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はじめに

■趣旨・目的

東広島市では、東広島市の地域資源を活かしたビジネス展開をテーマに、首都圏や市外に
暮らす方を対象に、本市のローカルジョブと暮らし発見をテーマに『東広島ローカルジョ
ブ・カレッジ』を開講します。
本講座は、東京・広島で行う「セミナー」および「１泊２日の東広島・地域発見ツアー」

により構成するプログラムです。
本資料では、 「１泊２日の東広島・地域発見ツアー」についてご説明します。

■テーマは、東広島の暮らしとしごとの可能性発見、です。

①ローカルジョブの「魅力」をみつける

東広島市は、瀬戸内の美しい海と里山の風景が広がる、自然環境に恵まれた地域です。ま

た、広島大学をはじめ国の研究機関等が多数立地する国際学術研究都市としても発展してい

ます。

市内には、こうした多様なリソース、地域資源を活かした個性的な事業が多数展開されて

います。講座では、地域資源を活かしてローカルベンチャーに取り組むキーパーソンと交流

することで、みなさんにとっての東広島のローカルジョブの魅力を見つけていただけるコン

テンツを提供します。

②地域の暮らしとしごとの可能性を発見する旅へ

東広島の地域発見ツアーでは、移住＊起業に取り組んでいる方が増えている、東広島市豊

栄（とよさか）地域を中心に訪ねます。そして、実際に地域の資源を活かし、ビジネスを進

めている、キーパーソンを訪ね、ローカルでしごとをつくること、地域で暮らすこと、のリ

アルに触れていただきます。

あなたも、東広島・地域発見ツアーに参加して、自分らしい働き方、暮らし方について考

えてみませんか？

■対象者および参加条件等

◎首都圏または東広島市以外にお住まいで、将来にわたって東広島への移住や創業に関心の

ある、18才以上の大学生、社会人の方。

◎お子様連れのご家族での参加も可能です。行程参加はご家族ご一緒にお願いします。

■募集人数

２０名程度 ※全体定員

（応募は前後半2回に分けて実施します。詳しくは8ページをご参照下さい。）

■申し込み締切

第一次募集：平成３０年 ９月１４日（金)～平成３０年１０月１３日（土）１８:００まで

第二次募集：平成３０年１０月１４日（日)～平成３０年１０月２９日（月）１８:００まで
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１ 東広島市の紹介

（１） 訪ねる地域 広島県東広島市 豊栄町

2

東広島市は、広島県の中央に位置し、北は標高４００ｍの山々、南は瀬戸内海に面した豊
かな自然景観に恵まれた都市です。
市中心部からＪＲ広島駅まで電車で約３８分、広島空港にも近接し、交通利便性が良く、

また、全国学力・学習状況調査では、全国平均を全ての教科で上回るなど教育力の高さも相
まって、子育て世代の移住が増えています。
今回の「東広島地域発見ツアー」で訪れる「豊栄町」は、東広島市の北部に位置し、瀬戸

内海、日本海にそそぐ源流がある山陰・山陽の分水嶺にあたり、特別天然記念物であるオオ
サンショウウオが生息する自然豊かな地域です。
広島県の中央に位置することから、“へそ”にちなんだイベントや名物などでまちづくりに取

り組んでいます。
宿泊先となるアンティーク家具販売やグランピング事業を営む「リ・カムアクロス」、古

民家を改修したレストラン「豊栄くらす」など、こだわりのあるお店が増えつつあるほか、
農業、酪農などと協同した事業展開など、新たな動きが見え始めているポテンシャルの高い
まちです。

リ・カムアクロス 豊栄くらす

どまんなか豊栄へそまつり トムミルクファーム
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（２）東広島市の位置

⚫ 東京からの主要アクセス

◇都内からの最寄り駅：JR東広島駅（山陽新幹線）約4時間20分

＊本ツアーでは新幹線「のぞみ」停車駅のJR広島駅を集合ポイント①としています。

（詳細はP９参照）

◇市中心部の最寄り駅：JR西条駅（山陽本線）

◇空港：広島空港ーJR西条駅間 連絡バス約25分

＊本ツアーではJR西条駅を集合ポイント②としています。（詳細はP９参照）
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（１） 行程 実施日程：11月10日(土)～ 11日(日)

