
R3小計 458,979

（ R2 295,875 ）

1 産業団地整備事業（本郷・新規）
令和2年度で整備は終了し，今後は企業誘
致事業を推進（No.2へ予算を計上）

― ― 商工振興課

2 企業誘致促進事業 7　商工費 企業誘致対策事業費 309,652 継続 商工振興課

3 農業参入企業支援事業 6　農林水産業費
No.7（強い農業・担い手づくり総合支援事業）
で計上

― 継続 農林水産課

4 産業用地調査・整備事業 令和2年度で調査終了 ― ― 商工振興課

5 振興作物生産拡大支援事業 6　農林水産業費 振興作物生産拡大支援事業費 8,340 継続 農林水産課

6 新規就農者支援事業 6　農林水産業費 新規就農者支援事業費 1,920 継続 農林水産課

7 強い農業・担い手づくり総合支援事業 6　農林水産業費 経営体支援事業費 727 継続 農林水産課

8 農地確保支援事業 6　農林水産業費 農地集積加速化支援事業費 17,372 拡充 農林水産課

9 地産地消推進事業 6　農林水産業費 地産地消推進事業費 1,640 継続 農林水産課

10 6次産業化支援事業 6　農林水産業費 6次産業化推進事業費 14,245 拡充 農林水産課

11 水産業振興事業 6　農林水産業費 水産振興事業費，漁場改良事業費 9,264 拡充 農林水産課

12 米粉の生産拡大支援事業 6　農林水産業費 No.10（6次産業化支援事業）で計上 ― 拡充 農林水産課

13 スマート農業支援事業 実施に向け検討中 ― ― 農林水産課

14 起業化促進事業 7　商工費 起業化促進事業費 7,714 継続 商工振興課

15 サテライトオフィス誘致事業 7　商工費 起業化促進事業費 11,783 拡充 商工振興課

16 高度なビジネス人材育成支援事業 7　商工費 起業化促進事業費 6,000 拡充 商工振興課

17 IT人材育成事業 実施に向け検討中 ― ― ―

18 中心市街地活性化支援事業 7　商工費 中心市街地活性化支援事業費 30,338 拡充 商工振興課

19 地域商業活性化支援事業 7　商工費 地域商業活性化支援事業費 6,650 継続 商工振興課

20 地域経済循環創造支援事業 2　総務費 企画調整事務費 6,000 新規 経営企画課

21 市内事業者の販路拡大支援事業 6　農林水産業費 No.10（6次産業化支援事業）で計上 ― 拡充

22 生産性向上支援事業 7　商工費 産業振興事業費 1,010 継続 商工振興課

23 都市圏からの人材呼び戻し事業 7　商工費 雇用就労支援事業費 3,547 拡充 商工振興課

24 雇用・就労支援事業 7　商工費 雇用就労支援事業費 1,369 継続 商工振興課

25 女性の活躍支援事業 3　民生費 男女共同参画推進事業費 4,014 拡充 人権推進課

26 障害者就労支援事業 3　民生費 地域生活支援事業費 150 継続 社会福祉課

26 障害者就労支援事業 7　商工費 雇用就労支援事業費 5,100 継続 商工振興課

27 介護職員就労支援事業 3　民生費 介護事業費 1,000 継続 高齢者福祉課

28 就労者通勤支援事業 実施に向け検討中 ― ― 地域企画課

29 フリーWi-Fi等通信環境整備事業 実施に向け検討中 ― ― 商工振興課

30 外国人就労者受入機関設置支援事業 実施に向け検討中 ― ― 商工振興課

31 外国人就労者等への支援事業 2　総務費 No.50（国際化推進事業）で計上 ― 拡充

32 アクティブシニア就労支援事業 介護保険特別会計
訪問型サービス事業費（生活支援員養成講
座謝金）

30 継続 高齢者福祉課

32 アクティブシニア就労支援事業 7　商工費 雇用就労支援事業費 11,114 継続 商工振興課

経営企画課，商
工振興課

第２期三原市まち・ひと・しごと創生総合戦略掲載事業の令和３年度予算額について

事業
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予算額
(単位：千円)

