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１．庄原いちばんづくり 

  “庄原いちばんづくり”は、新たな視点での基本政策であり、「地域産業」「暮らしの

安心」「にぎわいと活力」の３つの柱(分野別政策)で構成しています。 

“庄原いちばんづくり”とは？（所信表明から抜粋） 

この「いちばんづくり」の「いちばん」とは、決して数値や量、順位などを基準とした

ものではなく、「しあわせ」や「安心」、「達成感や満足感」といった、心の「いちばん」

を実感できること、「やっぱり、庄原がいちばんええよのぉ」と思える「まちづくり」を

意図しております。 

 

政策とは？ 

あるべき姿や目標を実現するための基本的な方針や方策のこと。 

この計画では、本市の将来像である「“げんき”と“やすらぎ”のさとやま文化都市」

の実現に向け、市の基本政策とは別に新たな視点での政策を設定し、その内容を整理して

います。 

 

２．庄原いちばん基本計画 

  庄原いちばん基本計画は、分野別政策に属する関係の施策・事業を推進するためのも

ので、次の方針に基づき作成しています。 

 

 (1) 社会環境等の変化に対応するため、第１期(平成25～26年度)と第２期(平成27～28

年度)に分けて整理します。（この計画書は、第１期の内容を掲載しています。） 

 

(2) 掲載事業は、新たな視点での政策の趣旨に照らして特化すべきものに限定し、①新

規のもの、②見直したもの(拡充又は縮減)、③既存のもの に分類しています。 

 

(3) 普通建設事業については、総合計画の実施計画で「特定事業」としている事業を「い

ちばんづくり事業」に引き継ぎ、分野別政策の趣旨に照らして整理しています。 

 

(4) 掲載した施策・事業は、最優先で取り組むこととしています。 

 

特定事業とは？ 

１．総合計画の実施計画において、極めて重要かつ喫緊の課題に対応する事業であって、 

(1) 長期総合計画の目標達成に特に重要と位置付けられる事業 

(2) 必要性や緊急性、重要性、熟度が極めて高い事業 

(3) 政策的・戦略的に極めて重要な事業   に該当すると認められた事業 

２．特定事業の選定分野（一般会計・普通建設事業に限る） 

 ① 協働のまちづくり(自治振興センター化支援など)    ⇒「にぎわいと活力」に 

 ② 安全・安心の暮らしづくり(医療環境整備など)     ⇒「暮らしの安心」に 

 ③ 子育て支援・教育環境の整備(保育所・学校の耐震化など)⇒「暮らしの安心」に 

 ④ 重点戦略プロジェクト          ⇒「地域産業」・「にぎわいと活力」に 
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３．「庄原市長期総合計画」と「庄原いちばんづくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“げんき”と“やすらぎ”の さとやま文化都市 
～人と地域が輝く、美しい日本のふるさと～ 

本市の将来像 

協働の力で 

笑顔が輝くまち 

（自治・協働） 

長期総合計画 

さとやま資源の活用で 

地域が輝くまち 

（産業・交流） 

心と体の健康づくりで 

命が輝くまち 

（保健・福祉・医療） 

ふるさとを愛する心で 

人が輝くまち 

（教育・文化） 

 

重点戦略プロジェクト 

■農業自立振興プロジェクト   ■木質バイオマス活用プロジェクト 

■観光・交流振興プロジェクト  ■定住促進プロジェクト 

地域産業の 

いちばん！ 

暮らしの安心の 

いちばん！ 

にぎわいと活力の 

いちばん！ 

庄原いちばんづくり 
やっぱり、“庄原がいちばんええよのぉ～“ 

 

新たな視点での政策 

農林業 ６次産業 

商工業 ほか 

保健・医療・介護・福祉 

教育・危機管理 ほか 

若者定住 観光・交流 

自治振興  ほか 

自然との共生で 

暮らしが輝くまち 

（環境・基盤・定住） 市の基本政策 
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４．分野別政策の趣旨 

 (1) 「地域産業」のいちばん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６次産業とは？ 

第一次産業である農林水産業が農林水産物の生産だけにとどまらず、それを原材料とし

た加工食品の製造・販売や観光農園のような地域資源を生かしたサービスなど、第二次産

業や第三次産業にまで踏み込むこと。 

 

■所信表明から抜粋 

本市の地域産業・基幹産業が「農林業」であることは、田園や里山の景観をはじ

め、歴史や人びとの暮らしぶりからも明らかと存じますが、その「農林業」の衰退

が顕著であることも否定できません。～中略～ 

本市には、農業に関し、経験に基づく知識と技術、誇りと熱意をもった皆さんが

数多くおられ、米をはじめ野菜、果樹、和牛など多種多様な生産が行われておりま

す。 

これら農畜産物の付加価値・評価を高め、消費者からの信頼を勝ち得る「庄原ブ

ランド化」の推進や、生産から加工、流通販売を一体化する「６次産業化」の育成

など、新たな視点と検証を加えた農業支援策に取り組んでまいります。 

また、市域の約84%を占める森林の資源活用、林業再生に向けた取り組みも重要

であると認識しております。～中略～ 

本市におきましても、「ひろしまの森づくり事業」をはじめとする既存施策の有

効活用に併せ、豊富な森林資源の活用、地域材の消費拡大に向けた支援策を検討し

てまいります。 
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(2) 「暮らしの安心」のいちばん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 「にぎわいと活力」のいちばん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■所信表明から抜粋 

