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財政局財政課 



　総務関係

　（議会事務局）

事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

国 際 交 流 48万7千円 大邱広域市との交流推進事業

財源内訳 　　代表団の受入れ

　一般財源 　　　時　期　２年５月
48万7千円

　　　人　員　11人

海 外 視 察 3,040万円 海外地方自治行政視察

財源内訳 　　人 　　 員　38人

　一般財源 　　支給限度額　80万円／人
3,040万円
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　（危機管理室）

事　　　業　　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

防 災 ま ち づ く り 事 業 3,954万8千円 防災まちづくり基金を活用して、防災
まちづくりの推進に向けた事業を実施

財源内訳 する。

　基金繰入金　基金繰入金 　　わがまち防災マップの作成支援 1,431万2千円
3,954万8千円

　　　自主防災組織にアドバイザーを
　　　派遣し、地域の避難場所や避難
　　　ルート上の危険情報等を記載し
　　　た防災マップの作成を支援する。

　　地域の防災リーダーの養成等 884万5千円

　　　防災士の資格取得に必要となる
　　　研修講座や資格取得者等を対象
　　　としたフォローアップ研修等を
　　　行う。

　　地域における防災訓練の支援 399万円

　　　各小学校区の自主防災組織連合 
　　　会が実施する防災訓練に要する
　　　経費を補助する。

　　　　補助額　訓練参加者１人当た
　　　　　　　　り200円

　　防災情報の受信環境の整備 74万2千円

　　　自宅で防災行政無線を受信でき
　　　る民間サービスの利用料金を一
　　　定期間負担する。

　　防災ライブカメラの設置支援 530万円

　　　防災ライブカメラ設置補助 150万円

　　　　自主防災組織に対し、河川の
　　　　水位状況などを確認できる防　　
　　　　災ライブカメラの設置等に要
　　　　する経費を補助する。

　　　静止画カメラの設置 380万円

　　　　防災ライブカメラの設置を促
　　　　進するため、自主防災組織の
　　　　要望箇所に、１分間隔で静止
　　　　画を配信するカメラを設置す
　　　　る。
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事　　　業　　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

　　防災体験学習の実施 10万円

　　　地域の防災リーダーが中心とな
　　　り、小学生等を対象とした避難
　　　所での宿泊体験や地域の水害碑
　　　をめぐる学習活動を行う。

　　避難誘導アプリの運用 625万9千円

　　　指定緊急避難場所等への案内機
　　　能や避難情報等を通知する機能
　　　を持ったアプリの運用を行う。

防災推進国民大会2020
に係る防災イベントの開 919万4千円 内閣府等が主催する防災推進国民大会
催 2020にあわせて、広島の災害教訓を全

財源内訳 国に発信するとともに、市民への防災
の普及啓発を行う防災イベントを開催

　一般財源 する。
919万4千円

　　時　期　２年10月３・４日

　　場　所　広島国際会議場及びその
　　　　　　周辺

　（主なイベント内容）
　　①災害経験を伝承するパネル展示
　　②ＶＲを活用した防災体験
　　③防災士による防災活動の紹介
　　④子どもに対する防災教室

防災情報共有システム
の更新整備 5,160万3千円 ３年度末に運用・保守期間が満了する

防災情報共有システムの更新整備を行
財源内訳 う。

　市債 　（スケジュール）
5,150万円

　　２年度　更新整備
　一般財源 　　

10万3千円 　　３年度　更新整備

　　４～８年度　運用・保守
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　（企画総務局）

事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

庁 舎 等 整 備 700万円 北庁舎別館の建替え検討

財源内訳 　　建築から約60年が経過して老朽化
　　が著しい北庁舎別館の建替えに向

　一般財源 　　け、周辺施設との統廃合・機能集
700万円 　　約や民間活力の活用を検討する。

広島市総合計画の改定 978万円 第５次広島市基本計画の計画期間が２
年度で満了することから、基本構想及

財源内訳 び基本計画を改定する。

　一般財源 　（スケジュール）
978万円

　　29・30年度　総合計画審議会の設
　　　　　　　　置、市民まちづくり
　　　　　　　　アンケート調査、改
　　　　　　　　定課題抽出等
　　　　　　
　　元年度　　　基本構想及び基本計
　　　　　　　　画の素案作成等

　　２年度　　　基本構想及び基本計
　　　　　　　　画の案の取りまとめ、
　　　　　　　　議会の議決、改定等

広島広域都市圏における
連携・交流の推進 371万4千円 広島広域都市圏内市町との連携・交流

を推進するための事業を実施する。
財源内訳

　　広島広域都市圏協議会事業 210万2千円

　一般財源
371万4千円 　　まち起こし協議会における取組の

　　推進 161万2千円

　　　“神楽”まち起こし協議会 154万8千円

　　　“食と酒”まち起こし協議会 6万4千円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

比治山公園「平和の丘」
に係る取組の推進 1億2,200万円 エントランス広場等の整備 2,980万円

（一部再掲）

財源内訳 　　現代美術館へ続く公園の入口とな
　　る第二駐車場付近の広場整備等を

　寄附金 　　行う。
110万円

　（スケジュール）
　市債

2,680万円 　　元年度　　　測量、基本設計等

　一般財源 　　２年度　　　実施設計等
9,410万円

　　３・４年度　整備

現代美術館整備（再掲） 4,840万円

比治山公園「平和の丘」に係る環境整
備（再掲） 4,080万円

公園管理運営等の検討 300万円

　　民間事業者や市民等と連携した公
　　園の管理運営等について検討する。
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

