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１．計画策定にあたって 

（１）“庄原いちばんづくり”とは 

本市は平成 17 年３月の合併以後、平成 19 年３月に策定した長期総合計画において   

「“げんき”と“やすらぎ”のさとやま文化都市」をめざすべき将来像に掲げ、その実現に   

向け、分野別の基本政策や重点プロジェクトを設定し、様々な施策による「まちづくり」を  

進めてきました。 

 

しかし、本市のような中山間地域では、「人口の減少、少子高齢化の進行、基幹産業の   

衰退」など取り巻く環境は年々厳しさを増し、まさに危急存亡ともいえる状況です。 

この苦境に対し、決してあきらめることなく、市民・行政が一体となり「活力ある“ふる

さと”の実現」「美しい“ふるさと”を未来へつなぐ」という想いを強く抱き、来るべき    

次代への道を拓く「まちづくり」の歩みを進めなければなりません。 

 

このような中、課題の克服と現状からの脱却を図り、活力のある庄原市の実現に向け、  

長期総合計画の基本政策などを踏まえつつ、「地域産業」・「暮らしの安心」・「にぎわいと「地域産業」・「暮らしの安心」・「にぎわいと「地域産業」・「暮らしの安心」・「にぎわいと「地域産業」・「暮らしの安心」・「にぎわいと        

活力」活力」活力」活力」の３つの柱（分野別政策）で構成する“庄原いちばんづくり”“庄原いちばんづくり”“庄原いちばんづくり”“庄原いちばんづくり”を、新たな視点での   

基本政策として位置付けました。 

 

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   

意図したものです。 

 

（２）「庄原いちばん基本計画」 

平成 25 年 11 月、“庄原いちばんづくり”の３つの柱とした、分野別政策「地域産業」・    

「暮らしの安心」・「にぎわいと活力」に属する施策・事業を推進するため、平成 25～26 年

度の期間内に最優先で取り組むべき事業に限定した「第１期 庄原いちばん基本計画」を  

取りまとめました。 

新規事業を含め、「第１期計画」に掲載した主な事業については、平成 26 年度から本格的 

に着手し、実効ある取り組みとなるよう努めており、平成 27 年度以降も引き続き“庄原  

いちばんづくり”を具現化し、来るべき将来像を実現するための基本計画として「「「「第２期第２期第２期第２期        

庄原いちばん基本計画」庄原いちばん基本計画」庄原いちばん基本計画」庄原いちばん基本計画」を策定します。 

 

「第２期計画」では、３つの分野別政策を承継し、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」「次代につながる庄原市」「次代につながる庄原市」「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ています。 

この施策や事業の本旨は、ただ単に短期的な目標を達成することではなく、長期総合計画

に掲げる、将来の本市のあるべき姿を実現する戦術となるべきものです。 

そのために、めざすべき将来像を明確に意識し、そこへ至る戦略を描く中で、「戦略遂行 

の手段として、いま何が必要か」を思索し、計画への掲載を判断しています。 
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（３）「第２期計画」策定においての新たな着想 

今回の「第２期計画」策定にあたっては、「第２期 庄原市長期総合計画」の基本構想の  

中で検討している、新たな着想を踏まえています。 

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”においても具現化に取り組みます。 

 

（４）「第２期 庄原市長期総合計画」との関係 

 

（５）計画期間 

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、本計画では第２期の取り組みを掲載しています。 
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２．本市の現状（主な統計数値） 

（１）人口動態及び推計人口 

過疎化が進む中山間地域のみならず、わが国全体が人口減少社会の局面を迎えましたが、

以前より長期的な人口減少の傾向にある本市においても、今後も将来にわたり人口減少は 

続くとみられています。 

特に 64 歳以下の人口減少が顕著と推計されており、少子化・高齢化の更なる進行が懸念

されます。 

 

【年齢３区分人口構成とその推計】 

 
資料：国勢調査（年齢不詳除く）、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口 H25.3」 

 

 

人口動態については、合併時に比べ、転出者数の減少に伴う社会減の下げ止まりが見受け 

られる反面、自然減については、その人数に大きな変化はないものの、人口に対する自然減 

の比率は高止まりしています。 

 

【人口動態の推移(10 月～9 月)】                                       （人） 

 
社 会 動 態 自 然 動 態 

人口増減 
転 入 転 出 社会増減 出 生 死 亡 自然増減 

平成 17 年 1,296 1,575 △279 301 684 △383 △662 

平成 22 年 1,066 1,163 △97 235 649 △414 △511 

平成 23 年 914 1,192 △278 237 752 △515 △793 

平成 24 年 981 1,133 △152 255 696 △441 △593 

平成 25 年 912 1,067 △155 238 772 △534 △689 

平成 26 年 894 989 △95 231 706 △475 △570 

資料：広島県人口移動統計調査 

推計人口 
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（２）産業構造の変遷 

本市の産業別就業状況を見ると、基幹産業である農林業を含む第１次産業への就業者は 

継続して減少傾向にあり、地域活力が低下した要因の一つとなっています。 

また、第２次産業に従事する就業者数は、10 年間で約３分の２に激減しています。 

一方、医療福祉サービスなど第３次産業の就業者数は、全ての就業者数の半数を超え、  

その割合は増加が続いています。 

 

 

【産業構造別就業者数】 

 

資料：国勢調査（分類不詳を除く） 

 

 

農家数及び林家数も大幅に減少を続けています。 

年齢別農業従業者数をみると、全体的な従事者の減少のみならず、従事者全体の高齢化の 

傾向が窺え、農林業が衰退した要因の一つと考えられます。 

 

【農家数、農家就業人口及び林家数】                       （人・戸・％） 

区 分 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

農家数 6,491  6,073  5,449  

農家就業人口 7,652  7,118  4,970  

うち 65 歳以上農家就業人口と 4,901  4,994  3,721  

全農家就業人口に占める割合 64.0  70.2  74.9  

林家数 5,055  4,686  4,599  

 資料：世界農林業センサス   
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（３）高齢者の状況 

 住民基本台帳による本市の高齢者人口（65 歳以上）は、近年約 15,000 人程度で推移して 

いますが、高齢化率は毎年 0.6 ポイント程度上昇を続けています。 

高齢者のうち、ひとり暮らしの高齢者の数は、平成 26 年３月には 3,000 人を超え３年間

で約１割増加し、高齢者人口に占める割合は 20.4％と、５人に１人の高齢者が一人暮らし

の状況にあります。 

 

【高齢者人口及びひとり暮らし高齢者の推移】                            （人・％） 

区分 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 
H23 から 

H26 の増加率 

高齢者人口 15,043 15,015 15,141 15,164 0.8 

高齢化率 37.4 38.0 38.6 39.3 1.9 

ひとり暮らし高齢者数及び 2,826 2,885 2,995 3,088 9.3 

高齢者人口に占める割合 18.8 19.2 19.8 20.4 1.7 

うち 75 歳以上人数 2,073 2,135 2,248 2,293 10.6 

 資料：住民基本台帳人口（各年３月末日現在） 

 

（４）観光客等の動向 

本市の総観光客数は、平成 18 年ごろまで微増の傾向にありましたが、平成 19 年に減少に 

転じてからは微減で推移していました。 

平成 25 年の総観光客数は、中国横断自動車道の部分開通や、道の駅「たかの」のオープ

ンにより、前年と比べ大幅に増加しています。 

一方、総観光客数が増加しているにもかかわらず、平成 25 年の観光客一人当たりの観光

消費額は 1,455 円に減少し、平成 20 年と比べて約３分の２に減少しています。 

 

【総観光客数及び観光客一人当たりの観光消費額】 

 

資料：広島県観光客数の動向 
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３．分野別政策・施策の体系 

