
 

 

 

 

 

令和４年 10月 25日 

報道関係者各位 

        

庄 原 市 

株 式 会 社 ウ ッ ド ワ ン 

株式会社フォレストワン  

 

庄原市と株式会社ウッドワン及び株式会社フォレストワン 

が立地協定を締結します 

 

庄原市と株式会社ウッドワンは、令和元年 11月の「庄原産材活用のための連携協定」の締結を

契機に協議・検討を重ね、この度、株式会社ウッドワンが 100％出資する子会社の株式会社フォレ

ストワンが庄原市内に新たな工場を建設する運びとなりましたので、庄原市と株式会社ウッドワ

ン及び株式会社フォレストワンによる立地協定締結式を次のとおり行います。 

 

記 

 

１ 立地協定締結式 

（１）日 時 令和４年 11月１日（火） 午前 10時から 

（２）場 所 庄原市役所 ５階 第１委員会室 

（３）出席者 ・庄原市長 木山 耕三 

       ・株式会社ウッドワン 代表取締役社長 中本 祐昌 

       ・庄原材活用研究会員ほか 

（４）内 容 

  ① 開式 

  ② 出席者紹介 

  ③ 協定書署名 

  ④ 記念撮影 

  ⑤ あいさつ 

  ⑥ 一括質疑応答 

  ⑦ 閉式 

 

２ 新工場立地場所  

庄原市新庄町 

 

３ その他 

 立地協定締結式において、一括質疑の時間を設けますので、それ以前での質問、問合わせは 

ご遠慮くださいますようお願いいたします。 

 

 ４ 問い合わせ 

  庄原市 企画振興部 林業振興課 担当：松浦 電話（0824）73-1124 

http://www.city.shobara.hiroshima.jp/index.html


 

 

庄原市電子図書サービス事業について 

 

 

１ 趣旨 

新型コロナウイルス感染拡大により、図書館などの公共施設は昨年度、対面型サービスの縮小を余儀

なくされました。 

庄原市立図書館では、市民の方の読書の機会をなくさないために、令和４年 10 月１日から、サービ

スの充実を図るために電子図書サービスを開始しました。 

電子図書サービスはインターネットを経由して、２４時間いつでもどこでも図書を借りたり返却する

ことができ、あらゆる人が読書を楽しめるよう、音声読み上げ機能や文字拡大機能に対応した図書も購

入しています。 

 

 

２ 事業概要 

(１) サービス開始日  令和４年 10月１日 

(２) 利用可能冊数   2,500冊を計画（10月１日時点では、1,252冊購入） 

(３) コンテンツ内容  絵本、児童書、小説、実用書など 

(４) 利用できる方   庄原市民、又は、庄原市に通勤・通学している方 

(５) 申し込み    「庄原市立図書館利用者カード」をお持ちでない方は、本館または分館で申

し込みが必要 

(６) 貸出冊数     １人３冊まで 

(７) 貸出期間     14日間 

(８) 貸出延長期間   14日間（予約が入っていない場合に限ります） 

(９) 予約冊数     １人３冊まで 

（10） 予約取置期間   ７日間（期間が過ぎた場合は、自動的に予約が解除されます） 

（11） 通信費      自己負担 

 

 

３ 利用向上の取り組み 

 ・市内小学校・中学校の全児童生徒へ、学校及び自宅で電子図書が利用できるよう、ＩＤ・パスワー

ドを付与 

 ・市民ニーズを把握しながら、今後計画的に図書を購入 

 

 

問い合わせ 

庄原市 教育部 生涯学習課 田園文化センター係 担当：瀬尾 電話 0824-72-1159 

令和４年 10月 25日 

市長定例記者会見資料 

教育部 生涯学習課 



東城まちなみぶらり散歩ギャラリーの開催について 

 

１ 目的 

城下町の風情が残る東城の町並みを活用し、観光客が訪れたくなるまちづくりを進め、交流によるに

ぎわいを創出するとともに、住民主体のまちづくりを目指します。 

 

２ 日時・会場 

令和４年 11月２日（水）～６日（日） 10時～16時 

街道東城路（平成 21年国土交通省 夢街道ルネサンス認定地区） 

（東城市街地 上町～本町～新町～新丁 延長約 600メートル） 

 

３ 主催 

東城まちなみ保存振興会 

 

４ イベント内容 

 

