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地方創生先行対策事業 

1 

地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 

地方創生先行型 
（基礎交付分） 

地方創生先行型 
（上乗せ交付分） 

 まち・ひと・しごとの創生に向けた「総合
戦略」の先行的実施に対する支援 

 地方版総合戦略の早期策定に伴う地方版総
合戦略推進に対する支援 

地方創生先行対策事業 

 佐伯市において、国の「地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金」を充当する事業。
平成26年度３月補正及び平成27年度９月補正にて計上。 

地方創生先行対策事業の概要 

種別 事業数 予算額 交付額 備考 

地方創生先行型 
（基礎交付分） 

20事業 175,415千円 107,000千円 
 充当額は、市への交付
金額のみ。県連携事業に
おける県交付金額は含ま
ない。 
 

地方創生先行型 
（上乗せ交付分） 

  6事業 23,581千円 10,000千円 

Plan 

Do 

Check 

Action 
次ページ以降、平成28年度
予算構築時の評価 

資料２ 
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地方創生先行型（基礎交付分） 
○地方創生先行型（基礎交付分） 
 175,415千円（うち交付金107,000千円） 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標１：地域資源を有効活用した農林水産業の振興 

【事業No.1】林業用苗木生産事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

4,100千円 
林業循環型施業確立のため、佐伯地域におけるスギ苗木の
不足対策として、スギ苗木の生産者に対して補助金を交付
する事業 

苗木生産
150,000本 

農林課 

成果状況 改善方向性 

 26年度に南部地域苗木生産者協議会を設立し、10名の生産者が約10
万本の育苗を行っている。27年度は、さらに9名の生産者が加入すること
が確実であり、年度生産総数20万本を目標に取り組んでいる。 

維持 

【事業No.2】木造住宅建設助成事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

40,000千円 
佐伯市産木材の利用促進を図るため、市産材を利用して木
造住宅を新・増築する場合に建築材料の構造材に対して補
助する事業 

構造材使用量
2,000立米 
定住世帯数７５
世帯 

農林課 

成果状況 改善方向性 

 佐伯市産木材の利用として、補助対象分の構造材が年間1.800㎥を超え
て使用され、申請件数も90件以上あり、事業目的である木材利用と定住
促進が図られているものと考えられる。 

維持 

【事業No.3】さいきブランド創出事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

5,057千円 
佐伯市産品のブランド化及び流通促進等を推進するための
販売促進活動費用や商品開発、流通改善、販路拡大を図る
費用に対して補助する事業 

情報発信ブログ
閲覧数4,000
件 

観光課 

成果状況 改善方向性 

 ＫＰＩについては、ブログ閲覧数４，０００件/年であるが、さいき殿
伝及び佐伯市に関する積極的な情報発信を行うことで、一月で３，０００
件前後の閲覧数を記録している。 

維持 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標１：地域資源を有効活用した農林水産業の振興 

【事業No.4】佐伯市ブランド流通促進協議会事業費補助金 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

5,000千円 
佐伯市ブランド流通促進協議会が行う流通戦略及びブラン
ド認証並びに６次産業化を推進する事業に補助 

情報発信ブログ
閲覧数4,000
件 

観光課 

成果状況 改善方向性 

 ＫＰＩについては、ブログ閲覧数４，０００件/年であるが、さいき殿
伝及び佐伯市に関する積極的な情報発信を行うことで、一月で３，０００
件前後の閲覧数を記録している。 
 ＫＰＩについては、大きな成果をあげているが、本事業に関しては、平
成27年度に「さいき殿伝最高金賞」の認証予定であったが、最高金賞の
審査基準の策定において、カテゴリが異なる商品を平等に審査することが
困難なため、協議会で再度協議し、平成27年度の募集を取りやめる決定
をした。 
 今後、協議会にて最高金賞のあり方を再度協議していく。 