（１）分野別政策・施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分分分分    野野野野    別別別別    政政政政    策策策策    施施施施    策策策策    

（１）ブランド化の推進 

（２）【新規】新たな農産物の産地化 

（３）６次産業化の推進 

（４）持続可能な農業への支援 

（５）林業振興とさとやま環境の整備 

（６）地元事業者の経営支援 

（１）子育て支援の充実 

（２）医療体制の整備 

（３）安心と生きがいを感じることのできる環境整備 

（４）地域防災の推進 

（５）【新規】次代を担う子どもの育成と教育環境の充実 

（１）観光交流の推進 

（２）若者定住の推進 

（３）転入定住の促進 

（４）帰郷定住（Ｕターン）の推進 

（５）【新規】地域づくり活動の支援 

（６）【新規】生涯学習の充実 

◆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！ 
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１．「地域産業」のいちばん 

 

■基幹産業である農林業の甦生
そ せ い

 

本市の基幹産業である農林業は、米の販売額の下落や木材価格の低迷による収入減、機具・

資材生産費の高騰によるコスト高や、若者の都市部への流出などによる担い手不足などの 

構造的課題に、地域の過疎・高齢化の進行が追い討ちをかけ、非常に厳しい現実に直面して

います。 

しかし、本市の農業には豊富な経験を有する層の厚さや技術の蓄積があり、この逆風を突

き、歴史に裏打ちされた「本物の農業」として、今がＰＲしていくチャンスでもあります。 

また、社会の再生可能エネルギーへの関心が深化するにつれ、木質バイオマスの活用など

森林への様々なアプローチの機運が芽生え始め、豊富な森林資源を貴重な財産として見直す

時機が到来しています。 

これら本市の強みである農林業をより高付加価値化し、内外に発信するとともに、更に 

強みを活かせる産業創出や企業誘致に全力で取り組む必要があります。 

 

■超高速情報通信網整備の着実な推進 

長年にわたり本市の大きな課題となっていた、超高速情報通信網（光ファイバー網）整備

事業については、平成 26 年度より本格着手したところです。 

早期の事業完了をめざすと同時に、都市部とのデジタル・ディバイド（情報格差）が   

解消されることから、光ファイバー網の整備により、雇用につながる企業誘致や地場産業の 

ＩＣＴ活用の啓発、利便さを若者世代へ訴求した定住施策との連携などが重要となります。 

豊富な農・林産資源を活用し、「庄原市」ならではのこだわりの

ブランド化による産品の高付加価値化を進めるとともに、本市における生活や

産業基盤を支えてきた農林業の振興・甦生を図り、将来にわたり地域が持続 

可能となるよう、経済構造を確固たるものとします。 

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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（１）ブランド化の推進 

■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」を確立します。 

 

∇主要な事業 
① 「比婆牛」ブランドの展開 

平成 26 年７月、伝統ある「比婆牛」の名が復活し注目と期待を集めています。 

多くの関係者の努力により復活を果たした「比婆牛」ですが、まずは地域内で肥育   

される「比婆牛素牛」の増頭及び古来の血統を受け継ぎ「比婆牛」の生産基盤となる   

母牛群「あづま蔓」の増頭が、取り組むべき最優先課題です。 

   この課題に対し、「あづま蔓」「比婆牛素牛※」飼育農家への増頭 

支援を地道に継続していきます。 

併せて、供給頭数の推移を見極めながら、「比婆牛」を提供する 

店舗数の拡大と、新たな食肉市場への参入を検討し、知名度及び 

枝肉価格を向上させることで「特色ある和牛の一大産地 庄原」の 

維持・発展をめざします。 

 

【現状と今後の目標数値】                          （頭、店） 

区分 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

あづま蔓 飼育頭数 360 360 440 513 

比婆牛素牛※ 肥育頭数 119 178 180 200 

「比婆牛」出荷頭数 49 56 91 120 

「比婆牛」取り扱い店舗数 3 3 7 8 

「比婆牛」提供飲食店数 8 13 20 25 

 ※比婆牛素牛：「比婆牛」として肥育される前の生後 6～9 ヶ月の子牛  

 

② こだわり米産地育成事業 

近年、市内で生産された米が全国各地の食味コンクールで優秀な成績を収めています。 

このことから、本市でも多くの農家が美味しい米を生産できることが証明されています

が、生産量が小規模であることや知名度不足により「庄原産の米」としてのトータルな  

ブランドイメージが定着していません。 

そこで、これまで「こだわり米産地育成事業」に取り組んだ団体等で組織する「庄原市  

ブランド米推進協議会」を対象に、広告宣伝、商標登録に要する経費を助成することで、

消費者が求める安心安全な「こだわり米」を、地域ぐるみで生産する取り組みの拡大を  

支援します。 

 

∇その他の事業 

○庄原市シティプロモーション 

・庄原いちばんＣＭ動画コンテスト 

・庄原市公式ＨＰリニューアル 

・ＳＮＳ等を活用したプロモーション 
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（２）新たな農産物の産地化 

■農業生産額及び農業所得の向上を目指し、新たな農作物の栽培へのチャレンジを   

支援します。 

 

∇主要な事業 

① 県営大規模農業生産団地整備事業への参画及び生産法人への支援 

広島県が推進している大規模農業団地構想に基づき、東城町持丸地区及び高野町和南原 

地区での、県営大規模農業生産団地(キャベツ生産団地)整備事業に参画し、県内での  

消費量に対して不足している夏キャベツの生産量拡大の一翼を担います。 

【県の計画】 

 
平成 24 年：広島産キャベツの生産量 2,792ｔ 

県内消費のシェア 7％ 

県域産地化による実需県域産地化による実需県域産地化による実需県域産地化による実需者ニーズへの対応者ニーズへの対応者ニーズへの対応者ニーズへの対応    

生産法人・大規模団地の育成生産法人・大規模団地の育成生産法人・大規模団地の育成生産法人・大規模団地の育成    

平成平成平成平成 32323232 年：広島産キャベツの生産量年：広島産キャベツの生産量年：広島産キャベツの生産量年：広島産キャベツの生産量 22222222,400,400,400,400ｔｔｔｔ    

県内消費のシェア県内消費のシェア県内消費のシェア県内消費のシェア 56565656％％％％ 

【県営事業負担金の概要】                         （千円） 

地区 事業期間 総事業費 市負担金 H28 事業概要 

東城町持丸 H26～H28 57,000 15,651 土層改良・用排水施設、鳥獣防止柵等 

高野町和南原 H27～H32 164,500 51,575 土層改良・用排水施設、鳥獣防止柵等 

 

（３）６次産業化の推進 

■生産から加工、流通販売を一体化する６次産業化について、市内全域を対象とした   

新商品・特産料理の開発を拡大し、新たな販売戦略や多角的な視点を持った   

販売網を構築します。 

 

∇主要な事業 

① 「庄原市の逸品づくり」事業の推進（観光いちばん協議会負担金） 

「高野の逸品 100 プロジェクト」事業をモデルに、食材の宝庫である庄原市の強みを 

活かし、市内産農畜産物を活用した逸品（加工食品・料理）開発や戦略的な販売網の構築

により、地域所得及び観光消費額の向上につなげ、地域経済の活性化を図ります。 

 

【観光いちばん協議会の主な取り組み概要】                    

項目 H28 事業概要 

加工品開発コーディネイト 開発講座による加工品開発 40 品  （H27 開発:32 品） 

料理開発コーディネイト 開発講座による料理開発 10 品   （H27 開発:12 品） 

パッケージデザイン補助金 逸品のパッケージデザイン作成への助成（H27 助成:24 件） 

イベント販売支援 広島市内でのホテルフェア又は飲食店フェアの実施 

 

