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ローカル線で行こう！  

『広島の最奥にダイブして魅力を掘り起こす「ローカルダイブ」モニターツアー』 

 

 

庄原市芸備線・木次線利用促進協議会事業 

「ローカルダイブトレイン」モニターツアーの実施について 

 

１ 目的 

旅行者が自ら地域に飛び込み、「地域体験」をする旅（ローカルダイブ）に注目が集まりつつある

ことから、「ローカル志向を持つ人」を本市に呼び込むため、新たな観光プロダクトの開発に向けた

モニターツアーの実施、検証を行います。 

また、多くの観光客を呼び込むとともに、芸備線・木次線の利用拡大を目指していくため、鉄道利

用の強みや改善点、利活用アイデアを抽出し、今後の利用促進策に活かすことを目的とします。 

 

２ モニターツアー概要 

往路復路で芸備線・木次線を活用し、また地域においては、参加者が沿線住民との交流を体験し、

庄原ならではの景観や文化に出逢える内容のツアーを実施します。 

■モニターツアー名 

 

 

 

① 開催日 

令和４年８月 20日（土） 

② 旅 程 

往路：広島駅発 7:34 ＝ 備後庄原駅着 ＝ 9:50 

＝備後西城駅着 10:15 ＝ 備後落合駅着 10：35（臨時貸切） 

復路：備後庄原駅発 16:00 ＝ 三次駅着 16:30（臨時貸切） 

三次駅発（通常列車 1869D） 16:39 ＝ 広島駅着 18:34    

※臨時貸切列車の時刻は予定です 

・往きの車内では、広島～三次間では折々にクイズ等のイベントを実施し、三次以降の区間では

沿線の解説と車窓観察を行う予定です。 

・帰りの車内では、備後庄原～三次間において、車窓観察を交えた振り返りを行います。 

・帰りは木次線・芸備線の定期列車も一部利用します。 

③ コース 

小人数のグループでコースに分かれて地域体験をしていただきます。 

また、コース毎にテーマ性のある５プラン【別紙】を用意しています。なお、二次交通は、コー

スに合わせてタクシー、Eバイク、マイクロバス等も利用します。 

④ 対象者 

将来的には、インバウンドへの展開を見据えていますが、海外からの旅行者が十分に戻らない時

期であるため、外国人に限定はせず、「ローカル志向を持つ人」を対象として募集します。 

また、日本人の他にも、日本に居住している外国人も含めてアプローチ方法を検討しています。 
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【対象へのアプローチ方法】 

・ＨＩＴ観光大使に対する呼びかけ 

・ＳＮＳ等による一般募集（広告も検討） 

・ふるさと回帰支援センター関連や県人会等、都市在住で地方に関心がある人への呼びかけ 

⑤ 募集定員 

40名程度（１コースにつき先着８人） 

⑥ 参加費（交通費・体験料込み） 

コースを問わず一律とします。 

大人：2,000円 子ども（小学生）：1,000円 ※未就学児は参加不可 

 

３ モニターツアーの検証 

本市において、どのようなローカル体験を提供でき、どのようなローカル体験が「ローカル志向を

持つ人」のニーズに応えることができるか、検証を行います。 

なお、「ローカル志向を持つ人」が好むものは、日本人と外国人で重なる部分も多いと仮説し、年

代や家族構成・居住地（国）等は想定せず、どのような層にどういった提案が響くかを検証します。 

また、検証方法については、プロダクト毎に担当者が帯同し様子を伺うほか、終了後に個別ヒアリ

ング等を行うなどの手法を用い、しっかりと掘り下げて話を伺うこととします。 

 

４ 申し込み 

本モニターツアーは、庄原市芸備線・木次線利用促進協議会が主催・企画し、株式会社日本旅行広

島支店が販売を行います。 

 ※販売日および販売形態は現在調整中 

 

 

問い合わせ先 

 庄原市 企画振興部 いちばんづくり課 いちばんづくり係 

担当：世良・今村 電話（0824）73-1278 
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コース１ 西城町油木 

