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ＪＲ芸備線・木次線３市町連携利用促進イベント 

「ローカル線の未来を考えるシンポジウム」の開催について 
 

１ 目的 

ＪＲ芸備線・木次線（以下、「両線」という。）でつながる新見市・奥出雲町・庄原市が連携し、ロ

ーカル線をテーマとしたシンポジウムを開催することにより、鉄道の広域ネットワークとしての役割

や重要性、沿線地域の魅力を再認識するとともに、両線を活用した地域振興の可能性について考える

機会とします。 

また、沿線自治体や地域住民のさらなる連携を深めるとともに、シンポジウムの内容を広く発信す

ることで、両線の利用促進につながる機運醸成を図ります。 

加えて、３市町共通の特産品である「和牛肉」を活用した、話題性のある連携イベントを実施する

ことで、地域間交流を推進するとともに、両線の知名度向上や市内外からの集客を図り、以って両線

の乗車人員の増加に寄与することを目的とします。 

 

２ 日時・会場 

  日時：令和４年 11月 27日（日） 午前 10時 30分～午後３時 

  会場：ウイル西城（庄原市西城町大佐 741-1） 

  ※シンポジウムは２Ｆウイルホール、和牛肉食べ比べなどのイベントは駐車場にて実施 

 

３ 主催 

  県境鉄道サミット実行委員会 

（実行委員会構成団体／庄原市・奥出雲町・新見市 事務局／庄原市いちばんづくり課） 

 

４ 実施内容 

（１）「ローカル線の未来を考えるシンポジウム」 【10：30～13：00】 

講師に、えちごトキめき鉄道社長の鳥塚 亮 氏をお招きし、「ローカル線の未来を考えるシンポジウム」

と題したテーマで講演をいただく。講演では、ローカル線の価値や重要性、また鉄道が観光などの地域振

興に必要な資源である、といった内容をお話いただき、参加者とともに芸備線・木次線の可能性について

考える機会とする。 

また、講演後、各市町の協議会や利用促進に取り組む住民組織、広島県観光連盟から１名ずつ登壇いた

だき、鉄道を活用した地域活性化をテーマとしたパネルディスカッションを行う。 

※Youtubeによる Web配信を行う 

（２）「和牛肉」食べ比べイベント（和牛サミット） 【12：00～14：00】 

同時開催イベントとして、日本の和牛のルーツである４大蔓牛を生んだ、庄原市・新見市・奥出雲町が

誇るブランド和牛を食べ比べることができるイベントを行い、全体の盛り上げを図るとともに、各地域の

魅力を発信する。 

※「和牛食べ比べセット」（モモ焼き肉）庄原市：「比婆牛」・新見市：「千屋牛」・奥出雲町：「奥出雲和牛」 

※３食１セットを 1,500円で 300セット販売し、売り切れ次第終了 

（３）物販・飲食、観光ブース 【9：00～15：00】 

３市町の特産品や名物料理が味わえる物販・飲食ブースや、３市町の観光ブースを設置する。 

（４）ステージ 【13：00～14：00】 

イベント会場特設ステージにおいて、ブラスバンドやダンスなどの催しを行う。 
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５ イベントスケジュール 

時間 内容等 備考 

10：30 
シンポジウム開会 

開催地（庄原）市長による挨拶 
ウイル西城 ウイルホール 

10：40 
えちごトキめき鉄道代表取締役社長 

鳥塚 亮 氏 による基調講演 
11：40まで 

11：50 パネルディスカッション開始 12：40まで 

12：00 
和牛食べ比べイベント（和牛サミット） 

スタート 

14：00まで 

（売り切れ次第終了） 

12：40 各市町首長あいさつ  

13：00 

（予定） 
ステージ 14：00まで 

14：00 和牛食べ比べ終了  

15：00 物販・飲食ブース終了・イベント終了 物販・飲食ブース 9：00から 

 

６ 臨時便の運行について 

 ①ＪＲ芸備線 

  ＪＲ西日本（株）により、臨時便（各駅停車）が運行されます。 

   ［広島・三次方面］ 

     三次駅   8：23 発 

     備後庄原駅 8：56 発 

     備後西城駅 9：20 着 

   ［新見・東城方面］ 

     新見駅   7：04 発 

     東城駅   7：53 発 

     備後落合駅 8：40 着（予定）⇒乗換・芸備線三次駅行 9：09発（定時便） 

     備後西城駅 9：20 着 

     ※ 臨時便のダイヤに変更があった場合は、ホームページ等でお知らせします 

 

 ②臨時バス 

  シンポジウムの開会時間に間に合う列車の接続がない区間について、臨時バスを運行します。 

［広島・三次方面］ 

     備後庄原駅  9：50 発 

     会場    10：20 着 

※ 庄原ライナー（備後庄原駅 9：45着）に接続した臨時バスです 

 

７ 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 

 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・岡原 電話 0824-73-1278 

 







 

 

 

国道 314号東城バイパス 2工区（1期）開通祝賀式について 

 

