令和３年 11 月 10 日
市長定例記者会見資料
企画振興部企画課

庄原市交流宿泊施設（仮称）（現かんぽの郷庄原）の愛称決定について
市では、日本郵政株式会社が所有する「かんぽの郷庄原」を取得した後、宿泊機能を有した集いの
場として、観光客や市民の交流促進を図る「庄原市交流宿泊施設（仮称）
」の運営をめざし、準備を
進めています。
この施設は、公の施設として「人々がつながり、地域が
つながり、そして未来の庄原市につながる」施設に生まれ
変わることから、多くの方に愛され、親しみを持っていただ
ける愛称を広く募集しました。
この度、厳正な審査の結果、愛称を決定したことから、
本日発表します。
１．愛称募集の概略
（１）応募資格
庄原市内に住所を有する方または市内に通勤・通学している方
（２）募集期間
令和３年 10 月１日（金）から 10 月 22 日（金）まで
（３）応募結果
応募件数 308 件 応募実人数 176 人
２．選考結果について

おうか

さと

愛称「桜花の郷

ラ・フォーレ庄原」

理由：市内には「さくら名所 100 選」である上野公園や、東城三本桜など「桜」の名所が随所に
あり、
「市の花」でもある「桜」を連想する応募を多数頂いたこと、また、この施設を訪れた方々が
も

り

癒される緑豊かな「森林」に囲まれた施設であることなどを踏まえ、誰もが本市の美しい自然や
風景をイメージしていただける愛称であると考え、
「桜花の郷 ラ・フォーレ庄原」と決定しました。

【問い合わせ先】
庄原市 企画振興部 企画課 担当：田部 電話（0824）73-1128
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新型コロナウイルス感染症にかかる追加経済対策について
１．令和３年度臨時交付金の概要
（１）趣旨
緊急事態宣言やまん延防止等重点措置により、経済活動への影響が全国的に生じていることを
踏まえ、その影響を受ける事業者に対し、地域の実情に応じて、きめ細かく支援の取り組みを着
実に実施できるよう、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「臨時交付金」と
いう。
）が市町村を対象として配分されました。
これを活用し、新型コロナウイルス感染症にかかる追加経済対策に取り組みます。
（２）交付対象事業
① 感染拡大の影響を受けている事業者に対する支援
事業者の支援を主たる目的とする事業であって、交付金による支援の効果が当該事業者に
直接的に及ぶ事業
② 事業者又は地方公共団体が実施する感染症対策の強化に関連する事業
直接的な感染症対策を目的とする事業
２．今後の実施事業案
（１）重層的な事業者支援の実施
相次ぐ緊急事態宣言の発出や県の集中対策等により、人流が減少したことで経済活動への影響
が長期化しており、市内においても中小事業者の収益構造の回復が遅れています。
こうした中、国は、売上が 50％以上減少している事業者を対象に「月次支援金」
（中小法人上限
20 万円/月、個人事業者上限 10 万円/月）で、県においては、売上が 30％以上減少している事業
者を「頑張る中小事業者月次支援金」
（支援額は国と同額）で支援してきました。
しかしながら、国・県による支援制度の対象とならない事業者についても長期にわたり減収を
強いられていることから、こうした事業者を対象とした市独自の支援金を支給します。
事業名

対象期間

制度内容

概算事業費

・対象期間に売上減少が、前年または前々年同月
比で 20％以上 30％未満となった事業者（本社
又は営業所、工場、支社、店舗又は事務所等を
中小事業者月次支援金

令和３年５月

有する中小企業者(法人又は個人事業主 )）に

～10 月

対し、国の月次給付金と同様の手法で支援金を
交付
①

中小法人

上限 20 万円／月

②

個人事業者

上限 10 万円／月

35,000
千円

（２）今後の感染拡大への備え
今後、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大の可能性もあるなかで、今夏の第５波の感染
拡大では、市外の保育所や学校施設でのクラスター発生も報告されており、幼児・児童の健康を
積極的に守り、子育て世代の安心感を高めるため、更なる感染予防対策を実施します。
事業名