② 「しょうばら どぶろく特区」による魅力創出 

昨年、本市全域が構造改革特区「しょうばら どぶろく特区」に認定されたことを受け、  

「どぶろく」を活用した６次産業化と交流人口の拡大を推進するため、特産品として  

「どぶろく」を製造しようとする農業者を支援し、新たな本市の魅力を創出します。 

目標キャベツ栽培面積:405ha 

県域での県域での県域での県域でのリレー出荷リレー出荷リレー出荷リレー出荷    

18,000t18,000t18,000t18,000t    
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（４）持続可能な農業への支援 

■認定農業者や新規就農者などに支援を行い、農業の担い手を育成するとともに、  

有害鳥獣対策の強化などにより、基幹産業である農業の下支えをします。 

 

∇主要な事業 

① 有害鳥獣対策の強化 

年々深刻化・広域化する有害鳥獣による農作物への被害軽減に向け、地域をあげての 

効果的な有害鳥獣防除の取り組みの推進と、捕獲体制の強化を図ります。 

併せて、捕獲した有害鳥獣を地域の貴重な食資源「ジビエ」として捉え、捕獲から流通

までの体制づくりの手法を検討します。 

   

【有害防除対策の拡充内容】 

項目 H28 事業概要 

「ジビエ」活用手法の検討 「ジビエ」の取り組みの研究、事業希望者の掘り起こし 

地域おこし協力隊員の活用 地域おこし協力隊員を配置し、機動的な防除対策を強化 

 

∇その他の事業 

○新規就農者総合支援事業  

・新規就農者への就農奨励金 【就農実績見込 H27: 4 人      H28: 10 人】 

・就農施設等整備事業補助金 【交付実績見込 H27: 7 経営体  H28: 9 経営体】 

○がんばる農業支援事業（認定農業者型） 【交付実績見込 H27:30 経営体  H28:26 経営体】 

○農業法人育成事業（機械整備助成） 【交付実績見込 H27: 7 経営体  H28:11 経営体】 

○家畜飼養施設整備支援事業  

・家畜飼育施設増改築補助金 【交付実績見込 H27: 5 経営体  H28: 5 経営体】 

・和牛飼育農業法人施設整備補助金 【交付実績見込 H27: 1 経営体  H28: 2 経営体】 

 

（５）林業振興とさとやま環境の整備 

■先人の汗と努力により創り、守られた貴重な森林資源を有効活用することにより、森林

所有者への利益還元を図るなど林業再生につながる仕組みづくりや、環境保全に 

配慮した事業への取り組みを進めます。 

 

∇主要な事業 

① 木の駅プロジェクト事業の取組拡大 

個人林家が搬出した木材を地域通貨等で買い取り、山林の荒廃防止と地域経済の活性化 

をめざす事業について、地域住民を中心とした実施主体に対し、経費の一部を助成します。 

また平成 26 年度に東城地域で試行した効果や課題を整理し、搬出材によるペレット製

造など地産地消エネルギーへの活用や、他地域での地域事情に即した事業展開を図ります。 

 

【東城地域の取り組みの状況】 

出荷者数 
H27 木材 

搬出量実績 

H28 木材 

搬出量見込 

H27 地域通貨 

流通枚数 

38 人 598ｔ 600ｔ 3,571 枚 
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∇その他の事業 

○地域材の利用促進事業  

・地域木材住宅建築普及奨励金 【交付実績見込 H27: 5 件  H28: 10 件】 

○再造林支援事業  

・広島県補助事業への上乗せ助成 【施業面積見込 H27:   9ha  H28: 10ha】 

○ひろしまの森づくり事業の計画的な実施  

・人工林対策 【施業面積見込 H27: 375ha H28: 420ha】 

・里山林対策 【施業面積見込 H27:  32ha H28:  39ha】 

○次世代林業基盤づくり事業（H27 実績は類似の旧制度による） 

・間伐事業 【施業面積見込 H27: 218ha H28:  70ha】 

・路網整備事業 【施業延長見込 H27: 8.4km H28:42.2km】 

・高性能林業機械導入補助金 【交付実績見込 H27: 2 件  H28:  2 件】 

 

 

（６）地元事業者の経営支援 

■超高速情報通信網の整備により、市内事業者の活動を支援し経済活動の向上を  

図るとともに、市内への企業進出の促進を図ります。 

 

∇主要な事業 

① 超高速情報通信網整備事業の推進 

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 

支援します。また、市民への緊急告知手段として、超高速情報通信環境を利用した住民  

告知放送設備を整備します。 

   

【年度別事業スケジュール】 

年度 整備スケジュール等 

平成 26 年度 住民告知放送設備（告知システムサーバ、Ｊアラート連携サーバ等） 

平成 27 年度 庄原電話交換所管内のうち都市計画区域内 

庄原山内電話交換所管内のうち都市計画区域内 

東城電話交換所管内のうち都市計画区域内 

平成 28 年度 庄原山内電話交換所管内のうち都市計画区域外 

東城電話交換所管内のうち都市計画区域外 

小奴可、東城川鳥、帝釈電話交換所管内 

平成 29 年度 庄原電話交換所管内のうち都市計画区域外 

庄原赤川電話交換所管内 

西城、八鉾電話交換所管内 

平成 30 年度 口和、口和口南、庄原高野、比和、総領電話交換所管内 
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施策 

区分 
事業名 平成 28 年度の事業概要 

H27 

予算額 

H2H2H2H28888    

予算額予算額予算額予算額    

(１) 

「比婆牛」ブランドの 

展開 

「あづま蔓」「比婆牛素牛」の増頭支援、新たな販路と流

通市場の拡大、周知性獲得に向けた広告宣伝等 
24,021 33339,2859,2859,2859,285    

こだわり米産地育成事業 
「庄原市ブランド米推進協議会」に対し、広告宣伝、商標

登録等の経費の一部を助成 
6,000 1,2001,2001,2001,200    

庄原市 

シティプロモーション 

「庄原いちばん動画 CM コンテスト」、ＳＮＳ等を活用した

シティプロモーション、HP リニューアル 
563 7,9567,9567,9567,956    

(２) 

県営大規模農業 

生産団地整備事業 

(キャベツ生産団地) 

県営農業基盤整備促進事業負担金（土層改良等） 

【東城・持丸、高野・和南原】 
9,300 16,30016,30016,30016,300    

【H27 事業完了】 

（事業に参画する法人に対する施設整備助成） 
14,798 －－－－    

(３) 

 「どぶろく」を製造しようとする農業者に対し、施設、器具

等の整備経費の一部を助成 
－－－－ 1,5001,5001,5001,500    

庄原市の逸品づくり 

事業

庄原観光いちばん協議会負担金 

【新たな農産品の逸品開発、販促ＰＲ活動】 
14,000 11112222,000,000,000,000    

(４) 

有害鳥獣対策の強化 
地域おこし協力隊員の導入による、地域ぐるみの鳥獣防

除対策の普及促進、「ジビエ」活用の方策検討 
10,417 10,10,10,10,645645645645    

新規就農者総合支援事業 
新規就農者への就農奨励金 

新規就農者への機械･施設整備助成 
20,739 22224,9574,9574,9574,957    

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･施設整備助成 11,000 11112222,000,000,000,000    

農業法人育成事業 

（機械整備助成） 
農業法人等への機械･施設整備助成 13,992 11117777,,,,445445445445    

家畜飼養施設整備支援 

事業 

家畜飼育施設増改築等への助成 

和牛飼育農業法人施設整備への助成 
5,582 9,1559,1559,1559,155    

(５) 