生まれ、育ち、暮らし、そして生涯を終える。一生の過程において、誰もがいち

ばんに願うのは、「健康な心と体」、そして「安心としあわせ」を感じることのでき

る社会環境であります。 

こうした環境を構築するためには、その基盤となり、支えとなる、保健・医療・

福祉・介護および教育の充実が強く求められます。～中略～ 

高齢者の皆さんが、いきいきと生活し、活動されることは、まちづくりの原動力

になることから、住み慣れた地域で、健康で、安心して暮らすことができるよう、

交流活動、介護予防、福祉サービス等の充実に取り組んでまいります。～中略～ 

次代を担う子どもを安心して産み、育てることのできる環境づくりは、極めて重

要な課題のひとつと認識しております。 

合併時より休止状態が続く、市内での出産医療体制の再開に向け、国・県および

関係機関との連携を強化する中で、粘り強く取り組んでまいるほか、子育ての負担

感を軽減し、安心して、出産・子育てができる環境整備・支援策を検討してまいり

ます。～中略～ 

本市におきましても、国が進める国土強靭化計画に呼応し、防災・減災対策、長

寿命化対策に取り組むとともに、生活道路をはじめとする、社会基盤の整備につい

ても計画的な実施に努め、市民の皆さんの安心安全を確保してまいります。 

■所信表明から抜粋 

本市には、幸いにも四季を通じて楽しむことのできる豊富な自然資源やイベント

があり、アクセスも、従来の中国自動車道、先月末に開通した松江自動車道と、東

西南北に高速道路が整備され、さらに、庄原・東城・口和・高野と市内４ヶ所にイ

ンターチェンジを有し、全国的にもまれな優位性を持ち合わせております。 

観光交流は、これらの資源や環境を最大限に活用することで、本市の「にぎわい

と活力」を生み出す無限の可能性を秘めていることから、多くの交流人口を呼び込

む施策に併せ、観光産業へと導くことが求められております。 

このため、特産品の開発や特産物の販売促進、地域の「食」および文化の継承と

活用、さらには農家民泊への取り組みなど、観光と農林業・商工業を一体的にとら

えた観光産業の振興策を推進してまいります。 

さらに、「にぎわいと活力」の創出には、若者の力が必要となります。若者の流出

を抑制し、定住促進を図るためには、働く場の確保が不可欠であり、地元企業の事

業拡大支援、新規企業誘致にも積極的に取り組んでまいります。 



 

5 

５．分野別政策に属する施策・事業 

 

１．１．１．１．「地域産業」のいちばん「地域産業」のいちばん「地域産業」のいちばん「地域産業」のいちばん    

 

    (1) (1) (1) (1) ブランド化の推進ブランド化の推進ブランド化の推進ブランド化の推進    

  ① ブランド名「比婆牛」の復活（新規・平成26年度末までに完了） 

    広島県の認証制度に併せて本市独自の基準を設定し、地域団体商標制度による「比

婆牛」の商標登録を行う。 

・ 地域団体商標出願 

・ 比婆牛肉販売促進・比婆牛ＰＲ(のぼり・懸垂幕・大型看板・チラシ・シール) 

・ 比婆牛肉販売店・飼養農家表示プレートの設置 

・ あづま蔓(ｱﾂﾞﾏﾂﾞﾙ・繁殖用雌牛)の認証 

・ あづま蔓造成及び比婆牛肥育素牛造成の支援 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 20,732千円 

 

■市内の和牛飼養農家（市農業振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

農家数 337戸 316戸 288戸 繁殖 

(子牛生産) 頭数 1,713頭 1,687頭 1,679頭 

農家数 22戸 19戸 22戸 肥育 

(肉牛生産) 頭数 882頭 808頭 806頭 

 

  ② こだわり米産地育成事業（既存） 

安全・安心な米の生産を基本とし、低農薬・低化学肥料など、こだわりを持った

米づくりに取り組む地域を指定して、産地形成に必要な費用を助成する。 

   ・ 機械整備等助成 対象経費の4/5(上限200万円) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 1,898千円 6,000千円 6,000千円 

地域 １地域 3地域 3地域 

 

  ③ 庄原市ＰＲロゴマークの作成と活用（新規・マークは平成25年度に作成済） 

    “庄原いちばん”のロゴマークを作成し、告示し 

て固有化を図るとともに、庄原産品への表示、職員 

バッジ、ＰＲのぼりなどにより、“庄原市”を広く 

ＰＲする。 

 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － 1,973千円 2,815千円 
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    ((((2222) ) ) ) ６次産業の育成６次産業の育成６次産業の育成６次産業の育成    

  ① 庄原市の逸品(農林水産加工品)づくり（新規・平成26年度末までに着手） 

    「高野の逸品100プロジェクト事業」をモデルとし、農林水産加工品づくりを市内

全域に拡大する。なお、取り組みの内容・手法等については、観光振興計画の策定(平

成25年度)に併せて検討する。 

   ・ 経営コンサルタントの指導による物産館の経営強化(商品の絞込み、販売能力改

善等) 

   ・ 地元農林水産物を使用した特産品の開発 

   ・ 販売促進キャンペーン(研修会、テストマーケティング) ほか 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費(1/2県費予定) － － 11,240千円 

 

    (3) (3) (3) (3) 農業の担い手育成農業の担い手育成農業の担い手育成農業の担い手育成    

  ① 新規就農者総合支援事業（既存・平成25年度から適用） 

    就農に関し、啓発、準備、初期、定着の段階に応じて総合的に支援する。 

   ・ 研修奨励金及び就農開始奨励金(７万円/月) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

研修奨励金(準備型) 1,410千円 2,280千円 840千円 

就農開始奨励金 840千円 840千円 840千円 

 

   ・ 機械・施設整備助成 対象経費(上限1,000万円)の1/2 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 13,028千円 10,246千円 11,793千円 

 

■当該年度における新規就農者の推移（市農業振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

新規就農業者数 3人 4人 10人 

 

  ② がんばる農業支援事業【認定農業者型】（既存） 

    認定農業者に重点的な支援を行い、地域農業の中心的な担い手を育成する。 

・ 機械整備助成 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 7,633千円 8,000千円 8,000千円 

 

■市内の認定農業者【経営体】の推移（市農業振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

認定農業者数【経営体】 207経営体 209経営体 204経営体 
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  ③ 農業法人育成事業（既存・平成25年度から適用） 

    集落での法人組織化や組織活動を支援し、効率的・安定的な農業経営体を育成す

る。 

・ 法人設立の経費助成 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費(2/3県費) － 3,600千円 － 

 

・ 経営高度化支援事業(機械整備助成) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 7,935千円 11,247千円 13,333千円 

 

■市内の農業生産法人【集落型】の推移（市農業振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

農業生産法人数 24法人 25法人 25法人 

 

    (4) (4) (4) (4) 地域木材の利用促進地域木材の利用促進地域木材の利用促進地域木材の利用促進    

  ① 地域材の利用促進事業（既存） 

地域材を利用した住宅の新築・改築に対して助成金を交付するとともに、公共施

設の建築における地域材の活用を積極的に進める。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 2,200千円 4,000千円 4,000千円 

 

■地域木材住宅建築普及事業の実績（市林業振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

新築 8件 8件 3件 

改築 3件 - 4件 

計 11件 8件 7件 

地域材の利用量 143立米 162立米 81立米 

 

