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本書について 

 

本書は、平成 25 年 11 月に策定した、「第１期 庄原いちばん基本計画」に     

掲載され、平成 25～26 年度に取り組んだ施策・事業について、その実績と成果、   

課題及び「第２期 庄原いちばん基本計画」策定における検討の経過をまとめたもの

です。 
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１．“庄原いちばんづくり”と「庄原いちばん基本計画」 

  

１１１１．．．．““““庄原庄原庄原庄原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””””    

 

“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「地域産業」「暮らしの「地域産業」「暮らしの「地域産業」「暮らしの            

安心」「にぎわいと活力」安心」「にぎわいと活力」安心」「にぎわいと活力」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。 

この「いちばんづくり」の「いちばん」とは、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「しあわせ」や「安心」、「達成感「しあわせ」や「安心」、「達成感「しあわせ」や「安心」、「達成感」」」」やややや「「「「満足感」満足感」満足感」満足感」といった、心の「いちばん」心の「いちばん」心の「いちばん」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」「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」「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」「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    

います。 

 

※ 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

２２２２．．．．「「「「庄原庄原庄原庄原いちばんいちばんいちばんいちばん基本計画基本計画基本計画基本計画」」」」    

 

「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ました。 

 

（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）に分けて整理しました。（本書は第１期計画掲載事業の実績をまとめています。） 

 

（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、掲載  

した施策・事業は、最優先で取り組むこととしました。 

 

（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ました。 

 

  

庄原いちばんづくり 

地域産業の地域産業の地域産業の地域産業の 
いちばん！いちばん！いちばん！いちばん！ 

農林業 ６次産業 
商工業 ほか 

暮らしの安心の暮らしの安心の暮らしの安心の暮らしの安心の 
いちばん！いちばん！いちばん！いちばん！ 

保健・医療・介護・福祉 
教育・危機管理 ほか 

にぎわいと活力のにぎわいと活力のにぎわいと活力のにぎわいと活力の 
いちばん！いちばん！いちばん！いちばん！ 

若者定住 観光交流 
自治振興 ほか 

新たな視点での政策 

「やっぱり、庄原がいちばんええよのぉ」 
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３３３３．．．．「「「「第第第第１１１１期計画期計画期計画期計画」」」」におけるにおけるにおけるにおける政策別政策別政策別政策別のののの主主主主なななな実績実績実績実績    

 

（１）「地域産業」のいちばん  

実績事業費：平成 25 年度 3333 億億億億 2,1432,1432,1432,143 万円万円万円万円・平成 26 年度 5555 億億億億 7,8267,8267,8267,826 万円万円万円万円 

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、また森林の資源   

活用、林業再生に向けた取り組みをめざした「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」のいちばんの主な実績としては、

関係者の皆さんの熱意が実った比婆牛ブランドの復活や、大きな期待を寄せられている 

超高速情報通信網整備及び住民告知システム整備の事業着手などが挙げられます。 

また、本市のシティプロモーションに活用している「ヒバゴン」と「キョロやまくん」

を模した「庄原いちばんロゴマーク」も広く市民の皆さんの間に浸透しています。 

ただ、本市の基幹産業、強みである農林業の甦生は未だ不十分であり、更なる振興策に

取り組む必要があります。 

 

（２）「暮らしの安心」のいちばん 

実績事業費：平成 25 年度 19191919 億億億億 3333,976,976,976,976 万円万円万円万円・平成 26 年度 16161616 億億億億 7777,,,,609609609609 万円万円万円万円 

「安心としあわせ」を感じることのできる社会環境の基盤、支えとなる、保健・医療・ 

福祉・介護および教育の充実や、高齢者の皆さんが生きがいを持ち暮らすことができる  

福祉サービス等の充実、また、次代を担う子どもを安心して産み、育てることのできる  

環境づくりを掲げた「暮らしの安心」のいちばん「暮らしの安心」のいちばん「暮らしの安心」のいちばん「暮らしの安心」のいちばんについては、様々な支援策を新たに打ち

出し、期待した効果を上げていると認識しています。 

しかし、市民の悲願でもある庄原市赤十字病院の産科医療再開が成らず、今後の最重要

課題と捉えており一層の努力を傾けなければなりません。 

また、「第１期計画」では文化、教育部門についての取り組みが少なかったことから、  

当該施策のさらなる強化に重きを置き、多様な教育施策を「第２期計画」に掲載しました。 

それにより、郷土を愛し、心豊かで、たくましく生きる力をはぐくむ学校教育と、市民

が生涯を通じ学ぶ機会を確保し、人間性豊かな個性を磨く生涯学習の充実により、次代の

活力ある庄原市を創る礎を築いていきます。 

 

（３）「にぎわいと活力」のいちばん 

実績事業費：平成 25 年度 1111 億億億億 596596596596 万円万円万円万円・平成 26 年度 8,3938,3938,3938,393 万円万円万円万円 

恵まれた本市の資源や環境を最大限に活用した観光交流は、本市の「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」

を生み出す無限の可能性を秘めており、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います。 

このため、観光に携わる関係者の努力と叡智を結集する「庄原観光いちばん協議会」を

設立し、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、そして折角の観光資源を埋もれたままにさせない、積極的な観光プロモーション

活動を強力に推進し、確かな感触を得つつあります。 

一方、「にぎわいと活力」の創出には、人口、特に若者の力が必要となることから、若者

をターゲットにした応援奨励金や、本市への帰郷定住を「市民総ぐるみ」で取り組むため

の「帰ろうや倶楽部」の創設など、新たな切り口の定住施策に取り組んでいますが、わが

国の人口減少の大きな流れの中では、即効薬的な効果は得にくいため、粘り強く地道な  

定住の取り組みを継続していかなければなりません。 



 

                                          3 
  

４４４４．．．．「「「「第第第第１１１１期計画期計画期計画期計画」」」」をををを踏踏踏踏まえたまえたまえたまえた「「「「第第第第２２２２期計画期計画期計画期計画」」」」のののの策定策定策定策定    

 

平成27年２月、「第１期 庄原いちばん基本計画」から“庄原いちばんづくり”の３つの   

分野別政策を承継し、平成27～28年度の期間内に取り組む施策・事業を取りまとめた、   

「第２期庄原いちばん基本計画」を策定しました。 

 