中山間地域活性化の担い
手の確保 9,873万5千円 中山間地域活性化の担い手となる定住

（一部再掲） 者を呼び込むため、情報発信や仕事及
財源内訳 び住まいの確保に取り組む。

　県補助金 　　定住促進に係るセミナーの開催等 194万2千円
1,480万円

　　現地見学・就農体験ツアーの実施 83万円

　負担金
42万2千円 　　「ひろしま活力農業」経営者育

　　成事業（再掲） 8,812万3千円

　一般財源
8,351万3千円 　　中山間地域空き家掘り起こし支援

　　事業 784万円

　　　「ひろしま活力農業」経営者育
　　　成事業の就農予定地域等を対象
　　　に、地域住民が主体となって行
　　　う空き家の活用を支援する。

　　　（主な支援対象経費）
　　　　①住宅改修費
　　　　②家財整理費
　　　　③空き家の物件調査費

似 島 の 活 性 化 1億1,195万円 似島臨海少年自然の家の整備 1億500万円

財源内訳 　　小・中学生の利用促進と民間企業
　　などの新たな利用者の獲得に向け、

　国庫補助金 　　新生活棟やコテージの新築等を行
72万5千円 　　う。

　市債 　　（スケジュール）
1億500万円

　　　元年度　　　整備計画の策定、
　一般財源 　　　　　　　　　基本設計

622万5千円

　　　２年度　　　実施設計、地質調
　　　　　　　　　査

　　　３・４年度　工事
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

似島地域活性化ビジョン作成支援 550万円

　　住民同士の意見交換の場の設定や
　　住民と事業者との調整を行い、地
　　域が主体となって活性化策を取り
　　まとめる「似島地域活性化ビジョ
　　ン」の作成を支援する。

　　（スケジュール）

　　　元年度　ビジョンの方向性の整
　　　　　　　理

　　　２年度　ビジョンの作成

　　　３年度　ビジョンの具体化と推
　　　　　　　進体制の確立

イベントにおける似島のＰＲ 145万円

　　似島で開催されるハノーバーの日
　　記念イベントにおいて、ウォーク
　　ラリーやバウムクーヘンづくりな
　　どを行い、似島をＰＲする。

戸山地域・湯来地域の活 新
性化 1,112万円 戸山地域・湯来地域の活性化プランの

（一部再掲） 作成 200万円

財源内訳
　　戸山地域と湯来地域における都市

　一般財源 　　部住民を含めた交流促進につなが
1,112万円 　　るよう、地域の持つ資源や特長を

　　踏まえた活性化プランを作成する。

戸山地域・湯来地域における連携施策
の推進 680万円

　　戸山地域と湯来地域の更なる活性
　　化を図るため、専門的知識を有す
　　るアドバイザーから提案された連
　　携施策を主体的に展開しようとす
　　る住民や関係者を支援する。
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

戸山の魅力ＰＲ事業（再掲） 14万5千円

湯の山温泉・旧湯治場の利活用の促進 43万5千円

（再掲）

広島市佐伯区湯来町農山村生活体験民
泊の推進（再掲） 99万8千円

自然を生かしたまちづくりの推進 50万6千円

（再掲）

中山間地域における湯来地区の活性化 23万6千円

（再掲）

安佐市民病院跡地活用の
推進 150万円 安佐市民病院移転後の跡地に導入する

施設・機能の円滑な整備・運用に向け
財源内訳 た検討を行う。

　一般財源 　（事業内容）
150万円 　　①地域の代表者等で構成する協議

　　　会の開催
　　②南側用地に誘致する事業者の公
　　　募・決定
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

地域コミュニティの活性 新
化の推進 2,503万3千円 地域コミュニティ活性化に向けたビジ

（一部再掲） ョンの策定 475万2千円

財源内訳
　　住民同士が支え合い、安全・安心

　国庫補助金 　　に暮らすことができる地域を創り、
889万4千円 　　持続可能な地域社会の実現を図る

　　ことを目的として、ビジョンを策
　一般財源 　　定する。

1,613万9千円

　　（スケジュール）

　　　２年度　シンポジウムの開催、
　　　　　　　有識者等ヒアリング等

　　　３年度　ビジョンの策定

町内会・自治会の実態調査（再掲） 1,100万円

新
企業と地域の連携促進事業 258万8千円

　　企業における働き方改革が、社会
　　貢献活動と連動して、地域コミュ
　　ニティの活性化を促進する制度を
　　構築する。

　　（スケジュール）

　　　２年度　制度の検討、ニーズ調
　　　　　　　査等

　　　３年度　制度開始

“まるごと元気”地域コミュニティ活
性化補助事業 669万3千円

　　町内会・自治会、子ども会、地区
　　社会福祉協議会等が、自主的・継
　　続的に行う地域コミュニティの活
　　性化に資する取組を支援する。
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　（支援する取組）
　　　①地域活性化プランの作成