■公共施設における地域材利用(本市産材のみ)の実績（市の関係課資料） 

区分 地域材の利用量 完成年度 

庄原保育所 320立米 平成24年度 

庄原中学校 382立米 平成24年度 

道の駅「たかの」 252立米 平成24年度 

東城自治振興センター 12立米 平成24年度 

高野保育所 114立米 平成24年度 

東城小学校 990立米 平成25年度 

東城学校給食共同調理場 7立米 平成25年度 

庄原小学校校舎（計画） 調整中 平成27年度 
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    (5) (5) (5) (5) 林業振興とさとやま環境の保全林業振興とさとやま環境の保全林業振興とさとやま環境の保全林業振興とさとやま環境の保全    

  ① 森づくり事業の計画的な実施（既存） 

    道路沿いの放置された里山林を中心に、不要木等の伐採・処理を行う。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 142,121千円 167,281千円 161,821千円 

人工林対策 320ha 310ha 420ha 

里山林対策 41ha 40ha 25ha 

 

  ② 森林整備加速化・林業再生事業の計画的な実施（既存） 

    境界の明確化、路網整備、間伐を一体的に実施し、森林整備を促進する。 

    なお、当該事業終了後は、森林経営計画の作成に必要な境界確認は「森林整備地

域活動支援交付金事業」で、路網整備・間伐は「森林環境保全整備事業」での対応

を予定する。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 61,418千円 135,520千円 33,410千円 

境界明確化 342ha 480ha 278ha 

路網整備 36,636ｍ 40,226ｍ 20,650ｍ 

間伐 4ha 78ha － 

 

③ 再造林支援事業（既存・平成25年度から適用） 

広島県が施行する伐採跡地の再造林を対象とした助成事業について、本市独自の

上乗せ助成を行い、再造林を促進する。 

 ・ 再造林市単独助成(事業費の8.5％【県助成の1/2】) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － 700千円 700千円 

面積 － 10ha 10ha 
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④ 木の駅プロジェクトの事業化（新規・平成26年度に試行実施） 

    個人林家が搬出した木材を地域通貨で買取る事業について、試行する。 

 

 ■木の駅プロジェクトの概念図 

 

     

 

 

 

 

 

 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 1,800千円 

 

  ⑤ Ｊクレジットへの取り組み（新規・平成25年度から着手） 

    間伐等の森林整備によって生じる二酸化炭素の吸収量を取引する事業について、

調査・研究を進める。 

 

    (6) (6) (6) (6) 地元事業所の経営地元事業所の経営地元事業所の経営地元事業所の経営支援支援支援支援    

  ① 超高速情報通信網の整備（新規・平成26年度から着手） 

    「庄原市超高速情報通信網整備計画」に沿って民間による通信網整備を支援する。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 320,000千円 

 

    (7) (7) (7) (7) 実施計画で「実施計画で「実施計画で「実施計画で「いちばんづくりいちばんづくりいちばんづくりいちばんづくり事業」と事業」と事業」と事業」とするするするする普通建設事業普通建設事業普通建設事業普通建設事業    

CD 事業名 事業内容等 地域 
H25 

予算額 

H26 

予算額 

69 
農業自立振興事業 

家畜飼育施設増改築等補助 

畜舎・堆肥舎増改築補助 

事業費(上限5,000千円)の1/3 
全域 4,000 4,000 

79 
農業自立振興事業 

和牛飼育農業法人施設整備補助 

共同飼育施設建設補助 

事業費(上限10,000千円)の1/2 
全域 3,000 3,000 

831 新規就農者総合支援事業 
新規就農者の園芸振興施設等整備補助 

事業費(上限10,000千円)の1/2 
全域 10,246 11,793 

936 
がんばる農業支援事業 

【認定農業者型】 

認定農業者の機械整備助成 

事業費の1/2（一部1/3） 

補助金の上限500千円 

全域 8,000 8,000 

91 
農業自立振興事業 

農業生産法人経営高度化補助 

集落法人、農業生産法人の機械施設整備補助 

事業費(上限10,000千円)の1/3(一部1/2) 
全域 11,247 13,333 

105 備北材活用促進事業 
市内産木材利用の住宅建築補助 

上限600千円 
全域 4,000 4,000 

106 
森林整備加速化・林業再生 

事業 
路網整備・境界明確化事業 全域 135,520 33,410 

29 超高速情報通信網整備事業 
民間事業者による超高速通信網整備支援 

超高速通信網を利用した告知システム整備 
全域 0 320,000 

            合    計  176,013 397,536 

個人林家 木の駅 

 

①木材搬出 

②地域通貨で引き取り 

 

チップ工場 

③引き取り価格の 1/2 で売買 

行政 

引き取り価格の 1/2 補助 

地域商店 

④地域通貨の消費 
⑤地域通貨の精算 
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２．２．２．２．「「「「暮らしの安心暮らしの安心暮らしの安心暮らしの安心」」」」のいちばんのいちばんのいちばんのいちばん    

 

    (1) (1) (1) (1) 子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実子育て支援の充実    

  ① 乳幼児等医療費助成の拡大（見直し・平成26年８月から適用） 

乳幼児及び児童を対象に医療費自己負担(入院・通院)の一部を助成し、保護者の

経済的負担の軽減を図る。 

【現  行】 対象児童は、小学校６年生まで 

【見直し後】 対象児童を中学校３年生までに拡大する。 

   ※市の負担   平成25年対象・887人 約9,370千円の増 

   ※県内実施市町 三次市・安芸高田市・世羅町・神石高原町(安芸太田町は18歳まで) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 67,875千円 69,739千円 79,109千円 

受給者数 3,319人 3,189人 4,076人 

支給件数 31,854件 31,092件 － 

 

  ② おたふくカゼ等ワクチン接種助成金（新規・平成26年度から適用） 

１歳から就学前の児童を対象として流行性耳下腺炎(おたふくかぜ・6,000円)及び

水痘(水ぼうそう・8,000円)のワクチン接種費用を全額助成し、当該疾病の予防を

推進する。 

   ・ 14,000円/１人の費用を全額助成（１歳から就学前児童を対象） 

   ※市の負担   約4,900千円の増 

   ※県内実施市町 三次市・世羅町 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 4,900千円 

 

③ 保育料の軽減（見直し・平成26年度から適用） 

【現  行】 １人入所(100％負担) 

         ２人以上が同時入所(２人目は1/2に減額) 

          ３人以上が同時入所(３人目以降は無料) 

          第４子以降児童の入所(１人入所は2/10同時入所のとき1/2～無料) 

 

【見直し後】 １人入所(100％負担。第１子又は第２子の場合) 

          ２人が同時入所(２人目は1/2に減額。第１子と第２子の場合) 

          第３子以降は同時入所の児童の有無にかかわらず無料(未満児含む) 

 