総合戦略掲載予定事業名

事
業
番
号

備考

令和３年度予算額

担当課

商工振興課，農
林水産課

- 1 -

Administrator
資料 ２



予算事項名等款
予算額
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R3小計 452,986

（ R2 464,208 ）

33 飲食業等観光事業者支援事業 7　商工費 観光推進事業費 7,000 継続 観光課

34
佛通寺・高坂自然休養村エリア等活
用事業

7　商工費 観光資源整備事業費 1,400 継続 観光課

35 広島空港周辺活性化事業 2　総務費 広島臨空広域振興事業費 706 継続 地域企画課

36 道の駅活用事業 予算非計上で推進 ― ― 観光課

37 三原内港再生事業 予算非計上で推進 ― ― 港湾課

38 民泊・農泊支援事業 実施に向け検討中 ― ― 観光課

39
大規模スポーツ大会・合宿等誘致・
開催事業

10　教育費 スポーツ活動推進事業費 6,200 継続 スポーツ振興課

40 トリエンナーレ開催事業 7　商工費 観光資源整備事業費 ― ― 観光課

41 芸術・文化振興事業 10　教育費 施設維持管理費 221,970 継続 文化課

42 文化財活用事業 10　教育費 施設維持管理費 4,062 継続 文化課

43 観光ガイド養成・ネットワーク化事業 7　商工費 No.45（観光案内施設整備・活用事業）で計上 ― 継続 観光課

44 観光情報集約化事業 実施に向け検討中 ― ― 観光課

45 観光案内施設整備・活用事業 7　商工費 観光資源整備事業費 26,090 継続 観光課

46 観光プロモーション事業 予算非計上で推進 ― ― 観光課

47 情報発信コンテンツ活用事業 7　商工費
No.52（インバウンド観光客受け入れ環境整
備事業）で計上

― 継続 観光課

48 マスコットキャラクター活用事業 2　総務費 No.49（ふるさと情報発信推進事業）で計上 ― 継続 観光課

49 ふるさと情報発信推進事業 2　総務費 シティプロモーション推進事業費 1,000 継続 広報戦略課

50 国際化推進事業 2　総務費 国際化推進事業費，観光戦略事業費 7,466 拡充 経営企画課

50 国際化推進事業 7　商工費 国際化推進事業費，観光戦略事業費 500 拡充 観光課

51 インバウンド誘客情報発信事業 7　商工費 観光推進事業費，観光戦略事業費 18 新規 観光課

52
インバウンド観光客受け入れ環境整
備事業

7　商工費 観光資源整備事業費 35,702 継続 観光課

53 DMO推進事業 7　商工費 観光体制推進事業費 136,750 継続 観光課

54 三矢の訓観光連携事業 7　商工費 観光推進事業費 1,060 継続 観光課

54 三矢の訓観光連携事業 10　教育費 社会教育一般事務費 88 継続 文化課

55 せとうちDMOとの連携強化事業 連携強化の取組を検討・実施予定 ― ― 観光課

56 広域連携誘客事業 2　総務費 広域連携事業費 349 継続 経営企画課

56 広域連携誘客事業 2　総務費 広域行政推進事業費 2,527 継続 地域企画課

56 広域連携誘客事業 6　農林水産業費 水産振興事業費 18 継続 農林水産課

56 広域連携誘客事業 10　教育費 社会教育一般事務費 80 継続 文化課

R3小計 725,415

（ R2 637,695 ）

57 縁結びサポーター養成事業 3　民生費 地域少子化対策強化事業費 293 継続 子育て支援課

58 ひろしま出会いサポートセンター連携事業 実施に向け検討中 ― ― 子育て支援課

59 不妊検査・不妊治療費助成事業 4　衛生費 母子保健事業費 9,837 継続 保健福祉課

60
周産期医療体制維持継続等支援事
業

4　衛生費 地域医療体制推進事業費 12,112 継続

61 妊産婦・乳幼児訪問指導事業 4　衛生費 母子保健事業費 1,041 継続 保健福祉課

62 子育て世代包括支援センター事業 3　民生費
虐待防止事業費，子育て世代包括支援セン
ター事業費

15,145 拡充 保健福祉課

63
0～2歳児の保育等の受け皿づくり事
業

3　民生費 地域型保育事業費 230,919 拡充 児童保育課

【交流人口拡大への挑戦】

【子ども・子育て充実への挑戦】 29

保健福祉課

事業

24 事業
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64 放課後児童クラブ運営事業 3　民生費 子ども居場所づくり事業費 265,204 継続 子育て支援課