タイトル 「広島最北の地へ！乗り鉄×飲み鉄×BBQコース」 

概 要 乗り鉄を満喫しつつ、広島県最北の駅「油木駅」近くでどぶろくを作っている高

原酒造を訪ね、どぶろくと比婆牛＆採りたて野菜の BBQを楽しむコース。 

トウモロコシのもぎ取り体験もあり、BBQは子どもでも楽しめるので、親子乗り

鉄の参加もおすすめ。 

行 程 10：40 備後落合駅着 10:40 ＝移動（タクシー等） 

11：00 高原酒造（油木駅前）着 

・酒造見学、農地散策、トウモロコシもぎ取り 

・比婆牛、ジビエ、地元野菜のＢＢＱ 

・お土産用どぶろくのボトリング 

14：19 油木駅発（普通列車 1449D）＝ 14:33 備後落合駅着 

14：43 備後落合駅発（普通列車 359D） 

15：31 備後庄原駅着 

 

コース２ 西城町熊野 

タイトル 「神話を体感！熊野神社参拝＆熊野地域の心に触れようコース」 

概 要 古事記でイザナミノミコトの陵墓とされる比婆山。比婆山の遥拝所である熊野

神社や、熊野地域にある神話に関連したスポット等を巡り、自然と信仰に根差し

た熊野地域の日常を感じ、そこで暮らす人の心に触れるコース。 

行 程 10：20 備後西城駅着 ＝移動（タクシー等） 

10：50 熊野神社着 

・熊野神社参拝 

・昼食（イザナミ茶屋） 

・竜王山頂から比婆連峰を展望 

・熊野地域巡り（力石、大トチ、ゴギ養殖場、田んぼ等） 

15：00 熊野神社発 ＝移動（タクシー等） 

15：40 備後庄原駅着 

 

コース３ 西城町八鳥 

タイトル 「採りたて夏野菜で田舎料理＆田んぼ探検コース」 

概 要 農家ならではの料理をいただき、夏の田舎の食文化に触れるコース。 

田んぼを散策し、日々の農作業、地域の歴史・文化などを教えてもらいながら、

田んぼの周りに張り巡らされた水路を探索し、最後は、たたら製鉄の遺産「か

なくそ」を拾ってお土産にする。 

行 程 10：20 備後西城駅着 ＝移動（Eバイク等） 

10：40 八鳥地区着 

・畑見学、プチ料理体験、昼食 

・水路探検、お茶タイム 

15：10 八鳥地区発 ＝移動（タクシー等） 

15：40 備後庄原駅着 

【別 紙】 
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コース４ 東城町帝釈 

タイトル 「大地のロマンは億年アート！帝釈峡でジオツーリズムコース」 

概 要 有名な観光スポットだけでなく、渓谷を展望できるスポットへの訪問や、博物

館への訪問、ガイド付き散策等により、帝釈峡の壮大な魅力に触れるコース。 

昼食には、帝釈峡遺跡群に因んだ縄文食材（猪肉等）や季節感のある地元食材

を使った食事と帝釈の水を使った日本酒をいただく。 

行 程 10：00 備後庄原駅着 ＝移動（タクシー等） 

10：50 花面公園着  

・渓谷を上から展望（帝釈峡ガイドのレクチャー付き） 

11：45 時悠館着 

・展示見学と学芸員によるレクチャー 

12：20 昼食 

13：45 上帝釈散策（白雲洞、鬼の唐門、雄橋等をガイド） 

15：05 帝釈峡発 

15：40 備後庄原駅着 

 