この「第２期計画」では、庄原市ならではの特性を踏まえた本市の将来の姿を見定め、   

分野別政策の方向性に沿った「次代につながる庄原市」の実現に資する施策・事業を新たに

掘り起こし、「第１期計画」から継続する事業を含め、最優先すべきものを取りまとめました。 

 

その策定の過程においては、「第１期計画」掲載事業の進捗管理を元に、事業の推進に   

あたっての課題や事業効果を丁寧に拾い上げ、スムーズな取り組みがなされている事業は 

その手法を、一方課題に直面した事業はその課題解決へ向けた方法を糧として「第２期計画」  

へのフィードバックを行いました。 

 

また、平成26年度からは、さらに幅広く市民の皆さんの意見をお聞きし、意見交換をする

場として、新たに市長懇談会「庄原いちばん談議」を実施し、「第２期計画」への掲載事業に

関する提言を受け、実際にこれらの中から多くの事業が「第２期計画」に掲載され、新たに

取り組みを進める運びとなりました。 

 

他方、「第２期計画」の策定にあたっては、「第１期計画」策定時には無かった、新たな   

着想を踏まえた事業も検討しました。 

一つには、安心を感じることのできる生活環境の集約化（コンパクトシティ）を意図した

もの、更には、市内各地に散らばる観光、農産物、文化・伝承など豊富な資源を有機的に   

繋げる、地域資源の活用を意図したものです。 

これらの新たな着想は、本市の将来像を描くグランドデザインとして検討しており、  

“いちばんづくり”においても、今後具現化に取り組むこととしています。  
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２．政策・施策別の実績、成果と課題（継は第2期計画へ継続した事業） 

１１１１．．．．「「「「地域産業地域産業地域産業地域産業」」」」のいちばんのいちばんのいちばんのいちばん    

 

（１）ブランド化の推進 

【主な実績】 

① ブランド名「比婆牛」の復活 【26 年度事業】 継 

 

 

 

 

 

 

・ 市やＪＡ庄原など関係７団体で構成する「あづま蔓振興会」を設立し、「第38の１岩田」

の遺伝子を受け継ぐ繁殖雌牛群「あづま蔓」の認定及び和牛肉「比婆牛」の認証を開始 

・ 「比婆牛」ブランドの高付加価値化のため、地域団体商標登録を特許庁に出願 

・ 繁殖雌牛「あづま蔓」及びその産子「比婆牛素牛」の増頭支援助成金 

繁殖和牛・あづま蔓造成 132 頭、人工授精・受精卵移植 306 件 

比婆牛肥育素牛導入   83 頭、 比婆牛素牛自家保留    9 頭 

 

■「あづま蔓」飼養頭数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

② こだわり米産地育成事業 【25・26 年度事業】 継 

 

 

 

  

・ 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 

平成 25 年度：商標登録費用等への助成（庄原・東城） 

平成 26 年度：生産資材・宣伝費等への助成（西城・東城） 

 

 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

あづま蔓振興会負担金 － 1,592 千円 

比婆牛ブランド化促進助成金   － 18,590 千円 

販促用資材等 － 1,469 千円 

合合合合    計計計計    －    21,65121,65121,65121,651 千円千円千円千円    

事業費等 平成 26 年度実績 

あづま蔓飼養頭数 360 頭 

比婆牛素牛肥育頭数 119 頭 

比婆牛出荷頭数 49 頭 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

こだわり米産地育成事業補助金  3,146 千円 3,474 千円 

 交付実績 ２件 ２件 
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③ 庄原市ＰＲロゴマークの作成と活用・シティプロモーション事業 【25・26 年度事業】 継 

 

    

    

    

    

・ 「庄原市ＰＲロゴマーク」の制定やキャラクター着ぐるみの 

作成など、市のＰＲ資材の整備を行うと共に、市公式 Facebook 

ページなどの多様なメディアを活用し幅広い市のＰＲを実施 

・ 市公式 Facebook 連動「庄原いちばんデジタルフォト 

コンテスト」の実施（応募点数 250 点） 

・ 「庄原市写真はがき」の配布 

（広報しょうばら平成 26 年７月・27 年１月号） 

 

【施策における成果・課題】 

  ■成果 

  ① 自然風土や土づくり、栽培、飼育の技術など、本市固有の条件や生産過程の特性を  

生かし、商品価値を高めた「庄原ブランド」の確立に向け、「比婆牛」ブランドの復活や、

こだわり米産地育成モデル事業に取り組み、一定の成果を得た。 

   ② 平成27年２月、こだわり米産地育成事業補助金の対象となった３団体・法人が「庄原

市ブランド米推進協議会」を設立し、将来的にブランド米生産販売体制の確立をめざす

こととなった。 

   ③ ロゴマークキャラクター「ヒバゴン」の着ぐるみは市内外の様々なイベントで活用  

されており、非常に高いＰＲ効果を上げている。また、これまでの媒体に加え即時性の

高いFacebookページによる情報提供や、これを活用したフォトコンテストなど新たな 

層への本市のＰＲが可能となった。 

 

■課題と今後の展開 

① 「比婆牛」については、大きな反響を得ているものの 

品薄の状況が続いており、増頭対策について、担い手の 

規模拡大・新規就農者の確保など、新たな対策を含め、 

今後一層の推進を図る必要がある。 

② 「庄原市ブランド米推進協議会」の活動を支援すると 

ともに、こだわり米産地育成事業補助金の方向性を検討 

する。 

   ③ 本市を俯瞰的に捉え、全庁統一的なＰＲの指針となる 

「シティプロモーション戦略」を策定し、より効果的な 

取り組みを進めていく必要がある。 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

ロゴマーク関連グッズの作成等  3,107 千円 1,819 千円 

庄原いちばんフォトコンテスト － 656 千円 

合合合合    計計計計 3,107 千円 2,475 千円 
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（２）６次産業の育成 

【主な実績】 

① 庄原市の逸品(農林水産加工品)づくり 【26 年度事業】 継 

 

 

    

・ 本市の強みである食材の宝庫を生かした観光地づくりを進め、地域経済の活性化を図る

ため、「高野の逸品100プロジェクト事業」をモデルとし、地元農畜産物を活用した「庄原

市の逸品（加工食品・料理）」の開発及び販売促進の取り組みを支援 

 コーディネーターによる特産品（29 品目）・料理（14 品目）開発支援、事業者への個別    

指導、パッケージデザイン作成補助金（24 件）、道の駅等売り場改善指導、逸品づくりお  

披露目会、逸品パンフレット作成、ネット販売網構築調査研究 など 

  