木の駅プロジェクト事業の 

実施 

東城木の駅プロジェクト事業への助成 

【木材買取助成、運営助成】 
2,100 2,12,12,12,100000000    

地域材の利用促進事業 
市内産木材利用の住宅建築への助成 

公共施設への地域材の利用推進 
4,000 4,0004,0004,0004,000    

再造林支援事業 
広島県が施行する再造林助成事業に対する、本市独自

の上乗せ助成 
700 700700700700    

ひろしまの森づくり事業の 

計画的な実施 

ひろしまの森づくり県民税を財源として、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 
172,491 111157575757,,,,999999990000    

次世代林業基盤づくり 

事業 
間伐、路網整備、高性能林業機械導入に対する助成 80,940 136,106136,106136,106136,106    

(６) 超高速情報通信網整備事業 
民間事業者による超高速情報通信網整備への支援 

及び同通信網を利用した住民告知放送設備の整備 
1,068,514 888806060606,71,71,71,714444    

合 計 1,459,157 1,1,1,1,222260606060,,,,053053053053    

 



庄原いちばん基本計画    
 

 
 

13 

２．「暮らしの安心」のいちばん 

 

■生涯、安心して庄原で暮らすことができるプラットフォームの確立 

本市の 65 歳以上人口の比率は 40％目前となり、また市民の４人に１人は 75 歳以上の  

後期高齢者となるなど、いわゆる「超高齢社会」の更に一歩先を進んでいます。 

  この実情を踏まえ、この庄原の地で生まれ、育ち、暮らし、そして生涯を終えるライフ  

サイクルにおいて「安心としあわせ」を実感できる基盤（プラットフォーム）の確立が   

求められています。 

  そのためには「超高齢社会」に対応する包括的・重層的な支援体制の構築や、災害時に  

おける迅速な対応力、また今後の人口減少・超高齢化の進行を見据えての集落機能のあり方

など、既存の視点にとらわれない、新たな切り口で生活環境を堅持する方法を模索していき

ます。 

 

■子育て環境の充実と次代の庄原を担う人づくり 

  本市に限らず、少子化への対応は、喫緊かつ様々な要因が絡み合う困難な課題ですが、  

社会情勢や価値観の変遷を理由として、このまま放置できるものではありません。 

  まずは、本市での産科医療再開へ引き続き、最大限努力を傾注することは当然とし、更に

安心して子育てができる環境整備を継続していくことに加え、次代の庄原市を担う子ども達

が、「心豊かに、たくましく、そして自らの個性を自覚し魅力を最大限に発揮できる」ため

の人づくりに、心血を注がねばなりません。 

本市に生まれ、育ち、生涯にわたる暮らしの基盤・支えとなる、

保健・医療・福祉及び教育を充実させ、市民が安心して「ずっと住み続けたい」

「子や孫の代まで住ませたい」と実感できる環境を整えます。 

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。 
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（１）子育て支援の充実 

■これからの地域を担う子どもたちが、健やかに育つ環境づくりを推進するとともに、  

子育て世代の負担感や不安要因の解消と、安心感の醸成に取り組みます。 

 

∇主要な事業 

  少子化を克服するためには、経済状況の好転や晩婚化の解消など、社会全体の意識転換 

にも繋がる大局的な方策が必要ですが、本市においても可能な取り組みから地道に粘り 

強く実行し、「地域の宝」である子どもの成長を支援する努めがあります。 

 

① 出産祝金の支給 

次代を担う子どもの健やかな成長を願い、保護者に祝金を支給します。 

【見直しの内容】 

 

 

 

 

 

② 乳幼児期からの子育てに対する支援 

・多子世帯の保育料負担の軽減 

第３子以降の保育料無料化を継続し、更に同時入所の有無等に関らず、第２子の 

保育料を半額に軽減することで、多子世帯への経済的支援を拡充します。 

併せて、私立幼稚園就園奨励費補助金による保育料の負担軽減も拡充します。 

・ファミリーサポート事業利用者負担金の軽減 

 

③ 乳幼児期からの医療支援 

・乳幼児等医療費助成（中学生まで） 

・おたふく風邪等ワクチン接種全額助成 

 

④ 小学校・中学校入学祝金の支給 

小学校及び中学校への入学に際して祝金を支給し、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ります。 

区分 
1 人当たり 

の支給額 

H27 

支給人数 

H28 

対象者数(予定) 

小学校入学時 20,000 円 259 人 282 人 

中学校入学時 30,000 円 293 人 303 人 

 

∇その他の事業 

○児童福祉施設整備事業  

・山内保育所耐震化工事 【H27:耐震化設計 H28:耐震化工事等】 

 

  

区分 H26 まで H27 以降 

第１子 20 万円/１人 15151515 万円万円万円万円////１１１１人人人人    

第２子 20 万円/１人 15151515 万円万円万円万円////１１１１人人人人    

第３子以降 35 万円/１人 25252525 万円万円万円万円////１１１１人人人人    
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（２）医療体制の整備 

■市民の宿願である、市内での出産医療体制の再開への取組みや、公的病院への 

経済的支援など、市民の健康を守るため医療機関の機能維持・拡充に取り組みます。 

 

∇主要な事業 

  本市における産科医療の再開は、長年にわたる市民の悲願であり、是非とも成し遂げ 

なければなりません。 

  加えて、本市の健康を守る最も大きな砦ともいうべき公的医療機関（庄原赤十字病院）

における、小児救急医療体制や婦人科診療体制の確保、また、市民の健やかな暮らしの  

最も身近な拠り所ともいえる診療所の充実など、市民の安心・安全な生活を守るための 

取り組みを進めます。 

 

① 救急医療体制確保・産科体制再開への支援 

   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  

めざし、当該医療機関に経済的支援を行います。 

【支援概要】 

区分 内容 備考 

救急告示、小児医療、感染症医療算定分 救急告示病床数等 特別交付税措置分 

産科再開に向けた医療機械器具整備支援 超音波画像診断装置等  

産科体制のための医師等の確保支援 小児科医・助産師 平成 29 年度実施 

 

② 小児科救急医療・婦人科外来医療体制の確保支援 

  庄原赤十字病院における小児救急医療及び婦人科外来体制を確保し、「暮らしの安心」

を守るべく、当該医療機関に経済的支援を行います。 

【支援概要】 

区分 内容 支援経費 

小児救急医療支援 
小児科救急医療の 365 日・ 

24 時間対応の確保 
医師給与費・報償費 

婦人科外来体制確保支援 婦人科外来体制の維持・確保 婦人科外来医師給与費等 

 

 

∇その他の事業 

○診療所整備事業  

・高野診療所医療機器整備 【H27: 理学療法治療器 H28: 画像診断機器等】 

・総領診療所医療機器整備 【H28: 超音波画像診断装置等】 

・総領歯科診療所医療機器整備 【H28: レセプトコンピューター】 
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（３）安心と生きがいを感じることのできる環境整備 

■ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、市民の４人に１人は後期高齢者という  

状況に対し、公的な支援サービスをはじめ、多面的、重層的な地域福祉の仕組み   

づくりや、地域で安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、セーフティネットを 

構築します。 

 

∇主要な事業 

① 高齢者冬期安心住宅整備事業 

今年度、冬期において雪深い集落に暮らす高齢者が、地域の中心地など生活機能が一定

水準整った区域で、一時的な生活ができる「冬期一時居住の受け皿づくり」の方向性を  

検討し、「庄原市高齢者向けコンパクトシティ（小さな拠点）推進構想」を策定しました。 

この構想に基づき、高齢者を対象にした「住まいに関するアンケート」の結果も踏まえ、

西城地域及び比和地域において、高齢者冬期安心住宅を整備することで、この地で生まれ、

育ち、暮らし、そして生涯を終えるライフサイクルにおいて「安心としあわせ」を実感  

できる基盤を整えます。 

 