コース５ 比和町三河内 

タイトル 「棚田遺産選定！「三河内棚田テラス」で日常を忘れるコース」 

概 要 「つなぐ棚田遺産」に選定された「比和三河内の棚田」を一望できる棚田テラス

で景色に感動！あわせて、棚田を散策しながら歴史や地域を守る思い、日々の農

作業の話を聴いて、更に感動した後は、あけぼの荘の温泉でリラックスして帰路

に着くコース。 

行 程 10：00 備後庄原駅着 ＝移動（タクシー等） 

10：30 三河内地区着 

・棚田テラスでお茶 

・昼食 

・棚田散策＆レクチャー 

14：10 あけぼの荘着 

・温泉入浴 

15：10 あけぼの荘発 

15：40 備後庄原駅着 

 

【別 紙】 
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「ＪＲ芸備線・木次線応援商品開発支援事業」による商品開発について 

 

１ 目的 

ＪＲ芸備線・木次線のＰＲを図るとともに、ふるさと応援寄付金による市外からの応援を募るため、

芸備線・木次線応援商品の開発を進め、寄付金をＪＲ利用促進策に活用することで、乗客増加に向け

た取り組みを進めることを目的としています。 

 

２ 支援事業の概要 

 多くの人が手に取ってみたくなる商品、芸備線・木次線が走る庄原市の魅力が伝わるような商品の

開発に向け、商品開発を手掛ける専門業者（株式会社ソアラサービス／広島市）に業務委託を行い、

コンセプトやデザイン、パッケージングについての助言などを行いました。 

また、市内事業者によるＪＲ芸備線・木次線応援商品開発を推進するため、事業者に対し補助金を

交付し、商品開発や販売支援を行いました。 

 

３ 開発商品の概要 

令和３年度においては、市内３事業者が次の商品（返礼品）を開発しました。 

 

 返礼品名（販売者） 内容 

１ 芸備線応援特別記念酒 

（庄原酒販有限会社） 

庄原市内の４つの酒蔵が、芸備線・木次線を走っ

た国鉄時代の急行をあしらった特別ラベルの日本酒

（全４種）を開発。 

ラベルはそれぞれ春夏秋冬をイメージしているほ

か、化粧箱も特製の芸備線デザインとなっています。  

・花酔 純米吟醸（急行ちどりラベル・春） 

・比婆美人 純米吟醸（急行ひばラベル・夏） 

・菊文明 純米吟醸（急行たいしゃくラベル・秋） 

・超群 純米吟醸（急行やまのゆラベル・冬） 

 

■寄付額 各１０，０００円 

２ 「激辛路線」唐辛子３本編成 

（吉岡香辛料研究所） 

芸備線沿線の東城エリアの畑で育てられた唐辛子

をペン型のケースに入れた商品。 

品種やブレンドを変えた３つの味わい（辛味）が

楽しめます。 

 

■寄付額 １５，０００円 
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３ かき餅揚げ 芸備線応援ボックス 

（株式会社イザナミ茶屋） 

比婆山麓にある熊野神社前のお店で作る「かき餅

揚げ」は一度食べたらやみつきの味。 

定番の「プレーン味」に加え、ふるさと納税返礼品

限定の「のり味」を、芸備線デザインの応援ボックス

に入れてお届けします。 

 

■寄付額 ５，０００円 

 

４ 取り扱い・申し込み 

 応援商品は、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」「ふるさとチョイス」「楽天ふるさと納税」

からお申し込みできます。 

 

【ポータルサイトＱＲコード】 

   

 

 

問い合わせ先 

 庄原市 企画振興部 いちばんづくり課 いちばんづくり係 

担当：世良・今村 電話（0824）73-1278 

 

さとふる ふるさとチョイス 楽天ふるさと納税 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芸備線・木次線応援商品 
はじめました！！ 

○庄原市へのふるさと応援寄附金（ふるさと納税）のお礼の
品として取り扱っています。  

○使途を指定いただいた場合は、ご寄付を「芸備線・木次線
利用促進事業」の財源として活用します。 

芸備線応援 
特別記念酒 
（特製化粧箱入） 
全４種類 
 
庄原酒販有限会社 

『激辛路線』唐辛子３本編成 
（携帯ケース入り唐辛子 
３種セット）  
吉岡香辛料研究所 

かき餅揚げ（芸備線応援ボックス） 
（かき餅揚げ３袋セット） 
※プレーン×２袋、のり味×１袋 

 
株式会社イザナミ茶屋 

庄原市ふるさと応援寄附金 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庄原市へのふるさと納税のお問い合わせ、資料・申込書等の請求は・・・ 