＜１日目：11月10日（土）＞

行程 プログラム 内容

11:00 JR広島駅集合 バス乗車・移動 ◎集合ポイント①：JR広島駅
◎集合ポイント②：JR西条駅
＊集合後バスにご乗車。
◎現地展開
【現地訪問ポイント】
①企業の地域貢献活動現場訪問
②移住し、遊休農地を活用した起業を
準備している方を訪問

③活用可能性のある資源現場を訪問

12:00 JR西条駅集合

13:00
～
14:30

＊レストラン「豊栄くらす」
・ランチ
・行程案内＋参加者自己紹介
・「豊栄くらす」活動レクチャー

14:30
～
15:00

＊活用可能性のある古民家（空家）見学①

15:15
～
16:15

＊豊栄地域内「兼平さん」訪問
（広大なリンゴ園を活用して起業準備中）

16:40 入浴（保健センター）※17：00にOPEN

18:00
～
22:00

＊野外バーベキュー・ワークショップ
本格的なBBQ機材を使ったグランピングスタイ
ルの夕食交流会。準備・片付けも一緒に行いま
す。地元のローカルビジネス経営者や住民のみ
なさんとともにBBQ交流会

21:30 片付け～宿泊先に移動
宿泊先(予定)／ 東広島市豊栄町内( リ・カ
ムアクロスグランピング、廣島書店)、
東広島市内（ホテル）

２ ツアー内容の紹介

1日目 出会うひとと場所

⚫ レストラン「豊栄くらす」（訪問）
⚫ 企業が主体となり、かつて商店街の賑わいの中心だった築80年の古民家「栄屋百貨店」跡をリノベ―

ションした地産地消と豊栄の暮らしでおもてなしするレストラン。新たなまちづくりの発信拠点として注目
されています。

 兼平慶さん（訪問）

市内に移住し、かつてりんご園だった広大なけやきの森と民家を確保。地域資源を活かしたローカルビジ
ネスの起業を準備中。今回の訪問では、起業をめざして準備を進める方にお会いし、ローカル起業のリア
ルをお話いただきます。

 移住・起業に取り組んでいる市内のみなさん （交流会参加調整中）
⚫ GUILD LEATHER WORKS ：古民家をリノベーションした店舗（画像上）で革製品デザイン製造販売の
ほか、ワークショップなども開催しています。

⚫ 天然素材・スドウ雑貨店 ：福富町へ移住した若い夫婦が営む雑貨店です（画像下）。店舗は店主夫妻
の手作りで、建物にも商品にもできる限り自然素材を使用。商品は、油絵作家とレザー作家である夫
妻の作品を中心とした一点もの。ここでしか手に入らないものにこだわったセレクトも魅力です。

※訪問先の都合により変更になる場合があります。



５

＜２日目：11月11日（日）＞

行程 プログラム 内容

8:00
朝食：パン屋「リューラルブーランジェ」の
焼きたてパン。リ・カムアクロスにて食事。

◎現地展開
【現地訪問の狙い】
①起業家との意見交換
②地域にとっては悩み事である空家も
ローカルビジネスの重要な資源、宝
物。実際にその現場を訪ね、中岡さ
んの資源活用の見方に学びながら、
事業可能性を体感していただきます。

③振り返りワークでは、2日間で感じ
た移住や起業現場への感想、「自分
だったらどう考えるか」などを話し
合ってみます。話し合いはグループ
に分かれて実施し、共有します。