１ 趣旨 

  平成 17 年度事業着手の、国道 314 号東城バイパス 2 工区間 1.2 ㎞の内の 1 期事業分 

400ｍが完成するにあたり、開通祝賀式を開催する。 

 

 

２ 日時・会場 

  日時：令和 4年 12月 6日(火) 午前 10時 30分～午前 11時 30分（雨天決行） 

  場所：庄原市東城町川西～東城 （国道 314号東城バイパス 400ｍ区間） 

 

 

３ 主催 

  国道 314号全面改修達成会 

 

 

４ 実施内容 

 (１) 次第 

① 開 式 

   ② 挨拶（会長 木山耕三） 

   ③ 来賓祝辞 

   ④ 来賓紹介  

   ⑤ メッセージ披露 

   ⑥ 工事経過報告 

   ⑦ 感謝状贈呈 

⑧ テープカット  

      ⑨ 広島県警察音楽隊を先頭にパレード（参加者全員） 

   ⑩ 閉 式 

 

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 

 庄原市 環境建設部 建設課 管理係 担当：谷口 電話 0824-73-1150 
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東城支所 

【主催】  国道 314号全面改修達成会（庄原市・雲南市・奥出雲町） 
 

（至庄原） 

（至東城駅） 

延長Ｌ＝４００ｍ 

 

（11 月末完成予定） 

Ｒ314 

（街道東城路） 

（至福山） 

国道 314号東城バイパス 2工区（1期）開通祝賀式 

まちなか駐車場 

Ｐ 

Ｐ 

１２/６（火） １０：３０ 開式 
場所：庄原市東城町東城 （主）庄原東城線交差点（ＧＳ前） 【雨天決行】 
 

警察音楽隊と一緒に 

バイパスを歩こう！ 

 

（至小奴可） 会場 

〇開 式  午前 10時 30～ 

〇テープカット 

〇広島県警察音楽隊を先頭にパレード 

（参加者全員） 

〇閉 会  午前 11：30   

〇供用開始 1２：00～（予定） 
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第 26 回広島県雪合戦大会について 

 

新型コロナ感染症拡大防止のため、第２４,２５回広島県雪合戦大会が中止となり３年ぶりの開催と

なります。今回は参加チーム数を減らし感染防止対策を徹底した上で１日の開催とします。 

 

１ 日時・会場 

  令和５年２月５日（日）午前９時～ 

   庄原市高野スポーツ広場 

 

２ 主催 

  広島県雪合戦大会実行委員会・広島県雪合戦連盟 

（広島県雪合戦大会実行委員会事務局：庄原市高野支所地域振興室産業建設係 電話 0824-86-2113） 

 

３ 共催 

  庄原市・庄原市教育委員会・一般社団法人日本雪合戦連盟 

 

４ 内容 

(１) 雪合戦大会 

●令和５年２月５日（日）開会式：午前９時～ 

 ① 一般の部 

   ② レディースの部（女性のみ） 

③ ジュニアの部（小学生のみ） 

  

５ 大会参加チーム募集 

 第 26回広島県雪合戦大会の出場チームを募集します。 

 

(１) 募集チーム数〔合計 36チーム〕 

① 一般の部：24チーム 

② レディースの部：6チーム 

③ ジュニアの部：6チーム 

 

(２) 募集期間 

令和４年 11月 14日（月）～12月 14日（水） 

   ※受け付けは先着順で、定数になり次第締め切ります。 

 

(３) 参加費 

① 一般の部：１万８千円 

   ② レディースの部：１万８千円 

   ③ ジュニアの部：１万円 

 

(４) 申し込み方法 

  所定の申込用紙に必要事項を記入の上、参加料を添えて事務局へ申し込み 

令和４年 11月７日 
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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。 

 

 

【第２回「雪合戦ひろしま in高野」Instagram フォトコンテスト】 

 

 第２回「雪合戦ひろしま in高野」Instagramフォトコンテストの作品を募集します。 

 

(１) テーマ 

第 26回広島県雪合戦大会会場で撮影された写真が選考対象です。 

 

(２) 作品規定 

お一人様何点でも応募可能 

 

(３) 募集期間 

  令和５年２月５日（日）～２月 12日（日） 

  雪合戦の写真を「＃雪合戦たかの」をつけて Instagramに投稿していただきます。 

 

(４) 入賞作品発表 

受賞者には２月下旬に応募アカウント宛てにダイレクトメッセージを送信 

 

(５) 注意点 

非公開アカウント及び公式アカウントをフォローしていない場合、選考の対象外となりますので

ご注意ください。 

 

 

問い合わせ・申し込み 

 広島県雪合戦大会実行委員会事務局（庄原市高野支所地域振興室産業建設係） 

  〒727-0402 庄原市高野町新市 1171-1 

庄原市役所 高野支所 地域振興室 産業建設係内 

  電話 0824-86-2113 FAX0824-86-2062 

ホームページ(http://yukigassen-hiroshima.com) 

 

 

http://yukigassen-hiroshima.com/