　　　　　補助率　10／10

　　　　　限度額　50万円

　　　②空き家等を活用した地域活動
　  　　や交流の場となる拠点づくり

　　　　　補助率　10／10

　　　　　限度額　50万円

　　　③地域のコミュニティづくりに
　　　　資する取組

　　　　（１事業当たり）
　　　　　　　　　　補助率　限度額
　　　　　初 年 度　５／５　10万円
　　　　　２年度目　４／５　８万円
　　　　　３年度目　３／５　６万円
　　　　　４年度目　２／５　４万円
　　　　　５年度目　１／５　２万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

市民と区役所の協働まち
づくりプログラム 1億1,858万9千円 区の魅力と活力向上推進事業 1億円

（一部再掲）

財源内訳 　　区役所が、市政車座談義や区長と
　　住民との対話等を踏まえ、企画・

  国庫補助金 　　立案力を十分に発揮し、地域の魅
500万円 　　力や活力の向上に資する住民の主

　　体的かつ継続的な活動を効果的に
  一般財源 　　支援することによって、魅力と活

1億1,358万9千円 　　力のあるまちづくりを推進する。

　　　住民主体のまちづくり活動へ
　　　の支援 7,575万2千円

【２年度実施事業】
東区

区 事　業　費

地域コミュニティの強化 61万円

基町住宅地区の活性化 352万5千円

「躾の三か条」普及事業 16万5千円

「なかちゃん」を活用したまちづくり 20万8千円

まちなかにぎわいづくり事業 45万1千円

公共空間を活用したまちなかにぎわいづくり 54万円

花づくり活動の支援（ボランティア花壇づくり事業） 157万2千円

なかちゃん音楽の輪事業 143万6千円

城下町広島ぶらりプロジェクト 114万9千円

地域資源マップの改訂・増刷（広島城下大絵図・城東
大絵図）

20万6千円

安全・安心なまちづくり 防犯・防災対策の推進 19万円

1,005万2千円

「東区もてなしの場」の創出 585万5千円

花のある街並みの形成 99万9千円

二葉の里歴史の散歩道のブラッシュアップ 154万8千円

緑と水に親しむ環境づくりの推進 72万3千円

大学との地域連携によるまちづくり 3万2千円

みんなで支え合う地域づく
り

地域コミュニティの再生 46万6千円

962万3千円

東
区

もてなしのまちづくり

地域資源を生かしたにぎわ
いづくり

計

事　　業　　名

中
区

地域力を高めるまちづくり

にぎわいのあるまちづくり

ふれあいのあるまちづくり

地域の魅力を活用したまち
づくり

計
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区 事　業　費

宇品の魅力づくり 430万1千円

似島の魅力づくり 204万6千円

地域資源の活用 181万9千円

地域資源の発信 96万9千円

ふれあいともてなしのまち
づくり

地域のふれあいづくり（新規） 96万5千円

1,010万円

三滝の自然や歴史の活用 53万5千円

西区やまなみハイキングルートの活用 22万7千円

西国街道沿線の歴史・文化の活用 32万2千円

子ども神楽の継承支援 40万7千円

地域資源等の情報発信 49万1千円

水辺環境施設を活かしたイベントの開催 77万2千円

出会いと交流の推進 126万2千円

花を活用した「もてなしの場づくり」の推進 298万9千円

環境保全意識の向上促進 48万3千円

夢はぐくむのびのび子育て 27万円

西区ゆかりのトップスポーツクラブの支援 44万5千円

資金確保の場の提供 5万5千円

まちづくりアイデア等の募集・活用 67万6千円

893万4千円

魅力的なまちの顔づくり事業 91万4千円

安佐南マイタウンレポーター事業 4万8千円

ふるさと安佐南再発見事業 44万8千円

安佐南区民交流駅伝大会 65万円

安佐南区花いっぱい運動 213万9千円

めざせ子育てほっとタウンあさみなみ 67万円

安佐南さわやかあいさつ運動 42万7千円

農林業振興事業 243万7千円

戸山の魅力ＰＲ事業 14万5千円

大学と地域の連携 32万6千円

あさみなみ区民大学の運営 36万3千円

あさみなみ地学地就支援事業 22万5千円

879万2千円

事　　業　　名

南
区

海と島の魅力づくり

地域の宝づくり

計

西
区

地域資源を活用したまちづ
くり

にぎわいのあるまちづくり

元気アップをめざしたまち
づくり

住民が活動しやすいまちづ
くり

計

安
佐
南
区

地域への愛着と誇りが持て
るまち

人と人のつながりを大切に
するまち

土と緑に親しみ、自然の恵
みと環境を大切にするまち

地域と大学の交流と連携に
より、元気あふれるまち

計
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区 事　業　費

可部連山トレイルランｉｎあさきたの開催 206万2千円

ひろしま北里山キング認定制度の運用 77万7千円

あさきた神楽発表会の開催 146万2千円

観光ガイド養成講座の開催（新規） 13万2千円

高陽地区のにぎわい創出 25万2千円

可部線電化延伸を契機とした可部のまちづくり 170万7千円

あさきた元気フェスタの開催 47万1千円

冒険の遊び場の整備 39万9千円

安佐北区花のまちづくり推進事業 104万3千円

実りの里づくり 実りの里づくりの展開 50万6千円

災害に強いコミュニティづ
くり

災害に強いコミュニティ“あさきた”をつくろう 30万円

911万1千円

花と緑と音楽のまちづくり 107万3千円

ふなこしマチオコシ 42万8千円

となり町との出会いと交流づくり 38万2千円

高知県安芸市との交流 36万4千円

地域のきずなづくり支援事業 73万1千円

里山あーと村ふるさと起こし 216万8千円

マルシェでふれあいまちづくり 11万4千円

阿戸地区活性化事業 111万6千円

矢野にぎわいづくり 55万8千円

市民が親しむ豊かな絵下山 18万4千円

見ぬ友と心結ぶのろしリレー 59万7千円

ハイキングコースの整備 155万2千円

瀬野川を活かそうプロジェクト・ふるさと散策の促進 53万4千円

春です！瀬野川健康ウオーキング 15万円

安芸区歴史探訪 10万4千円

1,005万5千円

事　　業　　名

計

ふるさとの歴史・文化発見

ふるさとの自然発見

安
佐
北
区

安
芸
区

地域のきずなづくり

みんなでつくる元気なまち

自然にふれるやすらぎの空
間づくり

ふるさと魅力活用

計

まちなか元気づくり

地域のきずなづくり
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　区の魅力と活力向上推進事業
　　　補助 2,424万8千円