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 庄原市観光振興計画に基づき、「食材の宝庫を生かした観光地域づくり」の実践母体と

して、観光事業者等からなる「庄原観光いちばん協議会」を設立した。 

また、「庄原観光いちばん協議会 逸品部会」を中心に、６次産業化による地域経済の

活性化を具現化する取り組みを行い、「庄原市の逸品（特産品29品目・料理14品目）」を

開発した。 

 

■課題と今後の展開 

① 飲食業者及び食品加工業者のモチベーションをどう 

高めていくか、研究の余地がある。 

② 原材料となる市内農畜産物の確保・供給体制の確立、 

 加工、販売に至るまでの６次産業化の更なる推進を図る 

 必要がある。 

③ ネット通販については、当初参画を想定した事業者に 

ついて、先進地の状況を調査した結果、費用対効果が低い 

と判断し、他事業者によるネットショップサービスの 

活用を検討した。 

  逸品の販売促進や全国への本市の魅力発信の手段として、 

ネット販売チャネルの構築は必要不可欠であり、早期の 

販売網の整備を行う。 

 

        

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

庄原観光いちばん協議会負担金  － 8,950 千円 
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（３）農業の担い手育成 

【主な実績】 

① 新規就農者総合支援事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 新規就農者への就農準備支援 

 

 

 

 

・ 新規就農者への機械・施設整備助成 

 

 

 

 

 

 

② がんばる農業支援事業【認定農業者型】 【25・26 年度事業】 継 

・ 認定農業者への機械整備助成 

 

 

 

 

 

 

③ 農業法人育成事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 集落での法人組織化や組織活動への支援 

 

 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 農業の担い手育成として、新規就農者総合支援事業、がんばる農業支援事業（認定  

農業者型）、農業法人育成事業に取り組み、地域農業の中心となる担い手の育成・支援を

図った。 

  

■課題と今後の展開 

① 庄原市農業振興計画に基づく、新規就農者や認定農業者の支援策、集落での農業を  

支える営農組織の活動に対する支援策を確実に実施することにより、本市の基幹産業で

ある農業担い手の育成・確保を図る必要がある。 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

新規就農者育成事業奨励金    1,330 千円 1,680 千円 

 交付実績 ２件 ２件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

就農施設等整備補助金      8,941 千円 11,311 千円 

交付実績 ４件 ６件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

がんばる農業支援事業補助金   9,646 千円 11,509 千円 

 交付実績 29 件 28 件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

農業法人育成事業補助金     15,506 千円 （制度改正により事業廃止） 

交付実績   ２件 － 

経営高度化支援事業補助金 10,583 千円 11,714 千円 

交付実績 ７件 ５件 
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（４）地域木材の利用促進 

【主な実績】 

① 地域材の利用促進事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 地域材を利用した木造住宅新改築への助成 

 

 

 

 

 

 

 

■公共施設での地域材利用実績 

 

 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 地域材を利用した住宅建築への奨励金の交付により、地域材の活用が図られた。 

また、東城小学校・東城学校給食共同調理場の整備において、地域材を活用し整備を

実施した。 

 

■課題と今後の展開 

① 現状の木造住宅等への用材としての利用促進と、未利用材のペレット燃料等への有効

活用を継続する。 

  また、木材需要増加の動きがあるため、市内外を含めた地域材の有効活用を検討する

必要がある。 

 

 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

地域木材住宅建築普及事業奨励金 4,800 千円 2,600 千円 

 交付実績 
９件 

（うち新築 8、改築 1） 

５件 

（うち新築 4、改築 1） 

 地域材の利用量 182 ㎥ 106 ㎥ 

事業箇所 平成 25 年度実績 

東城小学校 990 ㎥ 

東城学校給食共同調理場 ７㎥ 
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（５）林業振興とさとやま環境の保全 

【主な実績】 

① 森づくり事業の計画的な実施 【25・26 年度事業】 継 

  ・ 人工林、里山林の整備による森林の公益的機能の維持及び生活環境や景観の保全 

 

 

 

 

 

 

② 森林整備加速化・林業再生事業の計画的な実施 【25・26 年度事業】 継 

・ 境界の明確化、路網整備、間伐による森林整備 

 

 

 

 

 

 

 

③ 再造林支援事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 広島県施行の再造林助成事業にかかる独自の上乗せ助成 

 

 

 

 

 

④ 木の駅プロジェクトの事業化 【26 年度事業】 継 

・ 個人林家が搬出した木材を地域通貨で買取る事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

ひろしまの森づくり事業費 143,943 千円 143,106 千円 

人工林対策事業施業面積 308ha 339ha 

里山林対策事業施業面積 34ha 28ha 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

森林整備加速化・林業再生事業費 113,625 千円 51,175 千円 

境界明確化施業面積 415ha 278ha 

 路網整備 30,846ｍ 24,632ｍ 

間伐事業施業面積 44ha － 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

再造林支援事業補助金 512 千円 912 千円 

再造林事業施業面積 ６ha 11ha 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

木の駅プロジェクト事業補助金等 － 1,713 千円 

木材出荷量 － 278 トン 

 木材出荷登録者数 － 88 人 

地域通貨「里山券」利用店舗数 － 38 店舗 
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⑤ Ｊ－クレジットへの取り組み 【26 年度事業】 

・ Ｊ－クレジット制度（※）の調査・研究を進める。 

 

 

 

   ※ CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① ひろしまの森づくり事業及び森林整備加速化・林業再生事業により、広範な森林に  

おいて環境整備や間伐等、適切な森林資源の管理を実施した。 

② 人工林伐採後の再造林に対し支援を行い、再造林施業を促進した。 

③ 木の駅プロジェクト推進事業により、東城地域において住民による山林の自主保全と、

地域経済の活性化を図る仕組みが構築された。 

④ Ｊ-クレジット制度については制度説明会への参加、先例地（岡山県津山市）への視察

調査等の結果、森林経営活動実施においてＪ-クレジットの創出は可能との見解を得た。 

 