【高齢者冬期安心住宅整備事業】                   （千円） 

地域 事業期間 総事業費 Ｈ28 事業費 H28 事業概要 

西城地域 H28 3,000 3,000 西城市民病院医師住宅の改修 

比和地域 H28～H29 39,403 15,651 実施設計、地質調査委託等 

 

② 介護職員研修受講費補助金 

  介護事業所等で働く職員に対し、自らの技能向上のために研修を受講する際、受講料の  

一部を助成することで、介護事業所等における人材を確保するとともに、介護スキルの 

向上及び事業所等への職員の定着を図ります。 

 

③ 介護予防体操の普及・啓発 

持続可能な社会保障制度の確立には「予防の観点」での取り組みが急務です。 

高齢者が住み慣れた地域で、自らが出来る事を実践し、支えあい暮らしていける地域 

づくりを進めるため、住民一人ひとりの介護予防への取り組みが必要です。 

   そこで、茨城県などで実践されている介護予防体操「シルバーリハビリ体操」の普及に

全市を挙げて取り組み、この体操を通じて住民同士で支えあう地域づくりに努め、超高齢

社会に即した包括的な支援体制である「庄原版地域包括ケアシステム」の充実を図ります。 

【事業の狙い】 

 

 

∇その他の事業 

○敬老（100 歳以上）祝金の支給  

・市内の 100 歳以上の高齢者に祝金（10 千円）を支給、当該年度 100 歳到達者 10 千円加算 

【H27:支給 64 人 890 千円 H28:対象者 98 人】 



庄原いちばん基本計画    
 

 
 

17 

（４）地域防災の推進 

■災害等の緊急時の情報伝達手段の構築や、市民の生命・財産を守るための機能の

確保、インフラの老朽化対策などの市民生活に直結する社会基盤の整備など、市民

の安心感の向上を図ります。 

 

∇主要な事業 

① 消防団員の待遇改善・人員確保対策 

消防団員の出動手当を見直し、地域防災力の中核的担い手である団員の処遇を改善する  

ことで、市民の生命・財産を守る消防団の機能を維持します。 

また、若年層の市職員のうち、消防団未加入の者について消防団への入団を要請し、  

職員が率先して地域に根ざし、積極的に地域防災にかかわる体制をつくります。 

【改正内容】 

H26 まで H27 以降 

年額１人当たり 2,000 円 
出動１回当たり 

 

2,500 円（４時間未満） 

5,000 円（4 時間以上） 

 

② 超高速情報通信網を活用した住民告知システムの整備【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 

支援します。また、市内の緊急告知手段として、超高速情報通信環境を利用した住民告知 

放送施設を市内全域へ整備します。 

 

∇その他の事業 

○橋梁長寿命化修繕事業  

・平成 26 年度法改正による橋梁点検及び橋梁修繕工事（工事委託含む） 

【H28：橋梁点検 287 橋（全 1,272 橋）、補修工事１橋、工事委託１橋】 

○処理施設長寿命化計画の策定【公共下水・農集特会】 

・処理施設の長寿命化計画を策定しライフサイクルコストの低減・管理コストの抑制を帰途 

【公共下水道 H27:庄原浄化センター長寿命化計画策定】 

【農業集落排水 H27:一木・川手・山内西・大佐八鳥・高野中央最適化整備計画策定、 

一木・川手長寿命化計画策定 H28: 山内西長寿命化整備計画作成】 

○常備消防施設整備事業負担金  

・【H27:庄原署はしご車オーバーホール等  H28:庄原署ポンプ車更新等】 
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（５）次代を担う子どもの育成と教育環境の充実 

■これからの庄原市を担う子どもたちが、知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を  

身につけ、多様で変化に富んだ社会においても、互いを認め合って個々の能力や  

可能性を十分発揮できる人づくりに取り組みます。 

 

∇主要な事業 

  この地に生まれて、溢れる愛情に育まれ、たくましく成長した子ども達が、それぞれの 

個性を大切にしながら、次代の本市の主人公となれるよう、学校・家庭・地域が一体と  

なった教育環境を構築します。 

 

① 確かな学力の定着 

・読書のまちづくり推進事業（学校司書の拡充） 

児童生徒の自主的な読書活動を支援し、日常的な「読む」「調べる」習慣の確立を   

図るため学校司書を４名から 10 名に増員し、読書活動をより身近なものにします。 

 

 ・外国語教育の充実（外国語指導助手の拡充） 

   小学校高学年における英語科の導入に向け、外国語指導助手を４名から５名に 

増員し、小学校での外国語指導をより一層充実させ、子ども達が海外の文化や言語

に触れる機会を増やします。 

 

・中学生の英語力向上推進 

§英語検定料助成事業 

（公財）日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定の検定料を一部助成し、  

受検機会の拡大による中学生の英語力及び学習意欲の向上を図ります。 

§異文化体験研修の実施 

異文化や国際感覚を学ぶ機会として、中学生を対象としたイングリッシュ・キャン 

プを実施します。 

 

② 豊かな心と健やかな体の育成 

・中学校合唱コンクールの開催 

市内７中学校の生徒が合唱体験を通して、連帯してやりぬく力と集団性を培う合唱

コンクールを開催します。 

 

・庄原アスリート育成事業 

専門的な知識、技能を有する指導者の下で、小学生を対象とした定期的な陸上競技 

教室を実施し、陸上競技の技術向上はもとより各種スポーツを行う上での基礎体力の 

向上を図ります。 

 

・レベルアップスポーツ教室 

ジュニアの参画と競技力向上を目的とした「レベルアップスポーツ教室」を開催し、

個々の競技力の向上と、スポーツへの参画機会の拡大を図ります。 
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③ 市内県立高校教育振興補助金 

地域にある県立高等学校を存続するため、各校の更なる学力向上や魅力ある学校づくり 

の取り組みに対し支援します。 

【H28 対象校：庄原格致高校、西城紫水高校、東城高校 １校あたり 1,000 千円】 

 

④ 庄原市教育フォーラムの開催 

市民を巻き込む教育改革の推進をめざし、各学校の取り組み内容や社会の変化に対応

した新しい教育について公開する「庄原市教育フォーラム」を開催します。 

 

⑤ 特色ある放課後子ども教室事業の実施 

放課後子ども教室の指導員として、県立広島大学庄原キャンパスに通う学生を招き、

学習や体験活動及び地域との世代間交流を図ります。 

 

∇その他の事業 

○小学校施設整備事業  

・庄原小学校改築 【H23～H29 総事業費 2,047,577 千円 H27:校舎・光ケーブル工事等 

 H28:屋体改築工事、グラウンド整備他】 

施策 

区分 
事業名 平成 28 年度の事業概要 

H27 

予算額    

H2H2H2H28888    

予算額予算額予算額予算額        

（１） 

出産祝金 
乳児の健やかな成長を願い、保護者に祝金を支給 

【27 年度から金額見直し】 
41,850 38,95038,95038,95038,950    

多子世帯の保育料 

負担の軽減 

第３子以降の保育料無料化を継続し、更に同時入所の 

有無等に関らず、第２子の保育料を半額に軽減 
－ －－－－    

私立幼稚園就園奨励費 

補助金 

私立幼稚園保育料軽減に対する助成 

第３子以降の保育料無料化を含む 
6,056 7,9187,9187,9187,918    

ファミリーサポート事業 

利用者負担金の軽減 
ファミリーサポート事業利用者負担金の軽減 701 659659659659    

乳幼児等医療費助成 
乳幼児及び中学生までの児童を対象に医療費自己 

負担分(入院・通院)の一部を助成 
85,354 87,95887,95887,95887,958    

おたふく風邪等ワクチン 

接種助成 

流行性耳下腺炎及び水痘のワクチン接種費用を 

全額助成【対象：１歳（水痘３歳）～就学前の児童】 
2,040 2,0402,0402,0402,040    

小学校・中学校入学祝金 
小学校及び中学校への入学に際して祝金を支給 

【小学校 20 千円・中学校 30 千円（特支学校含む）】 
14,420 14,14,14,14,730730730730    

児童福祉施設整備事業 

山内保育所耐震化【園舎耐震化工事、仮設園舎整備等】 

【H27 事業完了】（高保育所耐震化） 
36,718 76,04576,04576,04576,045    

西城保育所移転改築整備 

【H28 事業保留】 
61,278 －－－－    

児童健全育成施設 

整備事業 

【H27 事業完了】 

（東小学校放課後児童クラブ施設整備） 
9,669 －－－－    
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施策 