※多子世帯における経済的負担の軽減 

※県内実施市  呉市・竹原市・三次市・江田島市 

※歳入減の推計 平成25年度４月１日の入所児童のうち第３子該当児童 269人 

当該児童を対象とした保育料総額 38,584千円(＝保護者の負担減) 

 

区分 平成24年度実績 平成25年度見込 平成26年度予算 

保育料調定総額 248,731千円 233,704千円 183,040千円 
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■市内の全体児童数及び保育所入所児童数（市女性児童課資料） 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 
区分 

全体 入所 全体 入所 全体 入所 

０歳児 230 5 242 4 242 6 

１歳児 256 73 234 73 256 77 

２歳児 269 147 257 139 235 144 

３歳児 293 199 260 193 269 200 

４歳児 271 248 288 269 260 240 

５歳児 310 288 272 256 284 275 

６歳児 275 257 308 281 265 256 

計 1,904 1,217 1,861 1,215 1,811 1,198 

 

④ 私立幼稚園就園奨励費補助金（見直し・平成26年度から適用） 

  市立保育所の保育料の見直しに合わせ、第３子以降の幼児が私立幼稚園を利用し、

当該幼稚園が保育料等の免除を行った場合は、市が独自に助成する。 

【現  行】 小学３年生までの児童を有する世帯について、所得に応じて保育料

の保護者負担を軽減。 

①当該年度の市民税所得割額が211,200円以下の世帯 

兄・姉が幼稚園児の場合 小学１～３年生の兄・姉を有する場合 

第１子入園 無償～100％負担 第１子(小学１～３年生) - 

第２子入園 無償～ 50％負担 第２子入園 無償～75％負担 

第３子入園 無償 第３子入園 無償 

②当該年度の市民税所得割額が211,200円を超える世帯。 

兄・姉が幼稚園児の場合 小学１～３年生の兄・姉を有する場合 

第１子入園 100％負担 第１子(小学１～３年生) - 

第２子入園 100％負担 第２子入園 100％負担 

第３子入園 無償 第３子入園 100％負担 

 

【見直し後】 同時入園の有無および所得に関係なく、第３子以降の保育料を無償 

 

   ※新制度による市の負担 10,000円×12月×10人＝1,200千円の増 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 2,217千円 2,886千円 6,242千円 

 

■私立幼稚園への入園児童数（市教育委員会資料）平成25年５月１日現在 

３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

20人 13人 7人 40人 
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⑤ ファミリーサポート事業利用者負担の軽減（見直し・平成26年度から適用） 

    育児援助を受けたい保護者(依頼会員)と育児援助を行いたい者(提供会員)をあら

かじめ登録し、必要に応じ、一時的に提供会員の自宅等で対象児童を預かる事業。 

【現  行】 利用者負担金 400円/１時間・・・(2/3負担) 

【見直し後】 利用者負担金 300円/１時間・・・(1/2負担) 

※市の負担 約163千円の増 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

謝金（市負担分） 291千円 449千円 612千円 

 

■事業実績（市女性児童課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

利用件数 1,108件 1,031件 557件 

依頼会員 325人 354人 374人 

提供会員 163人 175人 187人 

両方 55人 56人 58人 

登 

録 

会 

員 計 543人 585人 619人 

 

⑥ 出産祝い金の見直し（見直し・平成27年度から適用【公表から約１年後】） 

出産に際して祝い金を交付し、子どもの健やかな成長を願いつつ、子育て家庭の

経済的負担の軽減を図る。 

【現  行】 第１子・第２子 ⇒ 20万円/１人 

第３子以降   ⇒ 35万円/１人 

   【現行制度での課題】 

   ・ 一時金のため、子育て負担の継続的な軽減につながりにくい。 

   ・ 出産直後の転入者は支給対象とならない一方で、支給後の転出などもあり、均衡を

失する場面がある。 

   【現行制度での利点】 

   ・ 県内で本市のみの独自事業であり、事業に対する満足度が高い。 

 

【見直し後】 第１子・第２子 ⇒ 15万円/１人(５万円の減) 

第３子以降   ⇒ 25万円/１人(10万円の減) 

       ただし、適用は平成27年４月１日から 

※市の負担 約16,600千円の減 

区分 平成25年度予算 平成26年度予算 平成27年度計画 

事業費 56,850千円 58,500千円 41,900千円 

 

■事業実績（市女性児童課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

決算額 52,000千円 57,900千円 56,350千円 

第１子 80人 111人 94人 

第２子 89人 77人 88人 

第３子以降 52人 58人 57人 

対 

象 

児 

童 計 221人 246人 239人 
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  ⑦ 入学祝い金事業（新規・平成26年度から適用） 

小学校及び中学校(特別支援学校の小学部及び中学部を含む)への入学に際して祝

い金を交付し、本市の児童・生徒の健やかな成長を願いつつ、入学に要する一時的

な保護者負担の軽減を図る。 

    【内容】 小学校入学時 １人当たり20,000円 

         中学校入学時 １人当たり30,000円 

    【対象要件(案)】 子ども・保護者ともに市内に住所を有し、子どもが小学校又

は中学校に入学した場合 

   ※市の負担   小・20千円×296人＋中・30千円×314人＝約15,340千円の増 

   ※県内実施市町 神石高原町 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 15,340千円 

 

■市内の小・中学生児童数（市教育委員会資料） 

区分 小学校 中学校 計 

１年 267人 289人 556人 

２年 302人 306人 608人 

３年 270人 292人 562人 

計 839人 887人 1,726人 

平均 280人 296人 576人 
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    (2) (2) (2) (2) 医療医療医療医療体制の整備体制の整備体制の整備体制の整備    

  ① 小児科救急医療支援事業（既存） 

公的医療機関（庄原赤十字病院）での小児科救急医療に関し、365日・24時間対応

を図るため、当該医療機関に経済的支援を行う。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 1,921千円 1,921千円 1,921千円 

 

■事業実績（市保健医療課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

患者延数 460人 551人 402人 

当番日数 73日 73日 73日 

 

  ② 婦人科外来医療体制確保支援事業（既存） 

公的医療機関（庄原赤十字病院）での婦人科外来体制を維持・確保するため、当

該医療機関に経済的支援を行う。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 7,148千円 7,580千円 7,580千円 

 

  ③ (仮称)公的病院医療体制整備支援事業（新規・平成25年度から適用） 

公的医療機関（庄原赤十字病院）における救急医療体制を確保するとともに、産

科医療の早期再開を目指し、当該医療機関に経済的支援を行う。 

■事業(助成)計画（市保健医療課資料） 

区分 平成25年度 平成26年度 平成27年度 備考 

救急医療の体制 97,936千円 97,936千円 97,936千円  

産科再開の機器 - 17,000千円 - 超音波診断装置ほか 

産科再開の体制 - - 31,300千円 医師・助産師(4) 