維持 

【事業No.5】地域メディアプロデューサー養成事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

280千円 
市内中小企業のプレゼン力を高め、企業の持つポテンシャ
ルを売り込める人材を育成する事業 

さいき立志塾入
塾20名 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手  ― 

個別目標２：商工業の振興 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標2：商工業の振興 

【事業No.7】現代アートプロジェクト事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

2,000千円 

市内で活躍するアーティストに対し、中心市街地の空き家、
空き店舗を活用して制作及び発表の場を提供することで、
市中心部のアート作品を巡る散策コースを作り、観光客等
の回遊性を実現する事業 

発表アーティス
ト人数３人 
発表の場におけ
る延べ参加人数
５０人 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手  ― 

【事業No.6】さいき立志塾運営事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

1,654千円 
市内商工業の若手経営者及び後継者等の志を高めるための
塾を開設して、次代を担う人材育成を行い、全国につなが
る人的ネットワークを育む事業 

さいき立志塾入
塾20名 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

 第3期生は、24名の参加によりスタートした。これまでの1・2期生と
の交流も進んでいる。1・2期生については、塾生相互による事業協力や
情報交換等相互の研鑽を積んでいるとともに、他の塾生との交流も図り、
これにより仕事の依頼等も来ており、成果を上げている。 

維持 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標2：商工業の振興 

【事業No.9】きらり輝く繁盛店づくり事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

500千円 
商店街の活性化のため、経営ノウハウを持つ専門家により
個店事業主の経営研修を実施し、意欲のある商店街を支援
する事業 

新規出店2店舗 商工振興課 

成果状況 改善方向性 

 商店街等の活性化に向け、実務知識、経営ノウハウを持つ専門家をアド
バイザーとして招聘し取り組むことにより、参加した商業者は確実に売上
アップにつながっているとともに、顧客を郊外型大型店舗等から少しずつ
呼び戻しており、商店街等の賑わいの創出につながっている。 
 また、本事業の中で実施している「佐伯商人と市民の集い」では、それ
ぞれの立場での意見交換することができるほか、地域循環経済の重要さを
共有することができている。 

維持 

【事業No.8】中心市街地空き店舗活用事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

5,000千円 
中心市街地の空き店舗を活用して起業しようとする個人・
団体等に対して支援する事業 

新規出店2店舗 商工振興課 

成果状況 改善方向性 

○空き店舗対策事業 
・H24年度（２店舗）、H25年度（2店舗）、H26年度（３店舗）が新
規出店を行った。 
○チャレンジショップ事業 
 本事業を活用し、現在２店舗がチャレンジ事業を展開してる。 

維持 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標３：街・浦・里の魅力（味力）を活かした観光・ツーリズムの振興 

【事業No.10】ツーリズム戦略事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

29,602千円 

東九州自動車道全線開通に備え、新たな観光需要に対応す
るため県、市、関係団体でまとめた「九州一さいき・ツー
リズム重点戦略」に基づいた対策事業であり、今回は観光
標識設置工事等を実施 

観光施設年間利
用者数
256,643人 

観光課 

成果状況 改善方向性 

街エリア…利用者が増加しており、目標値を上回っている。 
浦エリア…各施設とも利用者は増加しているが、目標値には届いていない。
里エリア…利用者数が落ちており、目標値には届いていない。 

維持 

【事業No.11】ふるさと佐伯観光交流事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

8,000千円 

在京佐伯出身者を対象にふるさと佐伯の優れた農林水産物
や食のまち「佐伯」を紹介し、佐伯地域の一次産品等の認
知度向上と販売促進を図る。また、在京者との交流や親睦
を図ることで「人」、「もの」の相互交流を強化し、観光
客の増加につなげるための事業 

