
平成27年度　安来市まち・ひと・しごと創生総合戦略事業一覧表

基本目標 数値目標 管理№ 名称 区　分 担当課 決算額 特記事項

(1) 結婚活動支援事業結婚活動支援事業結婚活動支援事業結婚活動支援事業 継続 定住企画課 1,572,679 繰越+現年

(2)-① 子育て応援サイト事業 新規新規新規新規 子ども未来課 2,332,800 基礎交付分（繰越）

(2)-① 一般不妊治療費助成事業一般不妊治療費助成事業一般不妊治療費助成事業一般不妊治療費助成事業 継続 子ども未来課 1,628,300 基礎交付分（繰越）

(2)-① 乳幼児等医療費助成事業乳幼児等医療費助成事業乳幼児等医療費助成事業乳幼児等医療費助成事業 継続 保険年金課 121,262,895

(2)-① 第3子以降就学前保育料無料事業第3子以降就学前保育料無料事業第3子以降就学前保育料無料事業第3子以降就学前保育料無料事業 継続 子ども未来課 34,214,740 無料にした保育料の総額（幼稚園分含む）

(2)-① 妊婦・乳児一般健康検査、妊婦歯科検診 継続 子ども未来課 31,250,658

(2)-① 病後児保育事業 継続 子ども未来課 6,419,000

(2)-① 休日保育事業 継続 子ども未来課 2,985,502 制度改正により通常保育の加算へ統合

(2)-① がんがんがんがん対策事業対策事業対策事業対策事業 継続 いきいき健康課 28,608,845

(2)-① 子育子育子育子育てててて講座事業講座事業講座事業講座事業 継続 子ども未来課 403,029

(2)-① 思春期保健事業思春期保健事業思春期保健事業思春期保健事業 新規新規新規新規 子ども未来課 予算化はH28年度より

(2)-② 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター事業事業事業事業 継続 子ども未来課 3,645,458

(2)-② ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター事業事業事業事業 継続 子ども未来課 6,200,000

(2)-② つどいのつどいのつどいのつどいの広場事業広場事業広場事業広場事業 継続 子ども未来課 7,510,000

(2)-② 放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業 継続 教育総務課 57,852,665 　

(2)-② 放課後児童クラブ施設新築事業 継続 教育総務課 47,672,280

(2)-② みんなでみんなでみんなでみんなで子育子育子育子育てててて応援事業応援事業応援事業応援事業 新規新規新規新規 定住企画課 1,636,200 上乗せ分（タイプⅡ）

(3) 外国語指導事業外国語指導事業外国語指導事業外国語指導事業 継続 学校教育課 16,638,687

(3) しまねのしまねのしまねのしまねの子育子育子育子育てててて協働協働協働協働プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業事業事業事業 継続 学校教育課 6,845,600

成果説明では「ふるさと教育推進事業」、「社会教

育主事派遣事業」に分かれた。

(3) 結集結集結集結集！！！！しまねのしまねのしまねのしまねの子育子育子育子育てててて協働協働協働協働プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト事業事業事業事業継続 地域振興課 2,289,300

(3) 安来市安来市安来市安来市ジュニアマイスタープランジュニアマイスタープランジュニアマイスタープランジュニアマイスタープラン 継続 学校教育課 1,600,000

《基本目標１》

若い世代の結

婚・出産・子育

てを”支援（て

ご）”する

指標：出生数

基準値：

267人（H25）

目標値：272人

（H27～H31年

の平均）



基本目標 数値目標 管理№ 名称 区　分 担当課 決算額 特記事項

(1)-① ものづくりものづくりものづくりものづくり企業技術開発等支援事業企業技術開発等支援事業企業技術開発等支援事業企業技術開発等支援事業 継続 商工観光課 16,350,000

(1)-① 企業立地促進奨励金事業企業立地促進奨励金事業企業立地促進奨励金事業企業立地促進奨励金事業 継続 商工観光課 7,166,020

(1)-① 企業立地雇用促進奨励金事業企業立地雇用促進奨励金事業企業立地雇用促進奨励金事業企業立地雇用促進奨励金事業 継続 商工観光課 31,100,000

(1)-① 工業団地整備事業工業団地整備事業工業団地整備事業工業団地整備事業 新規新規新規新規 商工観光課 4,620,240

(1)-① テクノグループ補助金事業 継続 商工観光課 0 申請が無かったため

(1)-① 商工会議所等補助金事業 継続 商工観光課 17,900,000

(1)-① 安来市夢追人支援事業安来市夢追人支援事業安来市夢追人支援事業安来市夢追人支援事業 継続 商工観光課 9,012,120 成果説明では「産業サポートネットやすぎ事業」