　　　　　　　　　補助率　限度額
　　　　初 年 度　２／３　100万円
　　　　２年度目　１／２　 70万円
　　　　３年度目　１／３　 35万円

「まちづくり支援センター」の運営 208万9千円

　　まちづくり活動に対する相談や助
　　言などを行う。

商店街活性化事業費補助（再掲） 1,650万円

　　イベント主体型補助 440万円

　　店舗魅力向上型補助 210万円

　　新
　　空き店舗・空き地活用型補助 1,000万円

区 事　業　費

湯の山温泉・旧湯治場の利活用の促進 43万5千円

広島市佐伯区湯来町農山村生活体験民泊の推進 99万8千円

自然を生かしたまちづくりの推進 50万6千円

住宅団地の活性化 34万2千円

中山間地域における湯来地区の活性化 23万6千円

区民主体のまちづくりの推進 84万4千円

佐伯区の花いっぱいによるまちづくり 101万8千円

アートフェスタ佐伯区 85万円

近隣市町との連携によるまちづくり 198万9千円

大型クルーズ客船の寄港を生かしたまちづくり 186万7千円

908万5千円

佐
伯
区

地域資源を生かしたまちづ
くり

地域力を高めるまちづくり

人が集い交流するまちづく
り

計

事　　業　　名
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　（市　民　局）

事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

2020年までの核兵器廃絶
を目指した取組の推進 6,197万1千円 ＮＰＴ再検討会議等国際会議の誘致 15万8千円

財源内訳 　　ＮＰＴ再検討会議などの国際会議
　　の広島開催実現に向け、国との協

　国庫補助金 　　議を行う。
289万2千円

  雑入 ２０２０ビジョンキャンペーンの展開 1,060万円
496万9千円

　　ＮＰＴ再検討会議への出席 731万1千円

  一般財源
5,411万円 　　　時　期　２年４・５月

　　　訪問先　米国・ニューヨーク市

　　平和首長会議国内加盟都市会議総
　　会の開催 20万1千円

　　　時　期　２年８月

　　　場　所　広島国際会議場

　　核兵器禁止条約締約国会議への
　　出席 308万8千円

　　　訪問先　米国・ニューヨーク市

第10回平和首長会議総会の開催 4,187万5千円

（被爆75周年記念事業）

　　核兵器のない平和な未来の創造に
　　向けた取組を審議し、計画期間が
　　満了する２０２０ビジョンの次の
　　ビジョン及び行動計画を策定する。

　　　時　期　２年８月

　　　場　所　広島国際会議場ほか
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

ヒロシマ・ナガサキ原爆・平和展の開
催（長崎市との共同事業） 500万円

　　場　所　米国・ホノルル市、ハワ
　　　　　　イ郡ヒロ町

　　内　容　原爆写真パネル、被爆資
　　　　　　料の展示、被爆体験講話、
　　　　　　ビデオ上映など

新
東京オリンピック・パラリンピックに
合わせたヒロシマ・ナガサキ原爆・平
和展の開催（長崎市との共同事業） 433万8千円

（被爆75周年記念事業）

　　場　所　東京都文京区・千代田区、
　　　　　　埼玉県飯能市

　　内　容　原爆写真パネル、被爆資
　　　　　　料の展示、被爆体験講話、
　　　　　　ビデオ上映など

被爆体験の継承・伝承 1億375万1千円 被爆体験伝承者の養成 211万9千円

財源内訳
被爆体験伝承者による伝承講話の実施 496万5千円

  国庫補助金
1,233万5千円 　　（事業内容）

　　　①平和記念資料館の来館者を対
　寄附金 　　　　象に伝承講話を定時開催する。

100万円 　　　②市内の会場へ伝承者を派遣し、
　　　　修学旅行生等を対象に伝承講

　雑入 　　　　話を実施する。
165万5千円

一般財源 平和記念式典の開催 9,372万3千円
8,876万1千円 （被爆75周年記念事業）

　　
　　「迎える平和」をより一層推進す
　　るため、テントやミストなどを増
　　設し、被爆者の高齢化や参列者の
　　負担に配慮した式典運営を行う。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

第10回国際平和博物館会議の開催 294万4千円

（被爆75周年記念事業）

　　時　期　２年９月

　　場　所　広島国際会議場、平和記
　　　　　　念資料館ほか

　　内　容　基調講演、被爆体験講話

原爆ドーム保存事業等基
金の活用による事業展開 4億6,805万1千円 平和記念資料館観覧料の改定による増

（一部再掲） 収相当額を、原爆ドーム保存事業等基
財源内訳 金に積み立て、被爆の実相を守り、広

め、伝える事業を充実する。
　国庫補助金

931万1千円 　　平和首長会議インターンシップ 210万2千円

　基金繰入金 　　　海外の平和首長会議加盟都市の
1億1,493万5千円 　　　若手職員等をインターンとして

　　　招へいし、平和首長会議事務局　
　雑入 　　　の業務に従事してもらう。

1万1千円

　　青少年「平和と交流」支援事業 1,062万3千円

　市債
2億4,500万円 　　　平和首長会議の国内外の加盟都

　　　市の青少年に対し、被爆者の体
　一般財源 　　　験や平和への思いなどを学び、

9,879万4千円 　　　交流を深めるために実施してい
　　　る事業への参加を支援する。
　　
　　ひろしま子ども平和の集いの開催 141万4千円

　　（被爆75周年推進事業）

　　　平和記念式典への参列等のため
　　　広島を訪れる青少年と広島の青
　　　少年が、平和へのメッセージの
　　　発表や意見交換を行うイベント
　　　を開催する。

　　ピースツーリズム推進事業 727万9千円

　　（被爆75周年記念事業）
　　（再掲）
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　民有被爆建物等保存・継承事業へ
　　の補助 585万円