区分 
事業名 平成 28 年度の事業概要 

H27 

予算額    

H2H2H2H28888    

予算額予算額予算額予算額        

（２） 

公的病院医療体制整備 

支援事業 

（救急医療維持・ 

産科医療体制整備） 

救急医療体制維持のための庄原赤十字病院への支援 

 【特別交付税による救急告示等算定分】 
106,477 103103103103,,,,731731731731    

庄原赤十字病院における産科医療の早期再開のための 

機器整備支援 【超音波診断装置等】 
17,000 11117,0007,0007,0007,000    

小児科救急医療支援事業 
小児救急医療の 365 日 24 時間体制維持のための 

庄原赤十字病院への支援 【医師給与等】 
1,947 1,9211,9211,9211,921    

婦人科外来医療体制確保 

支援事業 

婦人科外来医療体制維持のための 

庄原赤十字病院への支援 【医師給与等】 
7,580 7,5807,5807,5807,580    

診療所整備事業 

【一般会計・歯科診療所特会・ 

国保特会（直診勘定）】 

高野診療所医療機器整備 

【画像診断機器、X 線撮影装置機材】 
2,052 4444,256,256,256,256    

総領歯科診療所医療機器整備 

【レセプトコンピューター】 
－ 3,4003,4003,4003,400    

総領診療所医療機器整備 

【超音波画像診断装置、電子カルテシステム等】 
－ 10,44510,44510,44510,445    

（３） 

高齢者冬期安心住宅 

整備事業    

西城地域 高齢者冬期安心住宅整備 

西城市民病院医師住宅改修 【改修経費負担金】 
－ 3,0003,0003,0003,000    

比和地域 高齢者冬期安心住宅整備 

比和あけぼの荘改築に併せて整備 【実施設計等】 
－ 3,0483,0483,0483,048    

介護職員研修受講費 

補助金
介護職員の研修受講料の一部を助成し介護人材を確保 － 1,0001,0001,0001,000    

介護予防体操の 

普及・啓発【介護特会】 

地域の“元気高齢者”によるシルバーリハビリ体操の普

及啓発経費 
2,509 3,3,3,3,745745745745    

敬老（100 歳以上）祝金 100 歳以上の高齢者への敬老祝金支給 1,410 1,1,1,1,330330330330    

おたがいさまネット 

事業の全地域拡大 

【H27 事業完了】 

（おたがいさまネット事業体制構築支援） 
3,750 －－－－    

（４） 

避難所表示看板等の 

整備 

【H27 事業完了】（防災計画上の指定避難所の表示板 

及び案内標識、案内マップの整備） 
17,834 －－－－    

消防団員の待遇 

改善・人員確保対策 

団員待遇改善【出動手当の改正】 

若年層の未入団市職員に対する入団要請 
12,500 11114444,000,000,000,000    

橋梁長寿命化修繕事業 
アセットマネジメントを導入した橋梁補修計画策定、長寿 

命化工事 【補修工事２橋、工事委託１橋等】 
156,600 301,000301,000301,000301,000    

処理施設長寿命化計画の策

定【公共下水・農集特会】 

農集長寿命化構想策定 【山内西地区】 

【H27 事業完了】（公下長寿命化計画策定） 
46,000 6666,000,000,000,000    

常備消防施設整備事業 

負担金 

備北消防組合車両更新事業に係る負担金 

【ポンプ車・化学ポンプ車更新、アナログ無線施設撤去】 
42,176 52,79852,79852,79852,798    
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施策 

区分 
事業名 平成 28 年度の事業概要 

H27 

予算額    

H2H2H2H28888    

予算額予算額予算額予算額    

（５） 

外国語教育の充実 

（外国語指導助手の拡充） 

外国語指導助手を増員【指導助手４名から５名】 

小学校での英語指導を強化 
（17,490） 24,40424,40424,40424,404    

読書のまちづくりの推進 

（学校司書の拡充） 

学校司書を増員【司書４名から 10 名】 

学校図書データベース化、児童生徒の読書意欲喚起 
20,560 20,20,20,20,616161610000    

英語検定料助成事業 
（公財）日本英語検定協会が実施する実用英語技能 

検定の検定料を一部助成【対象：３級以上】 
570 555555555555    

異文化体験研修の実施 
中学生を対象とし、異文化理解や国際理解について 

学ぶイングリッシュキャンプを実施 
500 500500500500    

中学校合唱コンクールの開催 
市内中学校の３年生（小規模校は全校生徒）による合唱 

コンクールを開催 
365 501501501501    

庄原アスリート育成事業 
専門的な知識、技能を有する指導者の下で、小学生を 

対象とした「陸上競技」のアスリート教室を開催 
615 815815815815    

レベルアップスポーツ 

教室の拡充 

ジュニアの参画と競技力向上を目的とした「レベル 

アップスポーツ教室」の開催 
877 1,0001,0001,0001,000    

市内県立高校教育振興 

補助金 

市内小規模県立高等学校の存続を図るため特色化の 

取組を支援【対象：庄原格致、東城、西城紫水】 
3,000 3,0003,0003,0003,000    

庄原市教育フォーラムの 

開催 

学校の取組内容や社会変化に対応した新しい教育に 

ついて市民の理解を深める教育フォーラムを開催 
297 959959959959    

特色ある放課後 

子ども教室事業の実施 

県立広島大学庄原キャンパスに通う学生を放課後子ども

教室の指導員として依頼【７教室で実施】 
350 319319319319    

小学校施設整備事業 
庄原小学校改築【屋内運動場改築、グラウンド整備、 

旧校舎解体工事等】 
569,458 473,720473,720473,720473,720    

学校屋内運動場整備 

事業 

【H27 事業完了】 

（東城小・小奴可小屋内運動場天井落下防止） 
32,345 －－－－    

中学校普通教室冷房 

設備整備事業 

【H27 事業完了】 

（中学校普通教室冷房設備工事） 
40,608 －－－－    

合 計 1,345,466 1111,,,,288288288288,,,,937937937937    

※()は新規掲載事業の 27 年度当初予算額 
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３．「にぎわいと活力」のいちばん 

 

■観光資源の有機的連携軸の構築 

広大な面積を誇る本市は、四季折々の風情に富む、風光明媚な観光資源に恵まれており、

そのポテンシャルは非常に高いものがあります。 

しかし、これまで「観光地」としての統一的なイメージ戦略に欠けており、市外の観光客

への訴求力をスポイルし、また、多くの市民が本市の観光資源に対して十分な知識と誇りを

持てずにいました。 

今後は、多様化している観光ニーズを的確に捉え、市内各地に点在する観光拠点の有機的

な連携を念頭に、観光資源のブラッシュアップを含めた戦略的観光施策に取り組む必要が 

あります。 

 