■課題と今後の展開 

① 「森づくり事業」により、手入れが不十分な人工林・里山林を整備し、森林の公益的 

 機能を高めるとともに、特認事業の活用を含め、地域単位での森づくりを推進する必要

がある。 

② 森林整備加速化・林業再生事業を活用し、森林境界の明確化、路網整備を行い、森林

の基盤整備を通じた間伐材等の搬出促進により、森林活用を積極的に推進する必要が 

ある。 

③ 木の駅プロジェクト事業は、東城町での事業について、  

市の補助金終了後も自立して事業を継続できるよう助言指導

を行うとともに、どのような事業スキームで他地域へ波及 

させていくべきか検討する。 

④ Ｊ-クレジット制度への取り組みの事前の条件整備として、 

「市有林・分収林管理経営計画」の策定、対象森林の検討、   

「森林経営計画」の策定を行う。 

 

 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

Ｊ－クレジット調査研究経費 － 11 千円 
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（６）地元事業所の経営支援 

【主な実績】 

① 超高速情報通信網の整備 【26 年度事業】 継 

・ 市内全世帯で高速通信サービスが利用可能な環境を整備 

 

 

 

  ・ 整備事業者を決定し、整備内容について住民説明会を実施するとともに、住民告知サー

バ等を整備 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 超高速情報通信網の整備内容について、事業者決定後に市内７地域で住民説明会を 

開催し、整備について住民へ理解を求めた。 

② 超高速情報通信網に係る住民告知サーバ等を整備し、平成27年度からの本格運用に 

備えた。 

 

■課題と今後の展開 

① 平成27年10月の本格運用開始に向け、各自治会単位の説明会において、告知システム

が市民の生命・財産を守るため必要な機器であることを丁寧に説明し、できるだけ多く

の方に告知システムを利用していただけるよう努力する。 

     また、事業者等に対しても説明会を開催し、超高速情報通信網の整備内容の周知を 

図る。 

 

 

（７）実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業（既出事業を除く） 

事業名 事業内容等 地域 H25 実績 H26 実績 

農業自立振興事業 

家畜飼育施設増改築等補助 

H25:畜舎新築 1 件・改築 2 件、堆肥舎新築 1 件 

H26:畜舎改築 1 件 
全域 3,954 311 

農業自立振興事業和牛飼育農業

法人施設整備補助 

H25:畜舎新築 1 件・改築 1 件 

H26:畜舎改築 1 件、堆肥舎新築 1 件 
全域 2,337 2,191 

                                合合合合                計計計計     6,291 2,502 

    

    

        

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

住民告知用サーバ等整備工事 － 303,480 千円 
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２２２２．．．．「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの安心安心安心安心」」」」のいちばんのいちばんのいちばんのいちばん    

 

（１）子育て支援の充実 

【主な実績】 

① 乳幼児等医療費助成の拡大 【26年度事業】 継 

・ 乳幼児及び児童の医療費自己負担(入院・通院)の助成対象を拡大 

 

 

 

 

 

   ■制度改正の概要 

平成26年７月までの対象児童 平成26年８月からの対象児童 

小学６年生まで 中学３年生まで拡大 

 

 

 

② おたふくかぜ等ワクチン接種助成金 【26年度事業】 継 

・ 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)及び水痘(水ぼうそう)のワクチン接種費用全額助成 

 

 

 

 

 

 

■制度改正の概要 

種 別 接種期間 １人当たり助成額 

おたふくかぜ 
生後12か月以上84か月未満かつ 

小学校就学前（市独自助成） 
6,000円 

水ぼうそう 

生後12か月以上36か月未満 

（36か月以上84か月未満かつ小学校就学前 

までは市独自助成） 

8,000円 

 

 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

乳幼児等医療費助成 － 67,328 千円 

受給者数 （3,299 人） 3,716 人 

支給件数 （30,630 件） 33,773 件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

おたふくかぜワクチン接種助成金 － 2,574 千円 

接種者数 － 429 人 

水ぼうそうワクチン接種助成金 － 1,280 千円 

接種者数 － 160 人 
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③ 保育料の軽減 【26年度事業】 継 

・ 第３子以降の保育料無料化 

 

 

 

■制度改正の概要 

平成25年度まで 平成26年度から 

・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) 

・１人入所(第１子又は第２子の場合100％負担) 

・２人が同時入所 

(第１子第２子の場合２人目は1/2に減額) 

・第３子以降は同時入所児童の有無に 

かかわらず無料(未満児含む) 

 

 

 

④ 私立幼稚園就園奨励費補助金 【26年度事業】 継 

・ 第３子以降の幼児に対する私立幼稚園の保育料等免除への助成 

 

 

 

 

 

 

 

■制度改正の概要 

平成25年度まで 平成26年度から 

小学３年生までの児童を有する世帯につい

て、所得により保育料の保護者負担を軽減 

従前に加えて、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化 

 

 

⑤ ファミリーサポート事業利用者負担の軽減 【26年度事業】 継 

・ ファミリーサポート事業利用者負担金を軽減 

 

 

 

 

 

■制度改正の概要 

平成25年度まで 平成26年度から 

利用者負担金 400円/１時間・・・(2/3負担) 利用者負担金 300円/１時間・・・(1/2負担) 

 

 

 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

保育料調定額 （241,200 千円） 200,750 千円 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

私立幼稚園就園奨励費補助金 － 4,483 千円 

 交付実績 （37 件） 37 件 

私立幼稚園第３子以降就園補助金 － 1,039 千円 

 交付実績 － ６件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

ファミリーサポート謝金 － 761 千円 

 利用件数 （851 件） 1,113 件 

 登録会員数 （622 人） 623 人 
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⑥ 出産祝い金の見直し 【25・26年度実績なし】（出産祝い金の見直しは平成27年４月から） 

 

 

⑦ 入学祝金事業 【26年度事業】 継 

・ 小学校及び中学校(特別支援学校小学部及び中学部含む)の新入生へ入学祝金を支給 

 

