルシェの開催について 

 

１．目的 

国営備北丘陵公園北入口エリア無料化の社会実験事業の一環として、県北地域から集まった８店舗

が並ぶ「夕涼みマルシェ」と、芝生広場で広々と間隔を取りながら家族で映画を楽しむことができる

「ナイトシアター」を実施することにより、“里山の駅 庄原ふらり”のにぎわいの創出と更なる活性

化を図ります。 

 

２．日時・会場 

  令和３年８月８日（日）16時～20時 45分 （少雨決行、荒天中止） 

  里山の駅 庄原ふらり（国営備北丘陵公園北入口エリア 入園・駐車 無料） 

 

３．主催 

  備北丘陵公園北エリア等活性化協議会（事務局：企画振興部商工観光課観光振興係） 

 

４．イベント内容 

（１）夕涼みマルシェ 

時    間：16時～18時 30分 

  内    容：かき氷・串焼き・ホットサンド・タピオカドリンクなどの販売 

         輪投げ・ヨーヨー釣りなどのゲームコーナーの設置 

出店者（予定）：リスト―ロ、17KITCHEN、CAFÉ ClouD、グリーンウインズさとやま 

ネコのあし音、米麦工房 21めぐみ、まなびや Café、みらさか自然工房根っこ 

感染症対策：店舗ごとにアルコール消毒液の設置および飛沫防止シートの設置を行います。 

（２）ナイトシアター  

時    間：19時～20時 45分 

作    品：「マダガスカル３」 鑑賞料：500円／人（小学生以下無料） 

募 集 人 数：320人（80組程度） ※要予約 

   申し込み期間：７月 16日（金）～７月 30日（金） 

申し込み方法：電話、メール、FAXのいずれかの方法で事務局へ申し込む（先着順） 

 感染症対策：参加人数を制限するために事前申込み制とし、家族ごとに区画を分けることで密

にならない状況を作り、鑑賞していただきます。 

 

５．新型コロナウイルス感染症感染防止対策 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、入口付近にサーマルカメラを設置し、検温を促

します。また、会場各所へ消毒液を設置するとともに、感染拡大につながる行為を避けるよう掲示し、

感染防止に関する注意喚起を行います。 

 

問い合わせ先 

庄原市 企画振興部 商工観光課 観光振興係 担当：横山、中岡 電話 0824-73-1179 

令和３年７月 14日 

市長定例記者会見資料 

企画振興部 商工観光課 
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