　　　民有被爆建物等に対する補助 405万円

　　　
　　　　補助率　10／10

　　　　限度額　非木造　8,000万円
　　　　　　　　木　造　3,000万円

　　　民有被爆樹木に対する補助 180万円

　　　　補助率　10／10

　　　　限度額　60万円

　　新
　　広島大学旧理学部１号館に関する
　　企画展の開催 232万円

　　（被爆75周年記念事業）

　　　被爆建物である旧理学部１号館
　　　の歴史や被爆資料などに関する
　　　展示を行う。

　　旧中島地区被爆遺構の展示整備 4,236万9千円

　　（被爆75周年記念事業）

　　（スケジュール）

　　　30年度　整備方針検討、試掘調
　　　　　　　査

　　　元年度　確認調査、展示整備基
　　　　　　　本計画策定

　　　２年度　仮展示、実施設計、展
　　　　　　　示施設整備、展示公開
　　　　　　　　
　　平和記念公園レストハウスの
　　改修 3億9,609万4千円

　　（被爆75周年記念事業）
　　（再掲）
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

国際平和拠点ひろしま構
想の推進 50万円 世界恒久平和の実現に向け、広島県が

策定した「国際平和拠点ひろしま構想」
財源内訳 を推進する事業を広島県と共同で実施

する。
  一般財源

50万円 　　復興・平和構築の研究 49万円

　　研究・教育機関の連携強化 1万円

犯罪や事故の起こりにく
い安全なまちづくりの推 1,375万円 地域防犯カメラ設置補助 1,288万円

進
財源内訳 　　地域の自主的な防犯活動を補完す

　 　　るため、防犯活動を行っている町
　一般財源 　　内会・自治会、防犯組合等に対し、

1,375万円 　　防犯カメラの設置に要する経費を
　　補助する。

　　　補 助 率　３／４

　　　限 度 額　30万円／台

　　　補助台数　50台

広島市安全なまちづくりの推進に関す
る基本計画の改定 87万円

　　現行の基本計画の計画期間が２年
　　度で満了することから、同計画を
　　改定する。

　　（スケジュール）

　　　元年度　市民アンケート調査等
　　　　　　　の実施

　　　２年度　市民意見募集、計画改
　　　　　　　定
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

生 涯 学 習 施 設 整 備 10億6,736万円 公民館整備

財源内訳 　　公民館福祉環境整備 2億1,076万円

　国庫補助金 　　　エレベーター設置
100万円

　　　　実施設計 940万円

　市債
10億3,240万円 　　　　　観音台、五日市中央

　一般財源 　　　　設置工事 2億136万円
3,396万円

　　　　　安東など４館

　　公民館の耐震化 7億7,000万円

　　　
　　　実施設計 1,850万円

　　
　　　　佐東、五日市

　　　耐震補強工事 7億5,150万円

　　　　福田など10館

　　公民館の非構造部材の耐震対策 1,560万円

　　　実施設計 440万円

　　
　　　　牛田、可部

　　　改修 1,120万円

　　　　舟入など７館

　　公民館一般整備 7,100万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

    

花と緑と音楽の広島づく     

りの推進 3,497万円 「音楽のあふれるまちづくり」の推進

財源内訳 　　広島交響楽団等による花と音楽の
　　イベント 970万円

　雑入
410万円 　　　時　期　春（２年５月16日）

　　　　　　　秋（２年11月３日）