計 97,936千円 114,936千円 129,236千円  

    ※救急医療の体制については、特別交付税で措置 

     産科再開関係事業は、過疎債を充当 

 



 

15 

    (3) (3) (3) (3) 高齢者施設への入所待機者の解消高齢者施設への入所待機者の解消高齢者施設への入所待機者の解消高齢者施設への入所待機者の解消    

  ① 介護保険事業計画に沿った特別養護老人ホームの施設整備 

（民間で実施・18床増 平成26年度） 

■高齢者施設に入所申込を行い入所に至っていない者の状況（市高齢者福祉課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

特別養護老人ホーム 188人 172人 182人 

    ※在宅の要介護３以上 

 

  ② 小規模多機能型居宅介護支援事業所の整備支援（宿泊可９人×２所 平成26年度） 

高齢者施設への入所待機者の解消に向け、在宅介護を推進するため、関係施設の

整備支援を行う。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 70,800千円 

    

    (4)(4)(4)(4)    安心安心安心安心と生きがいを感じることのできる環境づくりと生きがいを感じることのできる環境づくりと生きがいを感じることのできる環境づくりと生きがいを感じることのできる環境づくり    

  ① おたがいさまネット事業の全地域拡大（既存・市社会福祉協議会への委託） 

    地域(自治振興区・自治会)による「ひとり暮らし高齢者等の見守り活動」を誘導・

支援し、安心を感じることのできる地域づくりを行う。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 9,586千円 9,794千円 3,750千円 

 

■おたがいさまネット事業の状況（市社会福祉課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

協議・調整を実施した自治振興区数 3 4 6 

年度末の体制整備済自治振興区数 - 6 7 

 

  ② 民間事業所訪問見守り事業（新規・平成26年度中に開始） 

定期的に世帯訪問を行う民間事業所と市が協定を締結し、訪問員の意識を醸成す

るとともに世帯の異変を感じたときに市に連絡する仕組みを構築する。 

【想定事業所】 郵便局、新聞販売店、宅配販売店、ＪＡ、電気・水道検針員など 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 1,024千円 

 

③ 敬老(100歳以上)お祝い事業（見直し・平成26年度から適用） 

毎年、９月15日を基準日として市内の100歳以上の高齢者に祝い金を交付し、当該

高齢者の生活意欲の向上等を図る。 

【現  行】 100歳以上の対象者 一律10,000円/１人 

【見直し後】 100歳以上の対象者 一律10,000円/１人に加え 

当該年度100歳到達者に 10,000円/１人を別途交付 

※市の負担  10,000円×(推計)24人＝240千円の増 

※県内実施市 大竹市以外の市(１万円～５万円) 
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区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 730千円 1,020千円 1,240千円 

対象者数 73人 102人 100人 

 

 (5) (5) (5) (5) 地域防災の推進地域防災の推進地域防災の推進地域防災の推進    

  ① 長寿命化計画の策定（既存） 

    橋梁、下水道施設、水道施設、公園、住宅、し尿処理施設等を対象とした長寿命

化計画を策定し、橋梁やトンネルなど、安全・安心に直結した施設の優先的な対応

を図る。 

※ 平成25年度は、水道施設、都市公園、総領下水道、橋梁の計画策定 

平成26年度は、５地区の集落排水処理施設の計画策定 

■計画策定の経費（一部、事業費を含む） 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

橋梁 25,289千円 8,000千円 － 

水道 11,257千円 17,887千円 － 

都市公園 － 16,000千円 － 

総領下水道 － 12,400千円 17,000千円 

農業集落排水施設 － － 18,325千円 

 

  ② 超高速情報通信網の整備（新規・平成26年度から着手）【再掲】 

 緊急時等を含めた多様な情報受発信の促進を図るため、民間による超高速通信網

整備を支援する。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 320,000千円 

 

③ 携帯電話不感地域の解消（新規・平成26年度から着手） 

平成28年度からの事業着手を目標に、超高速情報通信網の整備に併せて調査・研

究を進める。 
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(6) (6) (6) (6) 実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業    