65 みはら子育てネット活用促進事業 3　民生費 子ども・子育て支援事業 1,000 新規 子育て支援課

66 病児・病後児保育事業 3　民生費 施設維持管理費 8,077 継続 児童保育課

67
働き方改革・ワークライフバランス普
及啓発事業

3　民生費 No.25（女性の活躍支援事業）で計上 ― 拡充 人権推進課

68 父親の育児参加促進支援事業 3　民生費 No.77（新児童館運営事業）で計上 ― 継続 子育て支援課

69 乳幼児等医療費助成事業 3　民生費 乳幼児等医療費助成事業費 36,524 継続 子育て支援課

70 小児インフルエンザ予防接種費補助事業 4　衛生費 感染症対策事業費 1,010 継続 保健福祉課

71 子どもを育てやすい環境整備事業 3　民生費 子育て用品購入費助成事業費 1,656 新規 子育て支援課

72 第三子以降養育支援事業 国の動向に併せて事業を実施 ― ― 児童保育課

73
ファミリー・サポート・センター利用促
進事業

3　民生費 ファミリー･サポート・センター事業費 144 継続 子育て支援課

74 ひとり親家庭学び直し支援事業 3　民生費 子どもの貧困対策事業費 150 継続 子育て支援課

75 子育て支援仲間づくり育成事業 3　民生費 子どもの貧困対策事業費 832 継続 子育て支援課

76 子どもの安全確保事業 8　土木費 交通安全施設整備事業費 40,000 拡充 土木整備課

77 新児童館運営事業 3　民生費 施設維持管理費 24,694 継続 子育て支援課

78 放課後子ども教室事業 10　教育費 子ども居場所づくり事業費 10,124 継続 生涯学習課

79 指導力向上事業 10　教育費 学ぶ力育成事業費 42,888 拡充

80 体力向上支援事業 10　教育費 体力向上支援事業費 14,167 継続

81 情報教育環境整備事業 実施に向け検討中 ― ― 教育振興課

82 郷土愛育成事業 10　教育費 郷土愛醸成事業費 5,378 継続

83 ふるさと子ども博士講座事業 予算非計上で推進 ― ― 生涯学習課

84 少年少女海外研修・交流事業 10　教育費 児童・生徒相互交流事業費 3,709 継続 生涯学習課

85 キャリア教育推進事業 10　教育費 郷土愛醸成事業費 511 継続

R3小計 150,801

（ R2 142,840 ）

86 健康長寿No.1をめざす取組の推進 2　総務費 産学官連携事業費 4,574 継続

87 薬局での糖尿病検査事業 4　衛生費 生活習慣病予防対策事業費 529 継続 保健福祉課

88 各種健診等受診促進事業 4　衛生費 生活習慣病予防対策事業費 111,727 拡充 保健福祉課

89 ウオーキングのまち三原推進事業 4　衛生費 健康づくり推進事業費 1,000 継続 保健福祉課

90 運動普及推進事業 4　衛生費 健康づくり推進事業費 246 継続 保健福祉課

91 食生活改善推進事業 4　衛生費 健康づくり推進事業費 5,312 継続 保健福祉課

92 生涯活躍のまち推進事業 2　総務費
№86（健康長寿№1をめざす取組の推進）で
計上

－ 継続 経営企画課

93 高齢者健康づくり事業 3　民生費
高齢者保健事業・介護予防一体的実施事業
費

3,556 新規

保健福祉課，
高齢者福祉
課，保険医療
課

94 在宅要援護者仲間づくり育成事業 介護保険特別会計
地域介護予防活動支援事業費，保健福祉事
業費

7,142 継続 高齢者福祉課

95 介護予防普及啓発事業 介護保険特別会計 介護予防普及啓発事業費 3,923 継続 高齢者福祉課

96 地域介護予防活動支援事業 介護保険特別会計 地域介護予防活動支援事業費 12,262 継続 高齢者福祉課

97 認知症予防活動支援事業 介護保険特別会計 認知症予防活動支援事業費 405 継続

98 認知症サポーター養成事業 介護保険特別会計 認知症支援事業費 125 継続 高齢者福祉課

学校教育課，教
育振興課

学校教育課，教
育振興課

保健福祉課，経
営企画課

学校教育課，教
育振興課

【市民の健康づくりへの挑戦】 13 事業

高齢者福祉課

学校教育課，教
育振興課
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予算事項名等款
予算額

(単位：千円)