　一般財源 　　　　　　　冬（３年１月31日）

3,087万円

　　　場　所　広島国際会議場

　　平和の夕べコンサートの開催 920万円

　　（被爆75周年記念事業）

　　　時　期　２年８月５・６日

　　　場　所　広島文化学園ＨＢＧホ
　　　　　　　ール

　　大邱広域市との交流推進事業 308万円

　　　芸術団の受入れ 161万4千円

　　　　時　期　２年５月

　　　　人　員　22人

　　　　内　容　フラワーフェスティ
　　　　　　　　バルにおける記念コ
　　　　　　　　ンサート等

　　　広島交響楽団員の派遣 146万6千円

　　　　時　期　２年10月

　　　　人　員　７人

　　　　内　容　大邱広域市立交響楽
　　　　　　　　団との合同公演等

　　威風堂々クラシック in Hiroshima
　　の開催　 354万円

　　　時　期　２年11月28・29日

　　　場　所　広島国際会議場等10か
　　　　　　　所程度
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　まちかど音楽プロデュース 65万円

　　　市民が身近なところでいつでも
　　　気軽に音楽を楽しめるよう、ま
　　　ちかどコンサートを開催する。

　　プロ音楽家による出前音楽授業 60万円

　　　市内の小学校にプロの音楽家を
　　　派遣し、出前音楽授業を行う。

　　広島ウインドオーケストラと連携
　　した音楽教育プログラムの実施 820万円

　　（被爆75周年記念事業）

　　　将来国内外で活躍する音楽家や
　　　指導者を育成するため、広島ウ
　　　インドオーケストラと連携し、
　　　青少年を対象とした音楽教育プ
　　　ログラムを実施する。

　　　（プログラムの主な内容）
　　　　①楽器講習
　　　　②広島ウインドオーケストラ
　　　　　のコンサートでのスタッフ
　　　　　体験
　　　　③広島ウインドオーケストラ
　　　　　との合同コンサートなどで
　　　　　構成するフェスティバル
　　　　④老人福祉施設などでの慰問
　　　　　コンサート
　　　　⑤成果発表コンサート
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

文 化 芸 術 の 振 興 4億2,567万8千円 「第18回広島国際アニメーションフ
ェスティバル」の開催 7,747万2千円

財源内訳
　　開催期間　２年８月20～24日

  国庫補助金
6,449万7千円 新

総合文化芸術イベントの開催 1,000万円

　基金繰入金
4,000万円 　　市民や観光客に文化芸術に触れる

　　機会を提供するとともに、国際平
　一般財源 　　和文化都市としての国内外の認知
3億2,118万1千円 　　度を高めるため、音楽演奏とメデ

　　ィア芸術を柱とした総合文化芸術
　　イベントを開催する。

　　（スケジュール）

　　　２年度　検討委員会設置、基本
　　　　　　　計画策定

　　　３年度　実施計画策定、プレイ
　　　　　　　ベント開催

　　　４年度　イベント開催

旧日本銀行広島支店での博物館資料の
展示 463万円

　　近代広島の歩みと海外移民をテー
　　マとした資料を展示する。

第11回ヒロシマ賞受賞記念展「アルフ
レド・ジャー展」の開催 7,131万円

（被爆75周年記念事業）

　　時　期　２年７～10月

　　場　所　広島市現代美術館

現代美術館作品購入 4,135万円

　　現代美術館の魅力の向上や平和発
　　信機能を強化するため、ヒロシマ
　　賞受賞作家の作品を購入する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　