■「田園回帰」の時流を捉えた定住への対応 

これまで、中山間地域の若者の多くが都市部へ流出し産業の担い手が失われ、地域   

コミュニティの維持が困難となり、過疎地の「にぎわいと活力」の更なる低下を招く“負の  

スパイラル”が続いてきました。 

今、こういった従来の価値観と趣を異にする、「田園回帰」のライフスタイルが若い   

世代を中心に注目を集めています。この時流を見極め、物質的な豊かさよりも、精神的な  

充足を求める人々の琴線に触れるよう訴えかけ、新たな定住者の獲得は勿論、かつて庄原を

後にした方の帰郷を、市民全体で呼びかける大きなうねりを起こさねばなりません。 

豊かな自然や古来伝わる多様な文化など、稀有な資源を生か  

した観光交流によるにぎわい創出と、この地に生まれた若者や本市に魅力を  

感じる若者への定住支援により、人的資源を確保し、次代の活力ある庄原市を

創る礎とします。 

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。 
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（１）観光交流の推進 

■観光振興計画に基づく、観光事業関係者と歩調をあわせた戦略的観光事業の実施

や、近隣市町と連携した広域周遊観光、花と緑のまちづくりを推進するほか、着地型

観光の基盤整備や観光資源のプロモーション強化など、交流人口を呼び込む施策へ

取り組みます。 

 

∇主要な事業 

① 庄原市観光振興計画に基づく観光推進 

平成 25 年度に策定した庄原市観光振興計画に基づき、観光に携わる者が結集した

「庄原観光いちばん協議会」を基軸とし、観光協会や事業者も巻き込んだ観光戦略   

を展開することで、人々の交流による「にぎわいの創出」を図ります。 

 

 

事業の区分 概要 具体的な取り組み 

観光推進体制の充実 
観光人材の育成による観光事業者の 

サービスの向上、集客力の強化 

◆観光協会業務委託 

【観光地づくり講座・いざなみ 

街道ドライブマップ作成】 

観光プロモーションの 

強化 

観光資源の一体的なＰＲ、本市の 

認知度向上および観光誘客の促進 

◆ふるさと大使・ふるさと応援 

団による観光 PR 

◆テレビ番組、新聞等による 

宣伝・広告 

◆外国語版観光パンフ作成 

広域周遊観光促進 
高速交通網の充実を踏まえた市内外

の広域周遊観光の取り組み推進 

◆備北観光ネットワーク協議会 

負担金 

【備北情報誌発行、魅力 

ある観光地づくり事業等】 

体験型教育旅行の 

誘致推進 

体験型教育旅行（民泊体験型の修学 

旅行等）の誘致推進 

◆庄原市さとやま体験交流協議 

会負担金 

【民泊啓発、民泊家庭 

研修費、先進地視察、モニター 

ツアー助成等】 

花と緑のまちづくり 

国営備北丘陵公園、オープンガーデン 

など、「花と緑」の観光資源の連携に 

よる「花と緑のまち庄原」の認知度 

向上 

◆庄原観光いちばん協議会 

負担金 

【ガーデンフェスティバル、 

広告宣伝、花めぐりツアー等】 

山遊びの充実 
「豊かな自然と歴史を生かした 

山遊び」の充実 

◆観光協会業務委託及び補助金 

【山歩きイベント、アウトドア 

スクール、山歩きツアー、山歩 

きスクール】 

◆雪山誘客促進協議会負担金等 
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② 街道東城路周辺地区におけるまちなみ景観の整備 

街道東城路周辺地区において、広島県魅力ある「まちなみづくり」支援

事業を活用し、歴史的な「まちなみ」を活用した観光や商業の活性化による

まちづくりを推進するため、平成 27～28 年度において市民参加型のワーク

ショップを開催し、「街道東城路周辺地区魅力ある街並み景観形成計画」を

策定します。 

 

 

③ 比婆山・熊野神社解説書作成 

本市の中心的な信仰の山「比婆山」を中心に御陵と熊野神社をはじめ  

とする比婆山信仰、植生などの自然、歴史的背景などを調査及び整理し  

解説した冊子を作成し、地域資源として活用します。 

 

 

 

（２）若者定住の推進 

■「にぎわいと活力」の創造に不可欠な若者の転出を抑制し、帰郷定住を促進するため、

経済的支援に取り組むとともに、就業機会の確保や起業を支援します。 

 

∇主要な事業 

① しょうばら縁結び事業 

市内在住の結婚を望んでいる方を支援するため、出会いの場の設定や婚活イベント等を

委託して実施することで、定住を促進します。 

 

② 若者の就業・起業支援（雇用奨励金など） 

若者を雇用した事業主、あとつぎとなった若者、起業した若者を応援する奨励金を  

交付し、若者の定住を促進します。 

 

【奨励金の分類】 

前提条件：若者・・・定住を前提に市内に居住する者（40 歳以下） 

補助額 ：１件あたり 100 千円 

  

奨励金の区分 補助対象者 
H27 実績 

見込み 

H28 交付 

見込み 

若者雇用促進奨励金 若者を雇用した市内の事業所（官公庁除く） 34 人 34 人 

あとつぎ促進奨励金 家業（兼業を除く）の後継者となった若者 1 人 5 人 

起業促進奨励金 
生業として起業し、起業の収入にかかる 

申告を本人名義で行う若者 
1 人 5 人 
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（３）転入定住の促進 

■四季の彩りに富み、“さとやまの原風景”ともいえる、庄原でしか体験できない生活を    

アピールし、“里山への回帰”の時流をしっかり捕らえ、本市への定住者の拡大を  

図ります。 

 

∇主要な事業 

ここ数年の「田園回帰」志向の高まりとともに、本市への定住相談件数も増加してきて 

います。 

本市は「さとやまの原風景」ともいえる、上質な田舎ぐらしの環境が整っています。 

この環境を最大限活用し、その上で移住希望者へのきめ細やかな対応や、人と人との 

つながりをフォローする取り組みも、これからの定住施策には重要なポイントになります。 

 

【定住相談件数・定住実績の推移】 

区分 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
平成 27 年度 

（見込み） 

定住相談件数 25 件 69 件 99 件 168 件 200 件 

定住実績（※） 
7 世帯 

13 人 

9 世帯 

19 人 

16 世帯 

45 人 

25 世帯 

53 人 

30 世帯 

60 人 

※「定住実績」は定住相談及び市の支援制度の利用者 

① しょうばら生活体験施設整備支援事業 

主に転入希望者の体験居住や物件確認の際の滞在など、定住に向け事前に庄原での生活 

を実体験できる施設を整備する取り組みに対し、経費の一部を助成します。 

 

② 移住定住コンシェルジュの設置 

新規転入者の移住に際して必要となる情報を提供し、地元への紹介等を行う人材  

「移住定住コンシュルジュ」を配置することで、新規転入者が安心し移住できるよう、 

フォローします。 

 

③ 里山スタイル新生活創造事業 

庄原にある資源・環境を活用した、里山だからできる新たな生活スタイルを創造・構築 

し、それを実践する転入希望者を誘致することで、「田園回帰」への時流に即した定住  

を推進します。 

 

 ④ 空き家バンク制度の充実 

   「空き家バンク」制度を更に効率・効果的に運用するため、対象となる空き家の物件  

情報などを管理する管理システム運営業務や、登録物件の現地確認、入居希望者の現地 

案内や所有者との面談調整業務を一体的に業務委託することで、マッチング精度の向上を

図り、移住・定住を促進します。 

 

∇その他の事業 

○転入定住者起業支援事業 【交付見込 H27: 1 件 H28: 2 件】 

○転入定住者住宅取得及び改修支援事業 【交付見込 H27:新築・新規購入 15 件・改修 13 件  

 H28:新築・新規購入 9 件・改修 7 件】 

○自治振興区定住促進活動支援事業 【交付見込 H27:7 自治振興区 H28:10 自治振興区】 
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（４）帰郷定住（Ｕターン）の推進 