CD 事業名 事業内容等 地域 
H25 

予算額 

H26 

予算額 

928 
児童福祉施設整備事業 

庄原地区保育所耐震化 

H26：高保育所耐震化設計 H27：工事 

H27：山内保育所耐震化設計 
庄原 0 3,489 

191 
児童福祉施設整備事業 

西城保育所改築 

H26：用地測量  

H27：用地購入、基本設計、造成設計ほか 
西城 0 2,600 

930 
児童健全育成施設整備事業 

東城地区放課後児童クラブ 

小奴可小放課後児童クラブ移転改修 

H26：実施設計、建築工事 
東城 0 8,571 

876 
小学校整備事業 

庄原小学校 

H25:実施設計 

H26～27:改築工事、工事監理ほか 
庄原 15,552 863,718 

877 
小学校整備事業 

美古登小学校耐震化 

H25:南棟校舎耐震診断 

H26:実施設計、工事、仮設公舎リース 
西城 2,593 84,262 

478 
小学校整備事業 

東城小学校 

H25:工事監理、校舎改築、仮校舎等 

H26:グランド、外溝工事等 
東城 793,896 74,885 

490 
中学校整備事業 

庄原中学校 
H25：敷地整備工事、屋内体育館解体工事 庄原 302,407 0 

931 

932 

学校屋内運動場整備事業 

天井等落下防止対策 
H26:口南小、口北小、東城小 全域 0 33,709 

494 
学校給食施設整備事業 

東城地区 

小中学校給食共同調理場 RC造平屋 

H25:工事監理、新築工事、備品等 
東城 319,620 0 

926 産科医療再開支援事業 
庄原赤十字病院産科医療再開に向けた 

医療機器整備補助 
全域 0 17,000 

265 
道路新設改良事業 庄原小学

校線（日赤病院増築関係） 

L=220 W= 9.0 

H25:用地補償、H26:改良工事 
庄原 20,600 56,500 

514 
市民会館整備事業 

庄原市民会館駐車場 

H25：旧庄原保育所･老人福祉センター解体及

び造成工事等 （日赤病院増築関係） 
庄原 162,352 0 

217 
歯科診療所整備事業  

口和地区 

口和歯科診療所医療機器整備 

H26：炭酸ガスレーザー 
口和 0 3,243 

218 
診療所整備事業 

高野地区 

高野診療所医療機器整備 

H25：X線撮影装置 H26：自動分包機 
高野 2,505 1,232 

167 高齢者福祉施設整備補助 
小規模多機能型居宅介護事業所整備補助 

H25：１箇所 H26：２箇所 
全域 35,000 70,800 

851 橋梁長寿命化修繕事業 
橋梁長寿命化工事 全1,263橋 

H25：設計３橋 H26：設計４橋、工事３橋 
全域 20,000 66,700 

19 常備消防施設整備事業負担金 

H25:消防無線ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化対応、西城ﾎﾟﾝﾌﾟ車外 

H26:消防無線ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化対応、高野ﾎﾟﾝﾌﾟ車外 

H27:はしご車ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ、連絡用車両外 

全域 201,260 171,460 

            合    計  1,875,785 1,458,169 

※西城市民病院整備事業は企業会計につき未掲載 
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３．３．３．３．「「「「にぎわいと活力にぎわいと活力にぎわいと活力にぎわいと活力」」」」のいちばんのいちばんのいちばんのいちばん    

 

    (1) (1) (1) (1) 観光交流の推進観光交流の推進観光交流の推進観光交流の推進    

  ① 観光振興計画の策定（新規・平成25年度中に策定） 

    着地型観光、広域観光、情報発信等の具体的な取り組みに関する実施計画を策定

する。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

計画策定経費 － 3,200千円 － 

 

  ② 観光振興事業の推進（新規・平成26年度から開始） 

    観光振興計画に基づき、関係事業を推進する。 

   ・ 体験型教育旅行 

   ・ 花と緑のまちづくり 

   ・ 食材の宝庫を活かした観光 

   ・ 広域周遊観光（尾道松江線全線開通の活用） 

   ・ 推進のための仕組みづくり 

   ・ 庄原市プロモーションの強化 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費(1/2県費予定) － － 33,685千円 

 

(2) (2) (2) (2) 若者定住の促進若者定住の促進若者定住の促進若者定住の促進    

  ① 新婚世帯定住促進事業（既存・平成25年度から適用） 

・ 若年層(40歳未満)の新婚世帯を対象とした家賃及び通勤費用の助成 

   ・ 家賃と３万円の差額(上限２万円)及び市外通勤の場合3,000円/月額 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 10,553千円 19,800千円 13,706千円 

 

■同種事業の実績（対象要件等は異なります。）（市自治振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

新規適用件数 49件 29件 43件 
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(3) (3) (3) (3) 転入定住の促進転入定住の促進転入定住の促進転入定住の促進    

  ① 転入定住者起業支援事業（既存・平成25年度から適用） 

・ 転入定住者(Ｉ・Ｕターン者)を対象とした起業助成 

   ・ 必要経費の1/3(上限200万円) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 13,709千円 10,000千円 10,000千円 

 

■同種事業の実績（対象要件等は異なります。）（市自治振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

件数 4件 5件 5件 

 

  ② 転入定住者住宅取得・改修支援事業（既存・平成25年度から適用） 

・ 転入定住者(Ｉ・Ｕターン者)を対象とした住宅取得及び改修費用の助成 

   ・ 取得費用の1/10(上限100万円)又は改修費用の2/10(上限50万円)。子育て世帯加

算あり。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 4,000千円 13,300千円 12,800千円 

 

■同種事業の実績（対象要件等は異なります。）（市自治振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

件数 5世帯 2世帯 2世帯 

 

  ③ 自治振興区定住促進活動支援事業（既存・平成25年度から適用） 

・ 自治振興区等を対象とした定住促進活動への助成 

   ・ 対象経費の4/5(上限50万円) 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 283千円 3,000千円 2,000千円 

 

■同種事業の実績（対象要件等は異なります。）（市自治振興課資料） 

区分 平成22年度 平成23年度 平成24年度 

件数 1自治振興区 2自治振興区 1自治振興区 

定住者 - 9人 5人 
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(4) (4) (4) (4) 帰郷定住（Ｕターン）の促進帰郷定住（Ｕターン）の促進帰郷定住（Ｕターン）の促進帰郷定住（Ｕターン）の促進    

  ① “帰ろうや倶楽部”の創設（新規・一部平成25年度から着手） 

 本市への帰郷定住を「市民総ぐるみ」で展開するため、帰郷が期待できる若者を

はじめ、市内事業所や自治振興区などを会員とする“帰ろうや倶楽部”を創設し、

帰郷対象者に「ふるさと情報」や「就職情報」を定期的に提供するとともに、フェ

イスブックの活用を前提に会員相互での情報交換や帰郷の呼びかけを行う。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 211千円 

 

【基本事業１】「帰ろうや会員」の登録 

・ 本市出身で市外に居住する学生等のうち、将来、本人又は家族が帰郷を希望す

る者を「帰ろうや会員」として登録し、「ふるさと情報」や「就職情報」を定期的

に提供するとともに、継続的な帰郷の呼びかけを行う。 

 

【基本事業２】「応援事業所」の登録 

   ・ 「帰ろうや会員」に就職情報を提供できる「応援事業所」を募集・登録し、職

員募集の情報を市や対象者に提供してもらう。 

 

【基本事業３】「応援団体」の登録 

   ・ この事業に賛同する自治振興区や団体・グループなどを「応援団体」として募

集・登録し、「ふるさと情報」の提供や帰郷の呼びかけなどを行う。 

 

  ② 庄原暮らし出前講座事業（新規・平成25年度から着手） 

若年層の地元理解や定住意識を促進するため、市職員や市内で働く先輩などが地

元の高校に出向き、当該高校を卒業する生徒を対象に庄原での就業や余暇の楽しみ

方、多様な活動などについての説明会を開催する。 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 25千円 

 

(5) (5) (5) (5) 若者の就業支援若者の就業支援若者の就業支援若者の就業支援    

  ① 若者就職・起業応援事業（新規・平成26年度から適用） 

本市への定住を前提とし、市内に居住する若者(40歳以下)の就職・起業を応援す

るため、次の奨励金を交付する。なお、各奨励金の重複支給はなし。 

 

【定住の判断要件(案)】 

 本市に住民登録を有し、次のいずれかに該当していること。 

   ・ 本人又は家族(親・祖父母・親の祖父母)の所有する住宅に居住していること。 

   ・ 家族(親・祖父母・親の祖父母)と住民基本台帳で同一世帯又は地域の自治会に

加入していること。 

 

【基本事業１】雇用促進奨励金の交付 

・ 本市への定住を前提とし、市内に居住する若者(40歳以下)を雇用した事業所(市

内の事業所に限る。官公署等を除く。)に奨励金を交付する。 
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就職から６月経過後に 100,000円/１人 