9:00
～
10:00

＊リ・カムアクロス
・中岡さんの施設案内＋活動レクチャー
「アンティークショップ」「廣島書店」

10:00
～
10:45

＊活用可能性のある古民家（空家）見学
（市地域おこし協力隊員の活動案件）

10:45
～
11:45

＊起業家等 訪問先調整中

12:00
＊「トム・ミルクファーム」／ランチ
6次産業化に取り組む牧場内のレストラン

13:00
＊トム・ミルクファームレストラン２F
・振り返りワーク

14:00 バスで出発

14:30 降車 JR西条駅 ◎広島空港、山陽本線ご利用の方降車地

16:00 降車 JR広島駅 ◎山陽新幹線ご利用の方降車地

※荒天等の場合は、日程を変更・延期または中止とする場合があります。

２日目 出会うひとと場所

 中岡政文さん＋リ・カムアクロス、廣島書店
市内にUターンし、ヨーロッパのアンティーク家具の輸入販売のほか、ブライダルやメディア撮
影シーンでの家具レンタル・アレンジメント、グランピング事業、広島関連本を扱う泊まれる本
屋「廣島書店」を開業。

 トムミルクファーム （訪問）
牛も人もストレスを感じることのない、フリーバーン方式の牛舎を建設するなど、はやくから持
続可能な酪農に取り組んできました。酪農教育ファーム認証取得、スタッフ5名が食育ソムリエ
資格を取得するなど、酪農体験学習も積極的に展開。自社製造のジェラードや食事を楽しめる
「まきばカフェ」も開設。

※訪問先の都合により変更になる場合があります。

 山田芳雅さん 地域おこし協力隊員＋空き家古民家 （訪問）
東広島でファーマーズマーケットや地域の田舎体験会を行う会社を設立し、地域の「ひと」「も
の」の循環を促す活動をしている。また、豊栄町の協力隊として、空き家を活用しながら、地域
の人と「衣」の六次産業化に取り組んでいる。



◆リ・カムアクロス／廣島書店の紹介◆

市内豊栄にUターンした中岡さんが創業した同社は、ヨーロッパのアンティーク家具の輸入販売
事業を中心に、ブライダルやメディア撮影シーンでの家具レンタル・アレンジメント事業、グラ
ンピング・サービス事業を展開しています。

また、今秋には、広島の魅力を日本・世界中へもっと伝えたい。そして、県内の方にも改めて
広島の魅力を感じて頂きたい！そんな想いから、広島に関連した本（新書・古本・古い印刷物）
だけを扱う書店『廣島書店』を開業予定。空き家を改装し、アンティーク家具で空間を演出した
ゲストハウス事業も展開予定。

築80年のクラシックな雰囲気に溢れた元診療所の建物を活用した、フォトジェニックな場づく
りと個性際立つコンテンツで、市内外の若者たちの注目を集めています。

６

東広島は、都市の賑わいと田舎らしさの両方を楽しめ
る、暮らしやすいまちです。

市内にはこのまちに移住して新しいしごとをはじめるひ
とも多く、ゆるやかなコミュニティも育ちつつあります。み
なさん自分らしさを大切に、ローカルビジネスを展開して
います。

私たちが、こうした展開ができるのも、このまちにしごと
をつくる資源＝宝がたくさんあるからです。自然の恵み
はもちろん、古民家の空き家、遊休農地、暮らしのなか
で大切にされてきた生活用具、家具・・・。

ローカルで働くこと、しごとをつくり暮らすこと、に関心を
お持ちのみなさん、東広島でお待ちしてます！

（２）旅の案内人：中岡政文さんからのメッセージ



（３）ご参加までのスケジュール

東京都内開催 セミナー＆交流会
（＠リトルトーキョー）

９月１３日(木)

地域発見ツアー 第一次募集開始９月１４日（金)

地域発見ツアー 第一次募集締切１０月１３日（土）

地域発見ツアー 第一次募集分
「参加確定通知」メール発信

１０月１５日（土）

７

広島市内開催 セミナー＆交流会
（＠CAMPS）

１０月１４日（日）

地域発見ツアー 第二次募集締切１０月２９日（月）

地域発見ツアー 第二次募集分
「参加確定通知」メール発信

１０月３１日（水）

地域発見ツアー実施
（＠東広島市内）

１１月１０～１１日(土・日)