(1)-① ふるさとふるさとふるさとふるさと寄付推進事業寄付推進事業寄付推進事業寄付推進事業 継続 定住企画課 67,491,496 基礎交付分（繰越）+現年

(1)-② 新農林水産振興新農林水産振興新農林水産振興新農林水産振興がんばるがんばるがんばるがんばる地域応援総合事業地域応援総合事業地域応援総合事業地域応援総合事業 継続 農林振興課 5,341,000

(1)-② 農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化農山漁村活性化プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト支援交付金支援交付金支援交付金支援交付金 継続 農林振興課 21,856,000

(1)-② 新規就農研修事業新規就農研修事業新規就農研修事業新規就農研修事業 継続 農林振興課 4,896,183

(1)-② 就農就農就農就農・・・・定住定住定住定住パッケージパッケージパッケージパッケージ事業事業事業事業 新規新規新規新規 農林振興課 予算化はH28年度より

(1)-② 畜産振興対策事業補助金畜産振興対策事業補助金畜産振興対策事業補助金畜産振興対策事業補助金 継続 農林振興課 2,746,400

(1)-② 林業活性化事業林業活性化事業林業活性化事業林業活性化事業 継続 農林振興課 12,000,000

(1)-② みどりのみどりのみどりのみどりの担担担担いいいい手確保緊急対策事業手確保緊急対策事業手確保緊急対策事業手確保緊急対策事業 継続 農林振興課 3,000,000

(1)-② どじょうどじょうどじょうどじょう振興事業振興事業振興事業振興事業 継続 農林振興課 12,838,876

(1)-② 太陽光発電・ペレットストーブ等への補助 継続 環境政策課 8,043,000

(1)-③ 創業支援事業創業支援事業創業支援事業創業支援事業 新規新規新規新規 商工観光課 9,288,000

(2) 誘客推進事業誘客推進事業誘客推進事業誘客推進事業 新規新規新規新規 商工観光課 3,221,040 基礎交付分（繰越）+現年

(2) 新新新新・ご・ご・ご・ご当地当地当地当地グルメグルメグルメグルメ開発事業開発事業開発事業開発事業 新規新規新規新規 商工観光課 3,240,000 上乗せ分（タイプⅡ）

(2) 安来節振興事業安来節振興事業安来節振興事業安来節振興事業 継続 商工観光課 34,285,130

(2) インバウンドインバウンドインバウンドインバウンド推進事業推進事業推進事業推進事業 継続 商工観光課 1,080,000 観光キャンペーン委託事業の１つ

(2) やすぎやすぎやすぎやすぎ刃物刃物刃物刃物まつりまつりまつりまつり事業事業事業事業 継続 商工観光課 8,733,498

(2) 月月月月のののの輪輪輪輪まつりまつりまつりまつり振興会補助事業振興会補助事業振興会補助事業振興会補助事業 継続 商工観光課 6,000,000

(2) Wi-Fiスポットの拡充 新規新規新規新規 定住企画課 上乗せ分（タイプⅠ）対象外経費

(2) 史跡富田城跡整備事業史跡富田城跡整備事業史跡富田城跡整備事業史跡富田城跡整備事業 継続 文化課 108,136,313

(2) 中海中海中海中海ふれあいふれあいふれあいふれあい公園整備事業公園整備事業公園整備事業公園整備事業 継続 土木建設課 994,590,935

(2) 道道道道のののの駅駅駅駅あらエッサあらエッサあらエッサあらエッサ管理運営事業管理運営事業管理運営事業管理運営事業 継続 商工観光課 53,390,366

(3) 企業見学企業見学企業見学企業見学ツアーツアーツアーツアー事業事業事業事業 新規新規新規新規 商工観光課 240,810

(3) 就労支援事業就労支援事業就労支援事業就労支援事業 継続 定住企画課 1,394,183

(3) 安来市学習訓練センター事業 継続 商工観光課 7,958,752

《基本目標２》

産業振興によ

り、若者に魅

力ある雇用の

場を創出する

指標：20歳代の

社会移動

基準値：-58人

（H25）

目標値：±0人

（H27～H31年

の平均）



基本目標 数値目標 管理№ 名称 区　分 担当課 決算額 特記事項

(1) 空空空空きききき家改修補助事業家改修補助事業家改修補助事業家改修補助事業 継続 定住企画課 841,000

(1) 定住促進支援補助事業定住促進支援補助事業定住促進支援補助事業定住促進支援補助事業 継続 定住企画課 4,694,000

(1) 3世代世帯定住推進補助事業3世代世帯定住推進補助事業3世代世帯定住推進補助事業3世代世帯定住推進補助事業 新規新規新規新規 定住企画課 24,000,000 基礎交付分（繰越）+現年

(1) 空空空空きききき家情報登録制度家情報登録制度家情報登録制度家情報登録制度（（（（空空空空きききき家家家家バンクバンクバンクバンク）））） 継続 定住企画課 0