 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

   ① 乳幼児及び児童について医療費の一部を助成することにより、子育て家庭の経済的 

負担の軽減及び「暮らしの安心」に寄与してきたが、平成26年８月より乳幼児医療費  

助成事業の対象年齢を15歳まで拡大し、子育て家庭の更なる負担の軽減を図り、早期  

受診による重症化予防に努めた。 

② 平成26年４月から水痘とおたふくかぜワクチンの予防接種を全額公費負担とし、感染

症の予防と接種者の負担の軽減に努めた。なお、平成26年10月から水痘ワクチンの予防

接種が定期接種となっている。 

③ 第３子以降の保育料について、同時入所の有無ににかかわらず無料とし、多子世帯の

負担軽減を図った。 

④ 私立幼稚園第３子以降就園補助金を創設し、第３子以降の保育料について実質的な 

無償化を行った。 

⑤ ファミリーサポート利用負担金を軽減することで、利用者の経済的負担を軽減するこ

とに併せ、土日・祝日・宿泊・病後児の支援等、子育て家庭の多様なニーズにきめ細かく

対応し、利用者の要望に応える支援活動が広がっている。 

⑥ 学校との連携により、全ての対象者に入学祝金を支給することができ、祝意を表すと

ともに保護者の経済的負担を軽減した。 

 

■課題と今後の展開 

   ① 予防接種の勧奨を継続して実施することで、対象者全員が接種するように努める。 

 ② 多様なニーズに対応できる提供会員が不足しているため、ファミリー・サポート事業

について各地域で理解が深まるよう情報提供を行い、会員の拡大を推進する。 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

入学祝金 － 15,150 千円 

 支給者数（小学生：20 千円/人） － 294 人 

 支給者数（中学生：30 千円/人） － 309 人 
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（２）医療体制の整備 

【主な実績】 

① 小児科救急医療支援事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 小児科救急医療の 365 日・24 時間対応を図るための公的医療機関（庄原赤十字病院） 

への財政支援 

 

 

 

 

 

 

② 婦人科外来医療体制確保支援事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 婦人科外来体制を維持・確保するための公的医療機関（庄原赤十字病院）への財政支援 

 

 

 

 

③ 公的病院医療体制整備支援事業 【25・26 年度事業】 継 

・ 公的医療機関（庄原赤十字病院）における救急医療体制確保及び産科医療の早期再開の

ための財政支援 

 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

 ① 庄原赤十字病院の小児医療の安定的な確保、婦人科外来の維持及び救急医療体制確保

を図るために財政支援を行うことで、総合病院としての医療機能の維持及び充実が図ら

れた。 

 

■課題と今後の展開 

① 全国的に、産婦人科や小児科をはじめ特定診療科の医師不足と偏在が課題となってい

るが、関係機関と連携し、庄原赤十字病院における産科医療の早期再開に取り組む必要

がある。 

② 医師の慢性的不足に対応するため、「庄原市の地域医療を考える会」の活動を通じ、  

地域医療の課題を共有するとともに、医師と住民の信頼関係構築、医師が働きやすい 

環境整備など医師等確保に向けた 

事業を実施する必要がある。 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

救急医療対策補助金（小児科救急） 1,921 千円 1,921 千円 

 延べ患者数 389 人 386 人 

 当番日数 73 日 73 日 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

公的医療機関整備補助金（婦人科外来） 7,387 千円 7,580 千円 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

公的医療機関整備補助金（救急医療体制） 96,188 千円 96,818 千円 

    〃    （産科医療体制整備） － － 
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（３）高齢者施設への入所待機者の解消 

【主な実績】 

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 【25・26 年度実績なし】 

・ 平成26年度民間で実施（18床増） 

■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（市調査）※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 【26 年度事業】 継 

・高齢者施設への入所待機者の解消、在宅介護推進のための関係施設の整備支援 

 

 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 第５期庄原市介護保険事業計画に基づき民間事業者が 

整備する、地域密着型の小規模多機能型居宅介護事業所

整備経費を助成し、住み慣れた地域での生活を継続でき

る在宅介護体制整備への支援を行うことができた。 

 

 

 

 

■課題と今後の展開 

① 介護保険サービス事業所の整備は介護給付費の増加要因の一つであることから、年々 

本市の介護給付費が増大している状況を踏まえ、市民ニーズに応えつつ、介護保険事業

計画による計画的施設整備を図る必要がある。 

 

 

  

事業箇所 平成 25 年度 平成 26 年度 

特別養護老人ホーム待機者（4/1 現在） 206 人 228 人 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

地域介護拠点施設整備費補助金 30,000 千円 61,800 千円 

施設等開設準備等支援補助金 3,600 千円 10,940 千円 

 新規開設施設数 １施設 ２施設 
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（４）安心と生きがいを感じることのできる環境づくり 

【主な実績】 

① おたがいさまネット事業の全地域拡大 【25・26 年度事業】 継 

・ 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 

 

 

 

 

 

② 民間事業所訪問見守り事業 【26 年度事業】 

・ 民間事業所と市が協定を締結し、多層的な見守り体制を構築 

 

 

 

 

③ 敬老(100 歳以上)祝金事業 【26 年度事業】 継 

・ 市内の100歳以上の高齢者に祝金を支給、26年度から満100歳到達者に祝金を別途支給 

 

 

 

 

■制度改正の概要 

平成25年度まで 平成26年度から 

・100歳以上の対象者１人あたり10千円 

・100歳以上の対象者１人あたり10千円 

・当該年度の100歳到達者に１人あたり 

10千円を別途支給 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 安心生活創造事業について、平成26年度新たに支援を行った３地域を含め、12地域に

対して見守りの仕組みづくりを支援した。現在、市内９地域においておたがいさま事業

を実施し、１地域で独自の見守りを実施している。 

   ② 敬老祝金について、市長が対象者に直接祝金を支給することで、当該高齢者が長寿で

ある喜びと生きがい等の生活意欲向上が図られた。 

 

■課題と今後の展開 

① 安心生活創造事業は、市内全域への拡大を目標に、これまで全ての自治振興区に事業

の意義や内容を説明できた。しかし、様々な地域事情により取組が進んでいない地域も

ある。 

立ち上げ支援にかかる委託事業は平成 27 年度で終了予定であり、今後関係機関と協議

し、未実施地域に重点的に働きかけを行う必要がある。 

   ② 民間事業者による見守り体制については、既に自治振興区を中心に事業者と連携し 

体制を整備している地域もあり、関係団体とお互いの役割分担を協議しながら、効果的

な見守り体制の実施を検討していく。 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

安心生活創造事業委託料 6,600 千円 3,750 千円 

 体制整備済み地域数 9 地域 10 地域 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

見守り協力事業所登録シール等 － 821 千円 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

敬老祝金 － 840 千円 

 支給人数（うち 100 歳到達者） － 65 人（19 人） 
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（５）地域防災の推進 