観光施設年間利
用者数
256,643人 

観光課 

成果状況 改善方向性 

 未着手 ― 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

【事業No.12】空き家バンク事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

1,000千円 
本市への定住促進を図るため、空き家バンクの運営・管理
業務の委託料を計上 

空き家バンク物
件に係る売買契
約又は賃貸契約
の成約件数５件 

地域振興課 

成果状況 改善方向性 

 平成２７年度は定住に必要である住居に係る事業の整備として、空き家
バンク制度の整備（要綱制定、不動産業界への管理委託、登録物件の増加
等）、空き家改修補助制度の実施を行った。 
 平成２８年度からの改善方向性として、定住促進事業と併せ、以下の見
直しを行う。 
 ・移住希望者に向けた情報発信の強化 
  インターネットによる移住推進サイトの積極的な活用、移住者向けパ 
  ンフレットの作成、都市圏の移住希望者対象の説明会への参加、各課 
  が実施している移住者向け施策の集約等 
 ・地域おこし協力隊・地域支援員制度の活用 
  各地域の隊員等と連携を行い、空き家情報の収集、移住希望者や既移 
  住者の相談の受付を行う。 

維持 

基本目標２：佐伯市への人の流れを促す 

個別目標１：佐伯市への回帰を促す 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

【事業No.13】地域おこし協力隊設置事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

18,192千円 
地域力の維持・強化を図るため、意欲がある都市部住民を
地域おこし協力隊として設置する事業 

地域おこし協力
隊員が支援する
団体の新規事業
化件数１件 

地域振興課 

成果状況 改善方向性 

 離島に隊員を配置している中で島民の要望と積極的な地域活性化には多
少のギャップが生じており、新規事業を構築をすることが困難な状況であ
る。 
 平成28年度からの方向性として、地域おこし協力隊員の増員を行い、
現在配置していない地域（上浦、弥生、本匠、米水津、鶴見（大島以外）、
蒲江）にも配置することで、全ての地域においてそれぞれに抱える課題を
解消させる手助けが出来ると共に、活用できる空き家の掘り起し、地域情
報の発信、移住希望者への相談等を行わせることで地域の活性化に寄与す
ることができる。 
 また隊員を増加して、連携を取ることは協力隊員同士の連帯感を醸成し、
個々のモチベーションを保持することができ、地域活性化に対する意欲の
持続と任期終了後の定住につながると思われる。 

見直し 

基本目標２：佐伯市への人の流れを促す 

個別目標２：地域の人とのふれあいから佐伯市のファンを生み出す 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

【事業No.14】子宝支援事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

4,000千円 
不妊治療を受けている夫婦に対し、治療に要する費用を一
部助成する事業 

助成件数40件 健康増進課 

成果状況 改善方向性 

 平成２７年度のＫＰＩは４０件となっているが、制度改正により件数は
増加する可能性がある。 
※大分県による県事業制度拡充 

見直し 

基本目標３：出産・子育ての希望をかなえる 

個別目標１：子どもを安心して生み育てる環境づくり 

【事業No.15】５歳児健康診査事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

1,131千円 
５歳児を対象に、身体的・精神的な健康発達状態を確認し、
軽度の発達上の問題等を就学前に発見し、就学後の不適応
を軽減するための事業 

アンケート回収
率95％ 

健康増進課 

成果状況 改善方向性 

 平成27年度のKPIについては、95％であるが、ほぼ達成できている。 
平成28年度から、事業の見直しを行う。県や大学の協力が得られるかが
不透明である。また、1.6歳、3歳児健診後に療育につながる児が増加し、
5歳児発達相談の三次相談会の対象児が減少しているので、既存の巡回相
談等と併せて事業のあり方を検討する。 

見直し 

【事業No.16】おおいた子育てほっとクーポン活用事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

24,265千円 
子育て世帯の精神的・身体的・経済的負担の軽減を図るた
め、未就学児童のいる世帯に子育て支援サービス等が利用
できるクーポンを交付する事業 

子育て支援サー
ビスを知ってい
る人の割
63.6％ 

こども福祉
課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

【事業No.17】地域支援員設置費 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

9,851千円 
過疎化・高齢化が進む周辺部地域の住民が、安全・安心に
生活できるよう住民の声を幅広く吸い上げるために地域支
援員を設置する事業 

世帯訪問回数全
地域年間合計
2,000回 

地域振興課 

成果状況 改善方向性 

 高齢者には巡視を楽しみにしている方も多く、また民生委員や自治委員
の方からも相互補完ということもあり感謝されている。 
 高齢者支援は十分であるが、地域に精通する支援員の特性をフル活用し
て地域力の向上を図るために、業務内容の見直しや配置人数を再検討する
必要がある。 