(1) 民間賃貸住宅建設助成事業民間賃貸住宅建設助成事業民間賃貸住宅建設助成事業民間賃貸住宅建設助成事業 新規新規新規新規 建築住宅課 予算化はH28年度より

(1) 公営住宅整備事業 継続 建築住宅課 275,780

(1) 公営住宅等ストック総合改善事業 継続 建築住宅課 993,600

(1) ハーモニータウン汐彩販売促進事業 継続 都市政策課 84,447,503

(2) 定住定住定住定住サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター事業事業事業事業 新規新規新規新規 定住企画課 7,280,792

基礎交付分

申請上の名称：

定住窓口ワンストップ化推進事業

(2) 情報発信情報発信情報発信情報発信・・・・定住総合定住総合定住総合定住総合ＰＲＰＲＰＲＰＲ事業事業事業事業 新規新規新規新規 定住企画課 605,747

(3) 中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業中心市街地活性化事業 継続 商工観光課 5,196,040

(3) 商業再生支援事業商業再生支援事業商業再生支援事業商業再生支援事業 継続 商工観光課 3,602,000

(4)-① 自主防災組織支援事業自主防災組織支援事業自主防災組織支援事業自主防災組織支援事業 継続 危機管理課 784,000

(4)-① 消防団体制消防団体制消防団体制消防団体制のののの構築事業構築事業構築事業構築事業 継続 消防総務課 80,900,189

(4)-② 福祉専門学校関連事業福祉専門学校関連事業福祉専門学校関連事業福祉専門学校関連事業 継続 広瀬地域センター 7,406,946

(4)-② 福祉専門学校就学補助事業福祉専門学校就学補助事業福祉専門学校就学補助事業福祉専門学校就学補助事業 新規新規新規新規 介護保険課 1,080,000 基礎交付分

(4)-② 医師医師医師医師・・・・看護師確保対策事業看護師確保対策事業看護師確保対策事業看護師確保対策事業 継続 いきいき健康課 2,304,300

(4)-③ 健康増進事業健康増進事業健康増進事業健康増進事業 継続 いきいき健康課 2,179,973

(4)-③ がんがんがんがん対策事業対策事業対策事業対策事業【【【【再掲再掲再掲再掲】】】】 再掲 いきいき健康課 28,608,845

(4)-③ なかうみマラソンなかうみマラソンなかうみマラソンなかうみマラソン全国大会開催事業全国大会開催事業全国大会開催事業全国大会開催事業 継続 地域振興課 12,974,311

(4)-③ スポーツ推進委員育成事業 継続 地域振興課 1,122,740

(4)-③ 食育推進事業食育推進事業食育推進事業食育推進事業 継続 いきいき健康課 407,030

《基本目標３》

住環境を向上

し、市民の定

住意識を高め

る

指標：30歳代の

社会移動

基準値：-71人

（H25）

目標値：＋26人

（H27～H31年

の平均）



基本目標 数値目標 管理№ 名称 区　分 担当課 決算額 特記事項

(1)-① 地域地域地域地域おこしおこしおこしおこし協力隊事業協力隊事業協力隊事業協力隊事業 新規 農林振興課 7,214,342

(1)-② 就農・定住パッケージ事業【再掲】 再掲 農林振興課 予算化はH28年度より

(1)-② 新規就農研修事業【再掲】 再掲 農林振興課 4,896,183

(1)-② みどりの担い手確保緊急対策事業【再掲】 再掲 農林振興課 3,000,000

(2) 地区交流地区交流地区交流地区交流センターセンターセンターセンター活性化事業活性化事業活性化事業活性化事業 新規新規新規新規 地域振興課 1,768,866

基礎交付分（繰越）

申請上の名称：地区公民館活性化事業

(2) 元気元気元気元気いきいきいきいきいきいきいきいき補助事業補助事業補助事業補助事業 継続

定住企画課

広瀬地域センター

伯太地域センター

6,713,000

(2) 地域地域地域地域トライアングルトライアングルトライアングルトライアングル事業事業事業事業 継続 市民参画課 1,077,000

(2) コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ施設整備支援事業施設整備支援事業施設整備支援事業施設整備支援事業 継続 市民参画課 2,419,000

(3)-① 生活交通ネットワーク再編事業 新規 市民参画課 10,952,242 基礎交付分（繰越）+現年

(3)-① イエローバス運行事業 継続 市民参画課 223,768,903

(3)-② 道路改良事業 継続 土木建設課 226,917,978

《基本目標４》

多種多様で魅

力的な“地域

（じげ）”を形

成する

指標：安来市へ

の愛着度

基準値：62.3％

（H26）

目標値：70％

（H30）