地域発見ツアー 第二次募集開始



３ 応募について

１）応募方法

募集要項をご確認の上、下記サイトの「応募フォーム」より必要事項をご記入のうえご応

募ください。

◎受講応募フォーム掲載ＷＥＢページ
URL：http://www.csri.jp/ljc
＊同ページで募集要項、チラシをダウンロードいただけます。

◎最新情報は、下記のサイトをご覧ください。

facebookページ https://goo.gl/N1NrUD

２）応募受付期間

第一次募集：平成３０年 ９月１４日（金)～平成３０年１０月１３日（土）１８:００まで

第二次募集：平成３０年１０月１４日（日)～平成３０年１０月２９日（月）１８:００まで

３）参加ご通知

東広島市において、応募内容を確認の上、参加者の方には事務局から「参加確定通知」

メールをお送りします。通知日はP7をご参照ください。

４）参加費（お一人さまあたり）

１万円

＊上記金額には宿泊費（１泊分）、１日目夕食交流会参加費、２日目朝食代を含みます。

＊ホテル利用ご希望の場合で、差額が発生する場合は、差額実費分を参加費とは別にお支払

いただくことがありますので、ご了承下さい。

＊１日目、２日目の昼食、1日目夕食時の飲物代金は、別途ご自身でのお支払いとなります。

５）参加費お振込み先／キャンセルについて

お振込み先は「参加確定通知メール」に記載します。１１月８日（木）までのお振込みを

お願いします。

＊キャンセルはツアー実施日の1週間前から３０％～１００％のキャンセル料が発生します。

詳しくは、「参加確定通知」メールに記載いたしますので、ご一読をお願いします。

６）旅行保険

参加者は旅行保険に加入いただきます。加入費用は主催者において負担致します。

８

（１）応募方法等

http://www.csri.jp/ljc
https://goo.gl/N1NrUD
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＜事業主体＞
広島県東広島市 政策企画部 広報戦略課（広島県東広島市西条栄町8－29）
＜運営事務局＞
株式会社シーズ総合政策研究所 東京オフィス：ローカルプロジェクト事業部
（担当：谷口、藤原）
〒151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-21-15 松濤第一ビル1階 株式会社益田工房内
email：ljc@csri.jp WEB：http://www.csri.jp/ljc

１）東京都内等ー現地間の交通費負担
出発地点から下記集合・解散地点までの交通費は、ご自身でのご負担となります。

２）集合・解散地点
①山陽新幹線 広島駅 ②山陽本線 西条駅（広島空港リムジンバス発着地）

３）主なアクセス／交通費／移動時間等の目安

⚫ 上記の料金はあくまで目安ですので、必ず各交通機関WEBサイトなどでご確認をお願いします。

⚫ 宿泊先は、東広島市豊栄町内（リ・カムアクロスグランピング、廣島書店）、東広島市内（ホテル）の

いずれかご希望の施設をお選び下さい。ご希望の状況により、宿泊先を調整させていただく場合が
ございます。その場合は、個別にご相談させていただきます。

⚫ なお、「リ・カムアクロスグランピング」、「廣島書店」でのトイレ、シャワー、洗面設備は共同利用とな
ります。

⚫ 現地ツアーには、広島市など他地域からの参加者もご一緒となります。
⚫ アレルギーをお持ちの方は、お申込み時にお知らせください。

【個人情報の取り扱いについて】
・ご応募いただいた個人情報は、本事業内の目的で利用し、適切に管理致します。
それ以外の目的での使用はいたしません。
・運営会社プライバシーポリシー掲載ページ http://www.csri.jp/company/privacy

（２）移動方法等

◆広島県『片道交通費支援制度』のご案内
首都圏から広島県内への交通費の片道交通費支援制度（上限2万円）があります（広島県地域政策局地
域力創造課）。ご利用には出発の5営業日前までの申請が必要です。
詳しくは下記のURLにアクセスの上、制度内容及び申請手順についてご確認ください。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/246/katamichi.html

交通機関 発着 料金の目安 移動時間

① 新幹線 東京駅―広島駅
17,910円 （往復割引片道乗車券
＋指定席券）

約4時間

② 飛行機（JAL ANA） 羽田空港ー広島空港 17,000～（往復特割：変動有） 約90分

③ 飛行機（LCC） 成田空港ー広島空港 7,000円～（往復割：変動有） 約90分

（３）宿泊・そのほかの留意事項

mailto:ljc@csri.jp
http://www.csri.jp/ljc