現代美術館整備 4,840万円

（比治山公園「平和の丘」に係る施設
整備）

　　現代美術による平和発信機能を強
　　化するとともに、施設の魅力向上
　　等を図るための改修を行う。

　　（スケジュール）

　　　29～元年度　基本計画、実施設
　　　　　　　　　計等

　　　２年度　　　改修工事

　　　３～４年度　改修工事

　　（債務負担行為の設定）

中小田古墳群整備 1,264万円

　　国の史跡に指定されている中小田
　　古墳群の保存活用のための整備工
　　事を行う。

　　（スケジュール）

　　　～30年度　　調査・検討

　　　元年度　　　保存活用計画策定、
　　　　　　　　　整備基本計画検討

　　　２年度　　　整備基本計画策定、
　　　　　　　　　基本設計

　　　３年度　　　実施設計

　　　４年度以降　整備工事

事業名 期間 限度額

広島市現代美術館
整備

３・４年度 24億400万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

広島城の魅力向上事業 1億5,987万6千円

　　にぎわい施設の整備基本計
　　画の策定等 1億4,184万6千円

　　（事業内容）
　　　①有識者懇談会の開催等
　　　②天守閣の耐震対策に関する計
　　　　画の策定
　　　③にぎわい施設の整備基本計画
　　　　の策定
　　　④三の丸試掘・発掘調査

　　被爆以前の歴史や文化に関するイ
　　ベントの開催 1,803万円

　　（主な事業内容）
　　　①茶会の実施
　　　②伝統工芸品等企画展の実施
　　　③和楽・演芸鑑賞会の実施

地域におけるスポーツ・
レクリエーション活動の 5億7,197万7千円 広島西飛行場跡地へのスポーツ施設
振興 の整備 6,797万7千円

財源内訳
　　県と連携して、広島西飛行場跡地

  国庫補助金 　　に少年野球やソフトボール等の全
360万円 　　国大会の開催が可能なスポーツ施

　　設を整備する。
　県負担金

3,398万9千円 　　（スケジュール）

　寄附金 　　　２年度　基本設計、測量・地質
565万2千円 　　　　　　　調査、実施設計

　雑入 　　　３年度　造成工事
985万1千円 　　　            

　　　４年度　建設工事
　市債

4億610万円

一般財源
1億1,278万5千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

岡田運動広場整備 4億90万円

　（スケジュール）

　　28～元年度　用地取得、造成工事
　　　　　　　　等

　　２年度　　　造成工事、実施設計

　　３年度　　　建設工事

吉島屋内プール建替え 4,520万円

　（スケジュール）

　　元年度　　　基本設計等

　　２年度　　　実施設計

　　３・４年度　建設工事

スポーツセンターの耐震化 4,660万円

　　耐震補強工事

　　　南区スポーツセンター

スポーツセンターの非構造部材の耐震
対策 1,080万円

　　基本設計

　　　中区スポーツセンター、宇品体
　　　育館、安佐南区スポーツセンター

武道の普及に向けた調査・研究 50万円

　　青少年の競技人口の減少率が大き
　　い武道の普及に向けた取組を行う。

　　（主な取組内容）
　　　①先進事例の調査
　　　②競技団体へのヒアリング
　　　③広島広域都市圏における武道
　　　　場整備の必要性の調査・研究
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