維持 

基本目標４：街・浦・里が支え合い、高め合う 

個別目標１：街・浦・里を支える人の育成 
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地方創生先行型（基礎交付分） 
○地方創生先行型（基礎交付分） 
   175,415千円（うち交付金107,000千円） 
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  ※佐伯市総合戦略策定事業7,783千円（うち交付金5,000千円）を含む。 

【事業No.19】宅配事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

3,000千円 
佐伯市番匠商工会が商店等の少ない宇目・本匠地区の一部
を対象に行なっている「宅配事業」に補助する事業 

宅配及び移動販
売の利用者数合
計200人 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手  ― 

【事業No.18】地域商業機能維持支援事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

5,000千円 
買い物弱者を有する地区と「流通維持協定」を締結した小
規模移動販売事業者の車両に係る経費等を支援する事業 

宅配及び移動販
売の利用者数合
計200人 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 

基本目標４：街・浦・里が支え合い、高め合う 

個別目標２：住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるまちをつくる 
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地方創生先行型（上乗せ交付分） 
○地方創生先行型（上乗せ交付分） 
   23,581千円（うち交付金10,000千円） 

12 

※上乗せ交付分については、市から国への申請額。交付決定は、平成２７年10月下旬を予定。 

【事業No.20】繁殖雌牛基盤拡大対策事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

1,575千円 繁殖雌牛の増頭を行う際の経費を助成する事業 
繁殖雌牛増頭
15頭 

農林課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 

基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標１：地域資源を有効活用した農林水産業の振興 

個別目標２：商工業の振興 

【事業No.21】創業支援事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

4,603千円 
創業支援のためのセミナー開催経費及び創業に係る事業費
を助成する事業 

創業セミナー参
加者数５人、創
業者数２人 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 
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地方創生先行型（上乗せ交付分） 
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基本目標１：仕事を育て、仕事を創る 

個別目標２：商工業の振興 

【事業No.23】食品産業地域連携推進事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

10,000千円 
食品加工事業者等に対し、製造機械等の購入に要する経費
を助成する事業（補助率は対象経費の３分の２以内） 

支援企業の売上
伸率５％ 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 

【事業No.22】地域人材育成事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

6,180千円 
新規に人材を雇用した中小企業への、技術習得のための人
材育成業務委託を行う事業 

新規雇用者数 
4人 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 

○地方創生先行型（上乗せ交付分） 
   23,581千円（うち交付金10,000千円） 

※上乗せ交付分については、市から国への申請額。交付決定は、平成２７年10月下旬を予定。 
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地方創生先行型（上乗せ交付分） 
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【事業No.25】企業説明会・面接会及びＰＲ事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

1,000千円 
市内の企業や産業を紹介する映像を作製し、都市部の大学や
関係機関にＰＲする事業 

企業説明会・面
接会参加者数
10人 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

 県、市、市内の高校が連携して実施したことにより、生徒124名、企業
24社の参加があった。 
 高校生がしっかりとした職業選択を行いよりよい就職を果たせるように、
企業が自社の強み、特徴等を生徒に直接提供、ＰＲすることにより、生徒
自身に「企業理念、企業での自身の成長イメージをつかむ」、「具体的な
就職イメージをつかむ」、「就職希望先選択に役立てる」ことができ、就
職意欲の喚起や企業理解促進が図られた。これにより、県内・市内就職を
促進出来ていると考える。 

維持 

【事業No.24】キャリア教育講演会事業 

予算額 事業概要 KPI 所管課 

223千円 
中学生や高校生に対して、将来の職業観や地元で働くこと
の意義等を啓発するための講演会を開催する事業 

講演会によって、
地元で働く意欲
のある生徒の増
加割合20％ 

商工振興課 

成果状況 改善方向性 

未着手 ― 

○地方創生先行型（上乗せ交付分） 
   23,581千円（うち交付金10,000千円） 

総合戦略 基本目標２：佐伯市への人の流れを促す 

個別目標１：佐伯市への回帰を促す 

※上乗せ交付分については、市から国への申請額。交付決定は、平成２７年10月下旬を予定。 
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意見反映状況について 