庄原市企画振興部いちばんづくり課 〒727-8501 広島県庄原市中本町一丁目 10 番１号 

ＴＥＬ:０８２４-７３-１２７８ ＦＡＸ:０８２４-７２-３３２２ 

E-mail: ichiban@city.shobara.lg.jp 

庄原市への応援をよろしくお願いいたします！ 

さとふる ふるさと 
チョイス 

楽天 
ふるさと納税 

ふるさと納税サイトから 
直接お申込みができます 

（市への連絡不要） 

芸備線応援特別記念酒 

花酔 純米吟醸 

寄付額：10,000 円  
春をイメージしたラベルに、かつ
て芸備線・木次線を走った「急
行ちどり」を描きこみました。 
フルーティで色々な食事に合わ
せられるお酒です。 

芸備線応援特別記念酒 

比婆美人 純米吟醸 

寄付額：10,000 円  
夏をイメージしたラベルに、かつ
て芸備線を走った「急行ひば」
を描きこみました。 
香り豊かで爽やかな風味のお
酒です。 

芸備線応援特別記念酒 

菊文明 純米吟醸 

寄付額：10,000 円  
秋をイメージしたラベルに、かつ
て芸備線を走った「急行たいし
ゃく」を描きこみました。 
柔らかな香りとふくらみのある
味わいをお楽しみください。 

芸備線応援特別記念酒 

超群 純米吟醸 

寄付額：10,000 円  
冬をイメージしたラベルに、かつ
て芸備線を走った「急行やまの
ゆ」を描きこみました。 
米の味わいと、香り、酸味のバラ
ンスに優れたお酒です。 

芸備線応援特別記念酒  ※それぞれ数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください 

市内の全酒蔵（４軒）から、それぞれ国鉄時代の急行をあしらった特別ラベルのお酒をお届けします！ 

『激
げき

辛
つら

路線』 唐辛子３本編成 

日本屈指の閑散区間（げき
つら路線）である、芸備線の
東城エリア。沿線の畑で育て
た唐辛子を、ペン型のケース
に入れてお届けします。品種
やブレンドを変えた３つの味
わいをお楽しみください。 

かき餅揚げ 芸備線応援ボックス 

比婆山麓、熊野神社の前
で作る、一度食べたらや
みつきの「かき餅揚げ」
を、芸備線デザインの箱
に詰めました。ふるさと納
税限定の新開発「のり
味」と特製「比婆山駅沿
線マップが入っています。 

寄付額 

1５,000 円 

寄付額５,000 円 

取扱注意の超激辛製品を含
むので予めご了承ください 



 

ナイトシアターの開催について 

 

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、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 

  日時：令和４年８月 13日（土）・14日（日）両日 16時～20時 45分（雨天中止） 

  会場：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) ナイトシアター 

上映作品：「ピーターラビット」 ８月 13日（土）上映時間／19時～20時 45分 

「マダガスカル３」  ８月 14日（日）上映時間／19時～20時 45分 

鑑 賞 料：500円／人（小学生以下無料） 

募集人数：各 500人（各 100組程度） ※要予約 

予約受付期間：７月 15日（金）～８月５日（金） 

予約方法：下記のいずれかの方法で事務局へ申し込む（先着順） 

・電話（0824）73-1179（月曜～金曜 祝日を除く 午前 8時 30分～午後 5時 15分） 

・メール kankou@city.shobara.lg.jp 

・FAX（0824）72-3322 

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、区画を分けて密にならない状況を作り

ます。 

 

５ 新型コロナウイルス感染防止対策 

新型コロナウイルス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 
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