(１) まちなみギャラリー 

商店・民家・・・街道沿いの家々のお宝や絵画、手作り作品を展示します。 

お茶屋・・・お茶、ぜんざいなどのおもてなしをします。 

 

(２) イベント（セレモニー、ステージイベント） 

令和４年 11月５日（土） 10時～ 

東城まちなか交流施設えびす えびすステージ（雨天時：北村醸造場） 

① 東城保育所わんぱくお通り隊 

② 東城高校中学校吹奏楽部 

③ young god、vasuki 

④ 田中龍志 

 

(３) 三楽荘 特別展示 

① 工房 孝鉄「鉄アート」展 

    鉄を使って細工された燭台と和ろうそくの饗宴 

② 「生け花」展 

    三楽荘に色鮮やかな生け花を展示 

 

(４) 東城高校からくり文字まちなみ展示 

東城高校の生徒が東城の魅力や東城に関係する言葉（キーワード）を調査し、からくり文字を作

成し、街道東城路沿いの店舗等へ展示する 

 

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の感染拡大防止のため、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を行うなど、感染防止に関する注意喚起を行います。 

 

問い合わせ先 

 東城まちなか交流施設えびす 電話 08477-3-0788 

令和４年 10月 25日 

市長定例記者会見資料 

東城支所 産業建設室 







 

 

お通りの開催について 

 

１ 目的 

江戸時代の文献に残る東城の伝統的文化行事を継承し、地域住民のお通りに関する歴史的背景などの

知識、理解を深めるとともに、地域住民相互の信頼感、連帯感を醸成します。 

また、観光客の呼び込みにより交流人口の拡大を図り、地域活性化を推進します。 

 

 

２ 日時・会場 

令和４年 11月３日（木・祝） 12時～16時ごろ 

【メイン会場】東城小学校グラウンド（小雨決行） 

【お通り行列】東城小学校～ＪＲ東城駅～三楽荘前～東城交番～城山橋～東城小学校 

 

 

３ 主催 

お通り保存振興会 

 

 

４ イベント内容 

大名・武者・母衣
ほ ろ

・華童子
はなわらべ

からなる行列を組み、市街地を練り歩きます。 

 

 

５ その他 

●「お通り」とは 

西暦 1601年（慶長６年）に広島藩主福島正則の家老として、東城五品嶽
ごほんがだけ

城主となった長尾隼人正
はやとのかみ

一勝が、関ヶ原の戦いの勝利を祝った武者行列が起源とされ、中でも戦国時代の武具に華やかに装

飾を施した「母衣」は、東城に伝わる貴重な文化財ともいえます。 

 

６ 新型コロナウイルス感染防止対策 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、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を行うなど、感染防止に関する注意喚起を行います。 

 

 

 

問い合わせ先 

 お通り保存振興会（東城町商工会内） 電話 08477-2-0525 

令和４年 10月 25日 

市長定例記者会見資料 

東城支所 産業建設室 





東城たてものがたりの開催について 

 

１ 目的 

城下町の風情が残る東城の町並みや歴史的建造物を活用し、魅力ある「まち」を創り、「ひと」を育

てるまちづくりを進め、「街道東城路」のにぎわいを創出するとともに、住民主体のまちづくりを目指

します。 

 

 

２ 日時・会場 

令和４年 11月３日（木・祝） 10時～17時 

街道東城路、ヤマモトロックマシン旧自治寮 

 

 

３ 共催 

東新会・東城路まちなみ協議会 

 

 

４ イベント内容 

 

(１)まち・建物ウォーク＆♪まちかどコンサート（少雨決行） 

  街道東城路散策、ヤマモトロックマシン建物群特別公開など 

 

(２) 交流コンサート 

ヤマモトロックマシン旧自治寮多目的ホール 

① AKT36-KAZU＆MAI- 

② ノスタルジックアコースティックライブ～庄原一心アコナイ東城～ 

 

(３) その他 

  ヤマモトロックマシン旧自治寮 

① 木製行灯づくり 

② べニヤアートワークショップ 

 ③ 二科展関係者アート展 など 

 

 

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の感染拡大防止のため、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を行うなど、感染防止に関する注意喚起を行います。 

 

 

問い合わせ先 

 東城路まちなみ協議会事務局（庄原市役所東城支所産業建設室内） 電話 08477-2-5141 

令和４年 10月 25日 

市長定例記者会見資料 

東城支所 産業建設室 