※市の負担 100,000円×(推計)130人＝13,000千円の増 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 13,000千円 

 

【基本事業２】あとつぎ促進奨励金の交付 

   ・ 本市への定住を前提とし、市内に居住する若者(40歳以下)であって、家業(兼業

を除く)の後継者となった者に奨励金を交付する。 

 市長が後継者として認定後に 100,000円/１人 

※市の負担 100,000円×(推計)10人＝1,000千円の増 

※市内の個人事業所 1,084所 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 1,000千円 

 

【後継者の判断要件(案)】 

   ・ 家業の収入にかかる申告を、本人名義で行っていること。 

 

【基本事業３】起業促進奨励金の交付 

   ・ 本市への定住を前提とし、市内に居住する若者(40歳以下)が生業として起業し

た場合に起業促進奨励金を交付する。 

 起業後12月経過後に 100,000円/１人 

※市の負担 100,000円×(推計)10人＝1,000千円の増 

区分 平成24年度実績 平成25年度予算 平成26年度予算 

事業費 － － 1,000千円 

 

【起業者の判断要件(案)】 

   ・ 起業の収入にかかる申告を、本人名義で行っていること。 

 

((((6666) ) ) ) 実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業    

CD 事業名 事業内容等 地域 
H25 

予算額 

H26 

予算額 

924 
転入定住者住宅取得及び 

改修補助事業 

新築・取得：上限1,000千円 

改修：   上限  500千円 子育て加算有 
全域 13,300 12,800 

38 
自治振興センター整備事業 

庄原地区 

H25：峰田外観修繕工事、 

敷信駐車場整備 
庄原 26,250 0 

45 
自治振興センター整備事業 

西城地区 

H25:トイレ改修等内部整備 

H26:外壁塗装等外部整備 
西城 48,638 12,468 

49 

50 

自治振興センター整備事業 

東城地区 
H26：八幡・帝釈エアコン設置 東城 0 6,340 

54 
自治振興センター整備事業 

高野地区 

H25:上高講堂エアコン整備 

H26:上高講堂ステージ照明設備改修 
高野 7,631 5,806 

895 
自治振興センター整備事業 

総領地区 
H26：ホールクロス張替え、エアコン改修 総領 0 6,905 

            合    計  95,819 44,319 
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参考資料１ 

 

新規・見直し事業に要する新たな負担（既存事業と普通建設事業を除く） 

市の負担 項 

目 
区分 事業名 

平成25年度 平成26年度 負担増 
備考 

新規 「比婆牛」の復活 - 20,732千円 20,732千円  

新規 ＰＲロゴマークの作成と活用 1,973千円 2,815千円 4,788千円  

新規 市の逸品(農産加工品)づくり - 11,240千円 11,240千円 県費4,000千円 

新規 木の駅プロジェクトの試行 - 1,800千円 1,800千円  

地
域
産
業 

新規 Ｊクレジットへの取り組み - 50千円 50千円  

見直し 乳幼児等医療費助成 69,739千円 79,109千円 9,370千円 過疎債 

新規 ワクチン接種助成金 - 4,900千円 4,900千円 過疎債 

見直し 保育料の軽減 - - 38,584千円 歳入減 

見直し 私立幼稚園就園奨励費補助金 2,886千円 6,242千円 3,356千円 過疎債 

見直し ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ利用負担の軽減 - - 163千円  

見直し 出産祝い金の減額(27年度～) - - - △16,600千円 

新規 入学祝い金  15,340千円 15,340千円 過疎債 

新規 公的病院医療体制整備支援 97,936千円 97,936千円 195,872千円 特別交付税 

新規 民間事業所訪問見守り事業 - 1,024千円 1,024千円  

暮
ら
し
の
安
心 

見直し 敬老(100歳以上)祝い金 1,020千円 1,240千円 220千円 過疎債 

新規 観光振興計画の策定 3,192千円 - -  

新規 観光振興事業の推進 - 33,685千円 33,685千円 県費2,500千円 

新規 帰ってこいや倶楽部の創設 - 211千円 211千円  

新規 庄原暮らし出前講座 - 25千円 25千円  

新規 雇用促進奨励金  13,000千円 13,000千円 過疎債 

新規 あとつぎ促進奨励金  1,000千円 1,000千円 過疎債 

に
ぎ
わ
い
と
活
力 

新規 起業促進奨励金  1,000千円 1,000千円  

計 - - 356,360千円 - 

※２年間で負担増となる 356,360千円のうち 

特別交付税で措置   195,872千円 

過疎債を充当      47,186千円 

県費を活用        6,500千円 

一般財源で対応    106,802千円 

（平成27年度から減額 △16,600千円） 
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参考資料２ 

庄原市における定住促進の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本市の特性と定住施策における留意事項 

 (１) 本市は、大中の都市(人口10万人以上ほか)に隣接していないため、子育て支援や

住宅施策などが、「若者の住む場所の選択」に直接的な影響を与えにくい環境にあり

ます。 

    したがって、子育て支援をはじめとするサービスの充実は、定住者を対象として

取り組みます。 

 

 (２) 本市に本籍を有する者は78,951人ですが、住民基本台帳人口は39,221人となって

います。(いずれも平成25年３月末日) 

その差は約４万人であり、自らが帰郷を希望する者、又は庄原に暮らす家族が帰

郷を望む子や孫を対象に、「ふるさとで暮らそう」という呼びかけや就職情報の提

供など、個別の相談支援を強化します。 

 

 (３) 転入者を対象とした施策(助成金や負担の軽減など)については、現在、定住して

いる市民との均衡などを考慮する必要があります。 

 

庄原に暮らす市民が「住み続ける(転出しない)」取り組み 

施設整備やサービスの充実など、総合的な施策 

出生と死亡による自然増減をプラスにする取り組み 

結婚・出産の意識醸成や適齢人口の増、出産体制の確保など 

本市出身者の帰郷定住(Ｕターン)への取り組み 

帰郷の意識醸成や働く場の確保など 

新規転入(Ｉターン)への取り組み 

本市の情報発信、住宅や働く場の確保など 
転
入
者
を
対
象 

定
住
者
を
対
象 
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参考資料３ 

 

 ■ 既存の重点戦略プロジェクト事業 

 