総合戦略掲載予定事業名

事
業
番
号

備考

令和３年度予算額

担当課

R3小計 853,305

（ R2 704,730 ）

99
地域おこし協力隊の配置及び活動支
援事業

2　総務費 地域おこし協力隊活用事業費 39,030 拡充 地域企画課

100 首都圏・関西圏での移住促進事業 2　総務費 移住定住支援事業費 1,544 継続 地域企画課

101 関係人口創出事業 2　総務費 関係人口創出事業費 18,153 拡充 地域企画課

102 シティプロモーション推進事業 2　総務費 シティプロモーション推進事業費 9,756 継続 広報戦略課

103 広域連携移住促進事業 2　総務費 No.100（首都圏・関西圏での移住促進事業）で計上 ― 継続 地域企画課

104 お試し暮らし滞在費補助事業 2　総務費 移住定住支援事業費 410 継続 地域企画課

105 若年・子育て移住世帯家賃補助事業 2　総務費 移住定住促進事業費 3,183 継続 地域企画課

106 ファーストマイホーム応援事業 2　総務費 移住定住促進事業費 16,400 継続 地域企画課

107 空き家バンク事業 8　土木費 空家等対策事業費 3,350 継続 地域企画課

108 空き家活用促進事業 2　総務費 空家等対策事業費 420 継続 地域企画課

108 空き家活用促進事業 8　土木費 空家等対策事業費 4,018 継続 建築課

109 ワンストップ窓口体制強化事業 2　総務費 移住定住支援事業費 1,500 継続 地域企画課

110 進出企業の移住定住事業 予算非計上で推進 ― ― 商工振興課

111 奨学金返還支援事業 7　商工費 雇用就労支援事業費 481 新規 商工振興課

112 地域公共交通維持充実事業 2　総務費 コミュニティ交通推進事業費 226,824 継続 生活環境課

112 地域公共交通維持充実事業 8　土木費
交通安全施設整備事業費，道路維持管理費
※各支所分を含む

13,000 拡充

113
AI，RPA等のデータ処理技術活用推
進事業

2　総務費 デジタル化推進事業費 25,200 新規

114 地域公共交通利便性向上事業 実施に向け検討中 ― ― 生活環境課

115
ローカル５GとICTによる生活環境向
上モデル事業

実施に向け検討中 ― ―

116
市中心部のグランドデザイン推進事
業

2　総務費 グランドデザイン推進事業費 5,000 継続

117 駅前東館跡地整備・活用事業 2　総務費 施設整備事業費 50,930 継続 経営企画課

117 駅前東館跡地整備・活用事業 7　商工費 中心市街地活性化支援事業費 6,006 新規 商工振興課

118 魅力あるまちなみづくり事業 8　土木費 魅力あるまちなみづくり事業費 2,700 拡充

119 中山間地域活性化事業 2　総務費 住民組織活動支援事業費 8,000 継続

120 中山間地域コミュニティビジネス支援事業 2　総務費 中山間地域活性化事業費 4,000 継続 地域企画課

121 東本通土地区画整理事業
土地区画整理
事業特別会計

土地区画整理事業費（東本通），街路整備事
業費

413,400 継続 土地区画整理課

122 まちづくり三原自立支援事業 7　商工費 No.18（中心市街地活性化支援事業）で計上 ― 拡充 商工振興課

R3小計 379,002

（ R2 ― ）

2　総務費 移住定住促進事業費 48,000 新規 地域企画課

2　総務費 移住定住促進事業費 2,000 新規 地域企画課

3　民生費 私立認定こども園運営助成事業費 329,002 新規 児童保育課

R3合計 3,020,488

（ R2 ― ）

経営企画課

経営企画課，情
報推進課，商工
振興課

土木整備課，本
郷支所，久井支
所，大和支所

【選ばれるまちへの挑戦】

【その他総合戦略の推進に関する取組】
（総合戦略への追加を検討）

3 事業

　　移住支援事業費補助

　　私立認定こども園運営助成事業

　　結婚新生活支援事業費補助

地域企画課，本
郷支所，久井支
所，大和支所

情報推進課

24 事業

都市開発課
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予算事項名等款
予算額

(単位：千円)

総合戦略掲載予定事業名

事
業
番
号

備考

令和３年度予算額

担当課

区分別集計表 単位：千円
項目 事業数 事業費

新規 11 422,919
継続 79 1,979,478
拡充 24 618,091
その他 21 ―
合計 135 3,020,488

※重複分：10

歳出予算目的別集計表 単位：千円
項目 事業数 事業費

1　議会費 0 0

2　総務費 28 482,972
3　民生費 19 922,360
4　衛生費 9 142,814
5　労働費 0 0
6　農林水産業費 11 53,526
7　商工費 25 609,284
8　土木費 5 63,068
9　消防費 0 0
10　教育費 11 309,177

特別会計 7 437,287
実施に向け検討中 11 ―
その他 9 ―
合計 135 3,020,488

※重複分：10
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