【主な実績】 

① 長寿命化計画の策定 【25・26 年度事業】 継 

・ 橋梁や水道施設などインフラ資産を対象とした長寿命化計画の策定及び長寿命化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 超高速情報通信網の整備 【26 年度事業】 継【再掲】 

・ 市内全世帯で高速通信サービスが利用可能な環境を整備 

 

 

 

 

③ 携帯電話不感地域の解消 【26 年度実績なし】 

・ 超高速情報通信網の整備と連動した携帯電話不感地域の解消策の検討、研究 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 超高速情報通信網の整備内容について、事業者決定後に市内７地域で住民説明会を 

開催し、整備について住民へ理解を求めた。 

② 超高速情報通信網に係る住民告知サーバ等を整備し、平成27年度からの本格運用に 

備えた。 

 

■課題と今後の展開 

① 平成27年10月の本格運用開始に向け、各自治会単位の説明会において、告知システム

が市民の生命・財産を守るため必要な機器であることを丁寧に説明し、できるだけ多く

の方に告知システムを利用していただけるよう努力する。 

② 市内の一部では携帯電話不感地域が残存しており、その解消策として、今後は本市の

補助により敷設される超高速情報通信網を活用した携帯電話基地局の整備を携帯電話

事業者に対し要望する。 

  また、宅内で携帯電話の利用が困難な世帯に対し、インターネット技術を利用した  

フェムトセル（※）サービスが利用できるよう、超高速情報通信網整備運営事業者や携帯

電話事業者へ働きかけを行う。 

 

※ 低出力でサービス提供（電波出力）範囲の狭い携帯電話用の超小型基地局で、一般家庭や小規模   

オフィスでの使用を想定した通信機器 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

橋梁長寿命化計画策定 6,730 千円 － 

橋梁長寿命化事業 5,126 千円 100,019 千円 

庄原市地域水道ビジョン策定 16,969 千円 － 

都市公園長寿命化計画策定 11,506 千円 － 

公共下水道施設長寿命化計画等策定 12,136 千円 9,936 千円 

農集施設機能診断業務委託 － 12,082 千円 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

住民告知用サーバ等整備工事 － 303,480 千円 
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（６）実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業（既出事業を除く） 

事業名 事業内容等 地域 H25 実績 H26 実績 

児童福祉施設整備事業 

庄原地区保育所耐震化 
H26:耐震設計委託（高保育所） 庄原 - 3,418 

児童福祉施設整備事業 

西城保育所改築 
H26:地形測量委託 西城 - 1,080 

児童健全育成施設整備事業 

東城地区放課後児童クラブ 

H26:設計監理、建築工事、備品整備 

  （小奴可小放課後児童クラブ） 
東城 - 1,556 

小学校整備事業 

庄原小学校 

H25:実施設計等 

H26:改築工事、工事監理、敷地実施設計等 
庄原 15,597 850,547 

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、耐震化工事、仮設校舎リース等 
西城 2,174 73,618 

小学校整備事業 

東城小学校 

H25:工事監理、校舎改築、仮設校舎リース等 

H26:グランド整備、外溝工事、備品整備等 
東城 740,460 74,370 

中学校整備事業 

庄原中学校 
H25：敷地整備工事、屋内運動場解体工事等 庄原 302,261 - 

学校屋内運動場整備事業 

天井等落下防止対策 

H26：天井耐震改修（口南小、口北小） 

調査設計（東城小） 
全域 - 33,842 

学校給食施設整備事業 

東城地区 
H25:工事監理、新築工事、備品整備等 東城 310,454 - 

道路新設改良事業 

庄原小学校線 

L=220 W= 9.0 

H25:用地補償、H26:改良工事、電柱移転補償 
庄原 7,758 33,800 

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工事、 

駐車場造成工事等  
庄原 182,133 - 

歯科診療所整備事業 

口和地区 
H26：炭酸ガスレーザー 口和 - 2,916 

診療所整備事業 

高野地区 

H25：X 線撮影装置 

H26：自動分包機 
高野 2,505 1,231 

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、西城ﾎﾟﾝﾌﾟ車更新等 

H26：消防無線ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化対応、口和ﾎﾟﾝﾌﾟ車更新等 
全域 178,253 200,594 

                                合合合合                計計計計     1,741,594 1.276.972 
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３３３３．．．．「「「「にぎわいとにぎわいとにぎわいとにぎわいと活力活力活力活力」」」」のいちばんのいちばんのいちばんのいちばん    

    

（１）観光交流の推進 

【主な実績】 

① 観光振興計画の策定 【25 年度事業】 

・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 

 

 

 

 

② 観光振興事業の推進 【26 年度事業】 

   

・ 観光振興計画の施策体系「さとやまの特色を生かした観光地域づくり」「観光情報発信の

強化と観光客の周遊促進」「観光推進体制の充実と人材の育成」に沿った観光施策を展開 

               観光プロモーション事業：積極的な庄原市PR広告と観光 

プロモーション活動、観光ポスター・ 

パンフレットの作成、観光ＨＰリニューアル等 

花と緑のまちづくり：ガーデンフェスティバルの開催、 

                       花めぐりハンドブックの作成 

体験型教育旅行誘致推進：民泊家庭研修、先進地視察 

広域周遊観光推進：備北丘陵公園への瀬尾公治ギャラリー設置、 

雪山バスツアー・スキー教育旅行の誘致等 

観光推進のための仕組みづくり：観光地づくり講座の開催 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 本市への観光誘客を進めるため、「庄原観光いちばん協議会」などにおいて、観光   

キャラバンを実施。中四国、九州、関西の旅行会社約50事業所を訪問し、ツアー造成   

などにつなげた。 

② 新聞・雑誌・テレビなど、多様なメディアを活用した広告ＰＲで認知度向上及び観光

誘客を図ると共に、中国横断自動車道尾道松江線の全線開通を好機とし、本市の強みで

ある「山遊び「花と緑」「おいしい食」のイメージ定着を狙った観光ポスターを作成。 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