事業内容

概算事業費

・常時のマスク着用や自発的な感染予防が難しく、ワクチンの接種
ができない幼児等に対する感染防止対策の強化
自動水栓化
保育所・児童クラブ等

保育所：16,730 千円、子育て支援施設：4,340 千円、

感染予防強化対策

幼稚園：1,120 千円、放課後子供教室：1,050 千円

37,560
千円

空気清浄機購入
保育所：11,520 千円、子育て支援施設： 2,080 千円、
放課後子供教室：720 千円

（３）事業費合計
概算事業費

財源

合計

72,560 千円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（事業者支援分）
一般財源

22,382 千円

【問い合わせ先】
庄原市 企画振興部 企画課 担当：田部 電話（0824）73-1128

50,178 千円
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ＪＲ芸備線・木次線利用促進イベント「県境鉄道サミット」
～芸備線・木次線はいつもあなたのそばにある～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、両
線の利活用にかかる取り組み事例等を発表する「県境鉄道サミット」を開催することにより、地域住
民の利用促進に向けた機運を高めます。
また、３市町共通の特産品である「そば」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、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
令和３年 11 月 23 日（火・祝）10 時 15 分～14 時
八鉾自治振興センター（庄原市西城町小鳥原 615-1）
※備後落合駅から会場までシャトルバスを運行
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）県境鉄道サミット（10 時 15 分～11 時 30 分）
３市町の沿線住民組織や自治体などが「鉄道サミット」と称して一堂に会し、団体ごとに利用
促進策や取り組みを発表することで、地域間交流と情報交換を行います。
（２）３市町そば食べ比べイベント（11 時 45 分～14 時）
３市町自慢のそばを食べ比べることができるイベントを行い、イベント全体の盛り上げを図る
とともに、各地域の魅力を発信します。
※「食べ比べセット」
新見市：
「ケンチン蕎麦」
・奥出雲町：「割子そば」
・庄原市：
「かけそば」
※３食セットを 1,000 円で販売し、売り切れ次第終了します。
（３）物販コーナー（12 時～14 時）
３市町地域の特産品を中心に物販を行うとともに、３市町の観光ブースを設置します。
（４）神楽の上演（13 時～14 時）
自治振興センター体育館内において、西城町神楽愛好会による神楽の上演、餅撒きを行います。
※各イベントの開催時刻は変更になる可能性があります。

【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：福本 電話 0824-73-1278

タイムスケジュール[予定]
１．イベントスケジュール
時間
内容等
県境鉄道サミット開会
10：15
サミット発起人（庄原市長）による挨拶
10：20
沿線住民組織等による取り組み発表
３市町そば食べ比べイベント
11：45
開会セレモニー
そば食べ比べ受付スタート
11：50
比婆牛ほか物販スタート
12：45
13：00
（予定）
14：00

備考
八鉾自治振興センター体育館
11：20 まで
開会宣言：庄原市長
14：00 まで
（売り切れ次第終了）

各市町首長あいさつ
神楽上演・餅撒き

14：00 まで

そば食べ比べ・物販終了・閉会

２．備後落合駅 列車等のダイヤ
（１）備後落合到着
時間
内容等
11：21

【三次→備後落合】芸備線臨時便

12：21

【新見→備後落合】芸備線臨時便

12：36

【木次→備後落合】木次線奥出雲おろち号

（２）備後落合到発
時間

備考
広島 7：53 発
三次 9：58 発
庄原 10：35 発
※10 月 23 日～12 月５日までの土休日運行中
新見 10：57 発
※10 月 23 日～12 月５日までの土休日運行中