「佐伯市まち・ひと・しごと創生総合戦略 第１版」策定の取
組を受け、審議会等にて頂いた御意見を具体的な事業計画に
反映しました。これに従ってH28当初予算を編成します。 

主な反映内容 

事業名 事業概要 
事業費 
（予定） 

課名 

１ 水田農業モデル集落支援事業 
自主的に集落ビジョンの作成に取
り組む集落を支援します。 

2,400千円 農林課 

２ 
佐伯市農林水産物等海外販路
拡大支援事業 

農林水産物の海外販路拡大に取り
組みます。 

10,000千円 水産課 

３ 
仮称：佐伯市農業後継者給付
金事業 

経営継承を行うための経費に対し
て支援します。 

4,500千円 農林課 

４ 
仮称：佐伯市新規就農者定住
家賃補助事業 

佐伯市ファーマーズスクール事業
の研修生に対して支援をします。 

360千円 農林課 

５ 
仮称：佐伯市ファーマーズス
クール事業 

新規就農者のための研修等を行い
ます。 

3,800千円 農林課 

６ 
佐伯市小規模事業者経営改善
支援事業 

小規模事業者経営改善資金の借入
金返済に対し利子補給を行います。 

4,000千円 商工振興課 

７ 
佐伯市中小企業振興資金創業
支援利子補給事業 

佐伯市中小企業振興資金融資の
「創業支援融資」及び「女性創業
支援融資」について、利子補給を
を行います。 

1,500千円 商工振興課 

８ 定住促進事業 
市内に新築・中古住宅を取得した
市外在住者に補助を行います。 

29,500千円 地域振興課 

９ over１８プロジェクト 
独身男女の交流する機会を増やし、
婚姻率の上昇を図ります。 

― 地域振興課 

10 高校生遠距離通学補助金 
バス、JR等で市内の高校に通学
する、市内居住の高校生に対して
通学費の補助を行います。 

5,725千円 地域振興課 

資料３ 
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2月 
 
 
3月 
 
 
4月 
 
 
5月 
 
 
6月 
 
 
7月 
 
 
8月 
 
 
9月 
 
 
10月 
 
 
11月 
 
 
12月 

今後のスケジュール 

推進審議会 

2月16日（第5回） 

検証 

資料４ 

市内部 

平成28年度版 
佐伯市 
総合計画 
実施計画 
策定 

平成29年度 
当初予算編成 

3月24日（第6回） 

改訂①（方向性） 

平成28年度 第1回 

改訂②（改訂①を受けて） 

平成28年度 第2回 

当初予算反映に向けて 

総合戦略 改訂 
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人口の最新動向 資料５ 

国勢調査における佐伯市人口 

総人口 H22 76,951人 ⇒ H27 72,203人 
（参考：社人研推計H27 72,799人） 

国立社会保障・人口問題研究所の推計値と比べて、－0.8％下方推移。 

（出典）大分県「平成27年国勢調査結果（速報）」 

住民基本台帳人口移動報告における社会増減 

転出超過 H26 －474人 ⇒ H27 －435人 
（転出超過：転入者数－転出者数） 

転出超過が改善されるも、中長期的には人口移動が縮減。 

（出典）総務省「住民基本台帳人口移動報告」 

（人） 

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

転出 -2,681 -2,317 -2,252 -2,259 -2,121 -1,966 -1,854 -1,890 -1,923 -1,848 -1,894 

転入 1,889 1,851 1,772 1,626 1,835 1,573 1,562 1,628 1,448 1,374 1,459 

転出超過 -792 -466 -480 -633 -286 -393 -292 -262 -475 -474 -435 

1,889 1,851 1,772 
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1,835 
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1,448 1,374 1,459 
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-2,000 

-1,000 

0 

1,000 
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（参考）社会移動の動向 

転入 転出 転出超過 
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