庄原市観光振興計画策定業務委託 3,192 千円 － 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

観光プロモーション事業（庄原市 PR 広告、ポスター・ 

パンフレット作成、観光ＨＰリニューアル等） 
－ 17,502 千円 

花と緑のまちづくり（庄原観光いちばん協会負担金） － 5,000 千円 

体験型教育旅行誘致推進 

（体験型教育旅行誘致推進業務委託） 
－ 2,350 千円 

広域周遊観光推進（瀬尾公治ギャラリー設置、 

ひろしま雪山誘客促進協議会負担金等） 
－ 6,287 千円 

観光推進のための仕組みづくり 

（観光地づくり講座実施業務委託） 
－ 1,494 千円 

合合合合    計計計計    －    21,65121,65121,65121,651 千円千円千円千円    
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更に周遊観光パンフレット「ぐるたび」を 作成し、見る・食べる・遊ぶなどの観光   

スポットを組み合わせた観光ルートを提案し、雑誌テイストのデザインおよび誌面構成

に観光客から高い評価を受けた。 

庄原観光ホームページについても全面リニューアルを 

行い、ユーザビリティが向上したことで、滞在時間と 

ページビュー数が延びた。 

③ 「花と緑」をテーマとした広域観光周遊連携の機運を 

盛り上げる「ガーデンサミット」や、「花と緑」の催しを 

一堂に集めた「ガーデンフェスティバル」を実施し、 

「花と緑のまち・庄原」を広くＰＲした。 

④ 体験型教育旅行の受入組織である「庄原市さとやま体験交流協議会」を設立し、112軒

の家庭に民泊登録をいただくと共に民泊家庭研修などを実施、受け入れ態勢を整えた。 

⑤ 雪山誘客を図るため、営業活動およびスキー教育旅行用の 

パンフレット作成を行った。併せて旅行会社によるスキーバス

ツアー造成を支援し、延べ835名を誘客した。 

また、本市出身の漫画家・瀬尾公治氏の漫画作品と関連資料 

を集めた「瀬尾公治ギャラリー」を国営備北丘陵公園内に設置

し、全国各地からファンを誘客した。 

⑥ 2013年度の観光動態調査やＧＡＰ調査の結果をマーケティン                          

グデータとして活用し、観光商品の開発を学ぶ「観光地づくり 

講座」（3回連続講座）を開催。観光関係者や事業者など約30名

が参加し、観光人材の育成を図った。  

 

■課題と今後の展開 

① 観光関係者による「庄原観光いちばん協議会」を本市の観光振興の中核的組織とし、

関係者等の連携強化や観光資源のマネージメント等、関係施策を総合的かつ計画的に 

推進するため、庄原市観光協会の体制強化などにより観光の産業化を図る。  

② 豊かな自然と歴史を生かした山遊びの充実、花と緑のまちづくりの推進、食材の宝庫

を生かした観光地域づくりなど、「さとやまの特色を生かした観光地域づくり」を推進 

していく。 

③ 県内外へのＰＲ、情報の効率的な集約と発信、継続的な観光事業の実施が重要であり、

観光情報を効果的に市内外へ発信するため、認知度向上に向けたプロモーションの強化

を図る。 

④ 平成26年度末に中国やまなみ街道が全線開通し、交流人口の拡大が期待される中、  

道の駅など観光拠点施設からの市内周遊を促すとともに、市内外の広域周遊観光を推進

していく。 

⑤ 平成27年度に庄原市観光協会が予定している地域限定旅行業の取得を支援し、独自の

旅行企画立案による市内の周遊観光を促進するとともに、自立した組織をめざして観光

協会の体質強化を図る。 
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（２）若者定住の促進 

【主な実績】 

① 新婚世帯定住促進事業 【25・26 年度事業】 

・ 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への助成 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 新婚世帯定住促進事業では、市内の民間賃貸住宅に居住する若年新婚世帯を対象に 

１年間の家賃補助をすることで、経済的支援を受けた新婚世帯が市内に定住するきっか

けとなっている。 

 

■課題と今後の展開 

① 定住促進のための支援事業として、定住につながったどうか交付終了後の対象者の定

住状況を把握するとともに、事業検証を行い、若年層の定住促進を図る必要がある。 

    

 

（３）転入定住の促進 

【主な実績】 

① 転入定住者起業支援事業 【25・26 年度事業】 

・ 転入定住者(Ｉ・Ｕターン者) を対象とした起業に要する経費への助成 

 

 

 

 

 

② 転入定住者住宅取得・改修支援事業 【25・26 年度事業】 

・ 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への助成 

 

 

 

 

 

③ 自治振興区定住促進活動支援事業 【25・26 年度事業】 

・ 自治振興区等を対象とした定住促進活動への助成 

 

 

 

 

・ 補助金を交付した自治振興区 

平成 25 年度 敷信・田森・口和・上高・総領 

平成 26 年度 敷信・田森・口和・上高・比和・総領 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

新婚世帯定住促進補助金 9,459 千円 4,821 千円 

 交付実績 58 件 26 件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

転入定住者起業補助金 2,000 千円 2,000 千円 

 交付実績 １件 １件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

転入定住者住宅取得及び改修補助金 7,298 千円 9,980 千円 

 交付実績 ９件 14 件 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

自治振興区定住促進活動補助金 1,436 千円 1,543 千円 

 交付実績 ５自治振興区 ６自治振興区 
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【施策における成果・課題】 

■成果 

① 定住に関する相談件数は168件であった。こうした相談を受けた中で、新たに市全体で

25世帯、53人の定住が実現した。 

② 本市への定住促進を図るため、本市域内で起業しようとする転入定住者に対し、支援

補助事業を実施し、本年度は１件の申請があり審査会を経て１件の起業者に対して支援

を行った。 

③ 移住希望者の住宅取得や改修による快適な住宅環境の確保は、定住に結びつくこと 

から、空き家改修も含めた新築、購入、改修を支援する事業で14件の新たな定住が促進

された。 

④ 自治振興区等が主体的に取り組む地域独自の様々な定住促進活動への支援として、 

補助事業を実施し、６自治振興区に対して支援を行った。 

 