内容等

12：30

【備後落合→新見】芸備線臨時便

12：57

【備後落合→木次】木次線奥出雲おろち号

備考
新見 13：54 着
※10 月 23 日～12 月５日までの土休日運行中

13：40

【備後落合→三次】芸備線臨時便

庄原 14：30 着
三次 15：20 着
広島 17：16 着
※10 月 23 日～12 月５日までの土休日運行中

14：38

【備後落合→新見】芸備線定期便出発

新見市関係者乗車予定

14：41

【備後落合→木次】木次線定期便出発

奥出雲関係者乗車予定

14：43

【備後落合→三次】芸備線定期便出発

庄原市関係者乗車予定

（３）備後落合⇔八鉾自治振興センターシャトルバス
時間
内容等
11：21～
シャトルバス ピストン輸送開始
15：00

備考
10 分間隔
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「庄原市戦没者追悼式並びに平和祈念式典」実施について
１．趣旨
本市の戦没者に哀悼の意を表すとともに、今日平和を享受できる幸せと、再び戦争の惨禍を繰り
返すことのないよう、恒久平和を祈念するため、戦没者追悼式並びに平和祈念式典を行います。
２．日時・会場
令和３年 11 月 17 日（水）受付９時～ 開式 10 時～（閉式 10 時 30 分予定）
庄原市総合体育館 アリーナ
※当初予定：令和３年８月 27 日（金） 新型コロナウイルス感染症感染拡大により延期
３．主催
庄原市
４．共催
庄原市自治振興区連合会
庄原市社会福祉協議会
庄原市戦没者遺族会
庄原市教育委員会
５．後援
庄原市民生委員児童委員協議会
庄原市老人クラブ連合会
庄原市地域女性団体連絡協議会
庄原青年会議所
庄原市小学校長会
庄原市中学校長会
６．内容
(１)記念式典
①開式の辞
②国歌静聴
③式
辞
④黙
祷
⑤追悼の辞
⑥献
花
⑦閉式の辞
(２)出席者
特別来賓：県議会議員副議長、市議会議長、市老人クラブ連合会会長
市地域女性団体連絡協議会会長、庄原青年会議所理事長
計５人
共 催 者：教育長、市戦没者遺族会会長、市自治振興区連合会会長
市社会福祉協議会会長
計４人
主 催 者：市長、両副市長
計３人
７．その他
市が主催するため、お供えなどは一切受け付けしないこととします。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、関係者のみで規模を縮小して行います
ので、一般の人の参加はご遠慮ください。
また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、延期する場合があります。
【問い合わせ先】
庄原市 生活福祉部

社会福祉課 障害者福祉係 担当：出口

電話 0824-73-1210
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庄原里山うまいもんマルシェの開催について

企画振興部

商工観光課

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、21 店舗が並ぶ「庄原里山
うまいもんマルシェ」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 11 月 21 日（日）10 時～15 時 （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．実施内容
（１）庄原里山うまいもんマルシェ
時

間：10 時～15 時

内

容：ピザ・ハンバーガー・カレー・パン・コーヒーなどの販売

出店者（予定）：
【飲食】
ツートン、モバイルカフェアトレ、NO.NAME!!、Tiki ナビトラベル、スプレモ、
山鯨、みらさか自然工房根っこ、ネコのあし音、17KITCHEN、まなびや Café、
米麦工房めぐみ 21、CAFECLouD、レストラン来里、焼肉マッ・サラン、
㈱和泉光和堂、庄原ジビエ工房
【雑貨・ワークショップ】
usio to toraco、ハートワークカンパニー、ハイ×タッチ
（一社）古民家再生協会広島、re peta
（２）パフォーマンスステージ
時

間：11 時～12 時、13 時～14 時 30 分

出 演 者：坂井 慎一 Japan pop music ☆SIN☆ （シンガーソングライター）
DA FLY CREW （ダンスパフォーマンス）
（３）特別企画 パンダちゃんからの挑戦状（クイズラリー）の実施
内

容：園内を巡って、全てのクイズを解いた方には、プレゼントを贈呈します。

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。さらに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。
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