東京オリンピック・パラ 新
リンピック等への対応 1億9,730万円 聖火リレーの実施 2,680万円

（被爆75周年記念事業）
財源内訳

　　スポーツを通じた国際的な平和・
　国庫補助金 　　友好のメッセージを発信するため、

125万8千円 　　平和記念公園などをルートとする
　　聖火リレーを実施する。

　県補助金
440万円 　　　聖火リレーの警備 1,800万円

　市債 　　　セレモニーの開催 880万円
220万円

　　　　ゴール地点である広島国際会
　一般財源 　　　　議場で、聖火到着セレモニー
1億8,944万2千円 　　　　を開催する。

新
スポーツと平和に関するシンポジウム
の開催 261万3千円

（被爆75周年記念事業）
　　
　　聖火リレーの開催に合わせて、オ
　　リンピック関係者等を招いてスポ
　　ーツと平和に関するシンポジウム
　　を開催する。

オリンピック事前合宿の受入れ 1億4,219万2千円

　　メキシコ合衆国 1億715万4千円

　　キューバ共和国 3,503万8千円

　
パラリンピック事前合宿の受入れ 2,569万5千円

　　メキシコ合衆国 2,319万5千円

　　合宿施設のバリアフリー化 250万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

スポーツ大会開催支援 7,770万円 Ｕ20／Ｕ18日本陸上競技選手権大会 400万円

財源内訳
ＦＩＳＥ　Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ

　一般財源 ２０２０ 5,000万円
7,770万円

第54回織田幹雄記念国際陸上競技大会 290万円

第23回ヒロシマ国際ハンドボール大会 450万円

ジャパンウイメンズオープンテニス
２０２０ 250万円

第40回ひろしま国際平和マラソン 320万円

（被爆75周年記念事業）

天皇盃第26回全国都道府県対抗男子駅 　　

伝競走大会 900万円

第25回アジアカップひろしま国際ソフ
トテニス大会 160万円

地域コミュニティ活動の
振興 6億8,130万円 町内会・自治会の実態調査 1,100万円

財源内訳 　　３年度に策定する地域コミュニテ
　　ィ活性化に向けたビジョンの参考

　国庫補助金 　　とするため、町内会・自治会が抱
1億163万6千円 　　える課題を分析するためのアンケ

　　ート調査を行う。
　一般財源
5億7,966万4千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

集会所整備 6億7,030万円

　　集会所の新設 740万円

　　　場　所　佐伯区石内北一丁目

　　（スケジュール）

　　　２年度　実施設計

　　　３年度　工事

　　集会所福祉環境整備 970万円

　　　便所改修等

　　集会所一般整備 5,600万円

　　集会施設整備費補助 3,000万円

　　　補助率　１／２

　　　限度額　新築・購入 　500万円
　　　　　　　増築・改修等 270万円

　　集会所の耐震化 5億6,720万円

　　　実施設計 4,480万円

　　　
　　　　吉島東など８施設
　　　　
　　　耐震補強工事 5億2,240万円

　　　　南千田西など24施設
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  

多文化共生のまちづくり
の推進 2,982万3千円 国が新しい在留資格を創設したことを

受け、外国人市民の受入体制を整える。
財源内訳

　　広島国際会議場に設置している
　国庫補助金 　　総合相談窓口の運営 2,378万4千円

1,297万円

　　日本語能力向上支援 594万円

　一般財源
1,685万3千円 　　（事業内容）

　　　①日本語教育総合調整会議の設
　　　　置
　　　②日本語教育コーディネーター
　　　　の配置
　　　③日本語講座等の開催

　　新
　　多文化共生推進ネットワーク会議
　　の設置 9万9千円

　　　外国人受入れに係る諸課題の把
　　　握・整理や情報交換等を行う会
　　　議を設置する。

  

男女共同参画社会の形成 807万4千円 男女共同参画普及啓発事業 161万9千円

　　　
財源内訳 　　男女共同参画推進事業者の顕彰 12万1千円

　国庫委託金 　　事業所等向け男女共同参画支援講
225万2千円 　　座の開催 14万3千円

　県補助金 　　男女共同参画啓発リーフレットの
165万円 　　作成等 28万円

　一般財源 　　小中学生向け男女共同参画啓発用
417万2千円 　　冊子の作成 70万4千円

　　男性向け家事・育児等への参画啓
　　発用冊子の作成 37万1千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

ＤＶ防止・被害者支援対策 221万4千円

　 　　

　　民間シェルターの支援 120万円

　　ＤＶ防止啓発リーフレットの作
　　成等 101万4千円

働く女性のための就労環境整備の推進 330万円

　　女性が働きやすい就労環境の整備
　　を推進するため、中小企業に対し
　　て、女性活躍に係る一般事業主行
　　動計画の策定に向けた研修会等を
　　実施する。

広島市男女共同参画基本計画の改定 94万1千円

  

　　現行の基本計画の計画期間が２年
　　度で満了することから、同計画を
　　改定する。

　　（スケジュール）

　　　元年度　市民アンケート調査等
　　　　　　　の実施

　　　２年度　市民意見募集、計画改
　　　　　　　定

国際交流・国際協力の
推進等 1,374万4千円 大邱広域市との交流推進事業 164万4千円

財源内訳 　　代表団の受入れ

  国庫補助金 　　　時　期　２年５月
136万7千円

　　　人　員　11人
  一般財源

1,237万7千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

重慶市との交流推進事業 120万円

　　代表団の派遣

　　　時　期　２年８月

　　　人　員　３人

ドイツとの交流推進事業 290万円

　　イベントの開催

　　　時　期　２年５月

　　　場　所　似島合同庁舎等

　　　内　容　サッカー教室、広島交
　　　　　　　響楽団公演等

国連訓練調査研究所（ユニタール）の
研修プロジェクトに対する支援 700万円

　　ユニタールが広島で開催する「平
　　和構築に向けた核軍縮不拡散のた
　　めのワークショップ」に要する経
　　費の一部を補助する。

国連設立75周年記念イベントの開催支
援 100万円

　　誰一人取り残さない社会をつくる
　　ための意識啓発を目的とする国連
　　設立75周年記念イベントの開催に
　　要する経費の一部を補助する。
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　（選挙管理委員会）

事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
投 票 率 の 向 上 対 策 3,054万円 大型商業施設への期日前投票所の設置

財源内訳 　（スケジュール）

　一般財源 　　２年度　　　システム改修
3,054万円

　　３年度以降　投票所の設置

　（債務負担行為の設定）

事業名 期間 限度額

選挙等システムの
改修及び運用・保
守業務委託

３～５年度 3,798万7千円
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