■課題と今後の展開 

① 定住促進のための支援事業として、起業者への支援を継続し、起業後の動向をさらに

検証のうえ、事業の自立性、継続性が定住に結びつくよう支援していく。 

② 自治振興区が自主的に実施する地域独自の情報発信、空き家情報調査など、定住促進

活動を支援し定住促進を図る。 

③ 定住対策については、具体的なさとやま暮らしのイメージや、実際の定住者の声を  

伝え、暮らしに役立つ地域情報や支援制度などをホームページやパンフレットで紹介し、

定住フェアにも積極的に出展し定住相談の機会を増やす。 

④ 定住相談に対し、空き家情報が不足している状況であり、自治振興区や業者等と連携

を進めながら、空き家バンク制度の充実を図る。 
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（４）帰郷定住（Ｕターン）の促進 

【主な実績】 

① “帰ろうや倶楽部”の創設 【26 年度事業】 

・ 本市への帰郷定住を「市民総ぐるみ」で展開する “帰ろうや倶楽部”を創設し、 

帰郷対象者に、庄原の故郷情報や就職情報を定期的に提供し故郷とのつながりを維持する

とともに、帰郷の呼びかけを実施し帰郷定住を推進 

 

 

 

  ・ 年３回会報等を会員に向け送付 

 

■個人会員の状況（合計 85人） 

年齢   職業  

20代以下 49人  学生 29人 

30代 10人  被雇用者 36人 

40代 ８人  自営業（農業含む） ６人 

50代 10人  無職 14人 

60代以上 6人    

不明 2人    

■事業所会員の状況（合計 ７事業所） 

業種  業種  

印刷製本業 １事業所 サービス業 ３事業所 

介護福祉業 １事業所 畜産農業 ２事業所 

 

 

② 庄原暮らし出前講座事業 【26 年度実績なし】 

・ 市内で働く先輩等が地元の高校に出向き、庄原での生活を語り、若年層の地元理解や   

定住意識を促進（一部の市内高校で自主的な取り組みとして実施） 

    

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 定住を希望する若者やその家族、市内事業所、自治振興区などを会員とする庄原市  

定住推進組織「帰ろうや倶楽部」を設置することで、本市への若者の帰郷定住を市民  

総ぐるみで展開し、定住情報、就職情報や故郷情報を提供し帰郷の呼びかけを行うこと

で、２名の個人会員の帰郷定住につながった。 

 

■課題と今後の展開 

① 「帰ろうや倶楽部」の個人会員、応援会員の増員を図り、多様なニーズに対応する   

情報を提供し、帰郷のきっかけをつくることにより、帰郷定住を推進する。 

② 出前講座事業については、平成26年度において、一部の市内高校で既に同様な事業に

取組まれており、他の市内高校への展開が求められる。 

 

 

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

「帰ろうや倶楽部」会報発送等 － 211 千円 
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（５）若者の就業支援 

【主な実績】 

① 若者就職・起業応援事業 【26 年度事業】 

・ 本市への定住を前提に市内に居住する若者(40歳以下)の就職・起業奨励金を支給 

 

 

 

 

 

 

【施策における成果・課題】 

■成果 

① 40歳以下の若者の就業支援を目的に、若者を雇用した14事業所の雇用主に対し、一人

当たり10万円を奨励金として交付した。この14事業所では21名の若者の雇用があった。 

 

■課題と今後の展開 

① あとつぎ促進奨励金、起業促進奨励金については申請がなかったことから、更に精緻

な現状分析が必要と考えている。 

  なお、あとつぎ促進奨励金については問い合わせ自体はあることから、周知不足とい

うよりもニーズの問題であると考えている。 

② 「待っとるよ！庄原定住プロジェクト」の事業検証を引き続き実施するとともに、「に

ぎわいと活力」のいちばん事業として、若者定住、転入定住、帰郷定住に掲げる定住支

援事業を推進していく。 

 

■地区別の定住実績                           (人) 

 庄原 西城 東城 口和 比和 高野 総領 合合合合    計計計計    

平成 25 年度 38 0 2 1 1 0 1 45454545    

平成 26 年度 34 5 2 10 0 0 2 53535353    

 

■年齢別の定住実績                            (人) 

 
10 歳 

以下 

20 歳 

以上 

30 歳 

以上 

40 歳 

以上 

50 歳 

以上 

60 歳 

以上 

70 歳 

以上 
不詳 合合合合    計計計計    

平成 25 年度 10 6 12 2 3 3 1 8 45454545    

平成 26 年度 7 3 13 7 4 11 5 3 53535353    

 

  

事業費等 平成 25 年度実績 平成 26 年度実績 

雇用促進奨励金 － 2,100 千円 

 交付実績 － 14 事業所（21 人） 

あとつぎ促進奨励金 － 0 千円 

起業促進奨励金 － 0 千円 
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（６）実施計画で「いちばんづくり事業」とする普通建設事業（既出事業を除く） 

事業名 事業内容等 地域 H25 実績 H26 実績 

自治振興センター整備事業 

庄原地区 

H25：峰田センター外装修繕工事 

敷信センター駐車場整備工事、用地費等 
庄原 26,802 - 

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：外壁塗装工事 
西城 48,633 12,107 

自治振興センター整備事業 

東城地区 
H26：八幡・帝釈センターエアコン設置 東城 - 6,242 

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 7,140 5,508 

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 - 6,782 

                                合合合合                計計計計     82,575 30,639 
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参考資料 

各年度各年度各年度各年度のののの施策施策施策施策体系体系体系体系別別別別事業費事業費事業費事業費    

 

■平成 25 年度                              （千円） 

施 策 事業費 
財 源 

国・県費 市債 その他 一般財源 

地域産業 321,430 257,525 0 343 63,562 

暮らしの安心 1,939,757 494,771 1,077,700 114,740 252,546 

にぎわいと活力 105,960 58,000 0 0 47,960 

合合合合    計計計計    2,367,1472,367,1472,367,1472,367,147    810,296810,296810,296810,296    1,077,7001,077,7001,077,7001,077,700    115,083115,083115,083115,083    364,068364,068364,068364,068    

 

 

 

■平成 26 年度                              （千円） 

施 策 事業費 
財源 

国・県費 市債 その他 一般財源 

地域産業 578,263 198,275 144,500 163,884 71,604 

暮らしの安心 1,676,094 457,574 935,600 87,815 195,105 

にぎわいと活力 83,927 14,400 0 10,464 59,063 

合合合合    計計計計    2,338,2842,338,2842,338,2842,338,284    670,249670,249670,249670,249    1,080,1001,080,1001,080,1001,080,100    222262,16362,16362,16362,163    333325,77225,77225,77225,772    

 