  ア 農業自立振興プロジェクト（Ｈ25.1.1現在） 

① 就農支援 

№ 事業名 事業概要 

1 営農指導員設置事業 新規就農者の相談支援、栽培指導ほか 

2 新規就農者総合支援事業 奨励金交付、機械整備費助成ほか 

 
② 担い手育成 

3 がんばる農業支援事業 【認定農業者型】認定農業者への機械整備費助成 

4 農業法人育成事業 法人設立促進費交付、機械整備費助成ほか 

 
③ 食農教育 

5 食農教育モデル事業 小中学校における栽培学習等への支援 

6 農村都市交流事業 イベント・講座の開催、広報冊子の発行 

 
④ 地産地消 

7 販路拡大事業 イベントへの出展販売による販売拡大 

 
⑤ 兼業農家の所得向上 

8 がんばる農業支援事業 【一般型】一般農業者への機械整備費助成 

9 特産品振興事業 特産品開発や生産・加工の経費助成 

 
⑥ 米による農家所得の向上 

10 こだわり米産地育成事業 地域ぐるみの「こだわり米」生産への助成 

11 地域営農推進事業 農業生産法人等への機械整備費助成 

 
⑦ 和牛の増頭 

12 和牛振興対策事業 施設整備・増頭・経営など総合的な支援 

13 水田放牧等促進事業 和牛放牧の牧柵購入費助成 

14 農業法人和牛導入事業 和牛飼育法人の繁殖和牛の導入経費助成 

15 農業法人施設整備事業 和牛飼育法人が行う施設整備への助成 

 
⑧ 耕畜連携による土づくり（循環型農業の実践） 

16 土壌分析事業 農用地の土壌分析経費助成 

17 環境保全型農業推進事業 堆肥の生産・活用等の施設整備費助成 

18 堆肥利用促進事業 農家の堆肥購入経費を助成 

 
⑨ 庄原市農林振興公社への業務委託 

19 農産物販売事業 産直市八木店を拠点とした農産物の販売 

20 特用林産物製造販売事業 薪(たきぎ)の製造・販売 

21 農作業受託事業 農家の負担軽減を図るための農作業受託 

22 イベント促進事業 フードフェスティバル等への出店販売 
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  イ 木質バイオマス活用プロジェクト（Ｈ25.1.1現在） 

① 木質ペレット製造 

№ 事業名 事業概要 

1 
木質ペレット製造施設管
理運営事業 

施設管理（ペレット製造） 

 
② 木質ペレットの利用促進 

2 
ペレットストーブ等購入
促進事業 

ペレットストーブ等本体の購入設置及び配管に係る経
費を補助 

3 
ペレットストーブ清掃点
検業務委託事業 

ペレット需要の拡大を図るためペレットストーブの清
掃点検業務を委託 

 
③ 木質バイオマス利活用プラント事業の支援 

4 
木質バイオマス利活用プ
ラント事業継承にかかる
第３セクター設立事業 

第３セクターを設立し、木質バイオマス利活用プラン
ト整備事業の事業継承を行う 

5 
第３セクターが進める庄
原工場の運転調整業務委
託事業 

庄原工場の機械の点検、運転調整にかかる業務を委託 

6 
第３セクターが進めるバ
イオマス利用製品の調査
研究事業 

バイオマスを原料とした工業製品の開発に必要な研究
開発費用を負担 

 
④ バイオエタノールの製造実証実験 

7 
バイオエタノール製造実
証実験事業 

籾殻、林地残材など農村資源を原料としたバイオエタ
ノール製造に取り組む 

 
⑤ 木質バイオマスボイラー設置整備事業 

8 
木質バイオマスボイラー
整備事業 

リフレッシュハウス東城のボイラーをペレットボイラ
ーへ転換 

 
⑥ SARUプロジェクト会議への参画 

9 
木質バイオマスエネルギ
ー事業化推進会議負担金 

木質バイオマス活用の調査研究に要する経費を負担 
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  ウ 感動！観光振興プロジェクト（Ｈ25.1.1現在） 

    ① 市民の起業（スモールビジネス）を支援 

№ 事業名 事業概要 

1 まちなか活性化補助金 空き店舗を活用し、活性化事業を実施するものに補助 

 
② 儲ける観光のプロデュース 

2 観光振興総合事業 市の観光業務を庄原市観光協会に委託 

3 
地域の宝・発掘プロジェク
ト事業 

体験ツアープログラムの作成、モニターツアー等を実
施 

4 バスツアー誘致事業 
市内での１泊以上の宿泊かつ観光スポットを１ヵ所以
上組み込んだ10名以上のバスツアーを助成 

5 
庄原ブランド特産品開発
支援 

特産品づくりの開発に対して、支援 

6 着地型観光推進事業 
着地型観光の推進を図り、教育旅行、社員研修等を誘
致 

7 
備北観光ネットワーク事
業 

庄原市と三次市の連携により、観光入込客の底上げを
目指す 

 
③ 起業促進の環境整備と情報発信 

8 起業ネットワーク事業 
起業されているビジネスモデルに学ぶ勉強会等の開催
及び効果的なPRを目指す 

9 
情報発信ネットワーク事
業 

地域情報を収集し、観光ホームページ等により発信 

 
④ 儲ける観光の舞台づくり 

10 next庄原さとやま博事業 
庄原さとやま博で効果のあったものを中心に、体験メ
ニューの内容の充実を図る 

11 軽トラ産直市開催事業 軽トラ等の荷台で農産物等を販売する仕組みづくり 

 

  エ 待っとるよ！庄原定住プロジェクト（Ｈ25.1.1現在） 

    ① 交流・体験・情報発信事業 

№ 事業名 事業概要 

1 定住相談 移住希望者に対する相談活動 

2 
さとやま暮らし情報発信
事業 

定住情報をHPやパンフレットに紹介、広報しょうばら
の提供 

 
② 定住促進のための支援事業 

3 
空家活用促進事業 
（空家バンク事業） 

移住希望者と空家のマッチングを行う 

4 新婚世帯定住促進事業 若年層の新婚世帯への家賃支援・通勤支援 

5 
転入定住者住宅取得・改修
支援事業 

空家改修も含めた新築、購入、改修を支援 

6 
高速バス活用による定住
対策補助金 

遠距離通勤者・通学者の経済支援 

7 転入定住者起業支援事業 起業する転入者に対し、補助金を交付 

 
③ 自治振興区による定住促進事業 

8 
自治振興区定住促進活動
支援事業 

自治振興区等が実施する地域独自の様々な定住促進活
動への支援 

9 
地域マネージャー活用事
業 

地域マネージャーの人件費相当分を自治振興区に交付 

10 
地域おこし協力隊員推進
事業 

地域社会の維持・地域への定住を促進するため、地域
おこし協力隊員を配置 
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