■将来は生まれ育った地へ帰って就職、定住し、家族を守り、家庭を築き、地域を維持

するという、ふるさとを愛する「心のいちばん」に重心を置いた意識や意欲、価値観に 

訴えかけ、帰郷定住を推進します。 

 

∇主要な事業 

① 「帰ろうや倶楽部」の組織拡大 

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中心に

組織する“帰ろうや倶楽部”での情報提供を活発化し、帰郷定住を推進するとともに、  

新規会員を開拓します。 

【会員数実績】          （平成 28 年２月現在） 

 

 

 

 

 

（５）地域づくり活動の支援 

■市民自ら地域の課題解決へ取り組み、活力を創出するための拠点を整備し、自ら  

地域を盛り上げる機運の醸成を支援します。 

 

∇主要な事業 

① 地域・学生ジョイント事業 

地域おこし協力隊員を活用し、県立広島大学が取り組む「地域戦略協働プロジェクト」

と連携して、県大生や教員が「まちなか」を含め広域的に地域に出て関りを持てるよう、

地域と学生をつなぐ仕組みづくりに取り組むことで、地域課題の解決や活性化への県立 

広島大学の参画を促進します。 

 

∇その他の事業 

○自治振興センター整備事業  

・高自治振興センター駐車場整備 【H28:駐車場整備工事】 

・本村自治振興センター駐車場整備 【H28:駐車場舗装工事】 

・峰田自治振興センター改修 【H28:ベランダ防水改修工事】 

・上高自治振興センター改修 【H28:窓枠改修工事】 

 

（６）生涯学習の充実 

■豊かで生きがいのある人生を送るため、生涯学習の機会を充実させ、市民の学習 

意欲の喚起を図ります。 

 

∇主要な事業 

① 魅力ある図書館づくり（資料充実と利活用促進） 

市民生活に密着した一般教養書・実用書・娯楽書の収集、日常的課題に応える参考   

図書の収集、子どもの読書推進計画に基づく資料収集を充実し、併せて図書館の利活用を

促進します。 

区分 個人会員 事業所 その他 

会員数 91 人 12 事業所 16 団体 
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施策 

区分 
事業名 平成 28 年度の事業概要 

H27 

予算額 

H2H2H2H28888        

予算額予算額予算額予算額    

（１） 

観光推進体制の充実 
観光協会業務委託 

 【観光地づくり講座、いざなみ街道ドライブマップ作成】 
2,970 1,6001,6001,6001,600    

観光プロモーションの 

強化 

ふるさと大使・ふるさと応援団による観光ＰＲ、テレビ番

組・新聞等宣伝広告、外国語版観光パンフレット作成等 
15,277 11119,9,9,9,111147474747    

広域周遊観光の促進 
備北観光ネットワーク協議会負担金 

【備北情報誌発行、魅力ある観光地づくり事業等】 
5,918 5,5,5,5,400400400400    

体験型教育旅行誘致の推進 
庄原市さとやま体験交流協議会負担金  

【ホスト・インストラクター研修、モニターツアー助成等】 
2,700 2,7002,7002,7002,700    

花と緑のまちづくりの推進 
庄原観光いちばん協議会負担金【ガーデンフェスティ 

バル、花めぐりラリー、ガーデンセミナーの開催等】 
5,500 5,5005,5005,5005,500    

山遊びの充実 
観光協会業務委託 【山歩きイベント、アウトドアスクール

等】、雪山誘客促進協議会負担金等 
3,061 4,9004,9004,9004,900    

街道東城路における 

まちなみ景観整備事業 

街道東城路におけるまちづくり推進のワークショップ 

開催、まちなみデザイン・ルールつくり等の検討 
4,601 3,0533,0533,0533,053    

比婆山・熊野神社解説書 

作成 

比婆山・熊野神社等を地域資源として活用するため、 

自然、歴史的背景を解説した冊子を作成 
500 6,6436,6436,6436,643    

（２） 

しょうばら縁結び事業 
結婚希望者を支援するため、出会いの場の設定や婚活

イベント等の実施を委託 
－ 8,9858,9858,9858,985    

若者就業奨励事業 
若者を雇用した事業主、あとつぎとなった若者、起業した

若者を応援する奨励金を支給 
6,000 4,4004,4004,4004,400    

新婚世帯定住促進事業 
若年層（40 歳未満）の新婚世帯を対象に、家賃及び通勤

費用について一部助成 
6,072 4,8004,8004,8004,800    

（３） 

しょうばら生活体験施設 

整備支援事業 

空き家を活用した、転入希望者の体験居住施設の整備・

運営経費に対し一部助成 
2,846 2,2,2,2,680680680680    

移住定住コンシェルジュの 

設置 

移住・定住に際して、情報提供、地域の受入れ、フォロー

体制充実のため、特化したコンシュルジュを設置 
2,200 1,5701,5701,5701,570    

里山スタイル新生活創造 

事業 

庄原にある資源・環境を活用したライフスタイルモデルを

構築し、web サイト等で移住希望者に対し情報を発信 
3,327 3,9873,9873,9873,987    

転入定住者起業支援事業 
定住を前提とした転入定住者（Ⅰ・Ｕターン者）が、 

起業する費用について一部助成 
4,067 4,04,04,04,067676767    

転入定住者住宅取得及び 

改修支援事業 

定住を前提とした転入定住者（Ⅰ・Ｕターン者）が、 

住宅取得及び改修する費用について一部助成 
12,800 12,80012,80012,80012,800    

自治振興区定住促進活動 

支援事業 

自治振興区が行う定住促進活動（空家調査、定住相談、

情報発信等）について一部助成 
2,400 2,4002,4002,4002,400    

空き家バンク制度の 

充実 

空き家バンク制度に係る業務を一体的に業務委託し、マ

ッチング精度の向上を図ることで、移住・定住を促進 
61 7,2597,2597,2597,259    
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施策 

区分 
事業名 平成 28 年度の事業概要 

H27 

予算額 

H2H2H2H28888 予定予定予定予定    

事業費事業費事業費事業費    

（４） 

「帰ろうや倶楽部」の 

組織拡大 

“帰ろうや倶楽部”の会員拡大を図り、本市への帰郷定住

を「市民総ぐるみ」で展開 
150 150150150150    

庄原暮らし出前講座 

事業 

【H27 事業完了】 

（市内在住の若者が地元高校で講演） 
60 －－－－    

（５） 

地域・学生ジョイント 

事業 

県立広島大学と連携し、地域に出てかかわりを持つ体制

や、地域と学生をつなぐ仕組みを構築 
327 3333,,,,753753753753    

自治振興センター整備事業 

高自治振興センター駐車場整備 

【駐車場整備工事】 
2,196 6,6606,6606,6606,660    

本村自治振興センター駐車場整備 

【駐車場舗装工事】 
－ 5,0215,0215,0215,021    

峰田自治振興センター駐車場整備 

【ベランダ防水改修工事】 
－ 2,1582,1582,1582,158    

上高自治振興センター改修 

【窓枠改修工事】 
－ 2,0572,0572,0572,057    

【H27 事業完了】 

（田森、小奴可、久代自治振興センターエアコン整備） 
9,510 －－－－    

【H27 事業完了】 

（比和自治振興センター調理実習室新設等） 
19,548 －－－－    

（６）  
魅力ある図書館づくり 

（資料充実と利活用促進） 

市民生活に密着した図書館をめざし、ニーズに対応でき

る図書資料を充実させ、利活用を促進 
7,163 7777,000,000,000,000    

合 計 119,254 111122228,8,8,8,690690690690    

 

  



庄原いちばん基本計画    
 

 
 

29 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


