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　総務関係

　（議会事務局）

事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

国 際 交 流 45万2千円 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　３年５月
45万2千円

　　　人　員　11人

海 外 視 察 1,760万円 海外地方自治行政視察

財源内訳 　　人 　　 員　22人

　一般財源 　　支給限度額　80万円／人
1,760万円

－1－



　（危機管理室）

事　　　業　　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

防 災 ま ち づ く り 事 業 3,008万5千円 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 880万2千円
3,008万5千円

　　　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 870万8千円

　　　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 375万2千円

　　　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 12万5千円

　　　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 304万9千円

　　　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。

　　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。

災害対策課長（内

災害予防課長（内

災害予防課長（内

災害予防課長（内

災害予防課長（内

災害予防課長（内
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事　　　業　　　名 事　 業 　費 説 　 　　　 　　　　　　　　　　明

　　避難誘導アプリ「避難所へGo！」
　　の運用 554万9千円

　　　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 通 信 環 境 の 整 備 48億1,090万9千円 防災行政無線（固定系）の更新整
備 45億7,142万4千円

財源内訳 　　市の防災関係部局間における情報　
　　伝達網である防災行政無線（固定

　市債 　　系）の更新整備を行う。
48億300万円 　

　（スケジュール）
　一般財源

790万9千円 　　２年度まで　基本設計、実施設計、
　　　　　　　　更新整備

　　３年度　更新整備

防災行政無線（同報系）の更新整備 1,340万円

　　地域住民へ屋外スピーカー等によ
　　り防災情報を伝達する防災行政無
　　線（同報系）の更新整備を行う。

　（スケジュール）

　　３年度　実施設計、更新整備

　　４・５年度　更新整備

防災情報共有システムの更新整備 2億2,608万5千円

　　防災情報の収集や市民への提供等
　　を一体的に行う防災情報共有シス
　　テムの更新整備を行う。

　（スケジュール）

　　２年度　更新整備
　　
　　３年度　更新整備等

災害対策課長（内

災害対策課長（内
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　（企画総務局）

事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

庁 舎 等 整 備 900万円 北庁舎別館の建替え検討

財源内訳 　　老朽化が著しい北庁舎別館につい
　　て、単体での現地建替えを検討し

　一般財源 　　てきたが、より幅広く民間活力を
900万円 　　活用する観点から、北庁舎と一体

　　での周辺地への移転の可能性を検
　　討する。

　　（主な検討内容）
　　　①周辺地への移転に係る経費算
　　　　出や課題整理
　　　②移転する場合の候補地選定と
　　　　跡地利用案の検討

広島広域都市圏における
連携・交流の推進 362万9千円 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 180万円

　一般財源
362万9千円 　　まち起こし協議会における取組の

　　推進 182万9千円

　　　“神楽”まち起こし協議会 148万5千円

　　　“食と酒”まち起こし協議会 34万4千円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
地域貢献人材を育成する
大学等への支援 500万円 広島広域都市圏の発展に貢献する人材

を育成するため、圏域内の大学等に対
財源内訳 し、市町及び企業・団体等と連携して

実施する教育研究活動に要する経費を
　国庫補助金 補助する。

250万円

　　補 助 率　10／10
　一般財源

250万円 　　限 度 額　50万円／件

　　補助件数　10件

比治山公園「平和の丘」
に係る取組の推進 1億3,174万5千円 エントランス広場等の整備 5,700万円

（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

8,770万円 　　　元・２年度　測量、基本設計等

　一般財源 　　　３年度　　　整備
4,294万5千円

　　　４年度　　　整備

　　（債務負担行為の設定）

現代美術館整備（再掲） 7,174万5千円

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。

事　業　名 期　間 限　度　額

比治山公園「平和の丘」
広場等整備

４年度 1億3,100万円
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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 704万1千円 中山間地域活性化の担い手となる定住

者を呼び込むため、情報発信や住まい
財源内訳 の確保に取り組む。

　一般財源 　　定住フェアへの出展等 54万1千円
704万1千円

　　中山間地域空き家掘り起こし支援
　　事業 650万円

　　　定住者の住居確保を目的として、
　　　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空き家の物件調査費
　　　　②家財整理費
　　　　③住宅改修費

似 島 の 活 性 化 3,088万5千円 似島臨海少年自然の家の整備 2,200万円

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
172万5千円 　　う。

　市債 　　（スケジュール）
2,200万円

　　　元・２年度　整備計画の策定、
　一般財源 　　　　　　　　　基本設計、実施設

716万円 　　　　　　　　　計、地質調査、土
　　　　　　　　　壌汚染調査

　　　３年度　　　実施設計、土壌汚
　　　　　　　　　染対策工事等

　　　４・５年度　整備工事

　　（債務負担行為の設定）
事　業　名 期　間 限　度　額

似島臨海少年自然
の家整備

４・５年度 16億円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

似島地域活性化ビジョンの推進 543万5千円

　　地域住民が主体となって取りまと
　　める活性化ビジョンに基づく取組
　　を支援するため、専門的知識を有
　　するアドバイザーを派遣する。
　　
　　（スケジュール）

　　　元・２年度　ビジョンの方向性
　　　　　　　　　の整理・策定

　　　３年度　　　ビジョンに基づく
　　　　　　　　　取組の推進

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。

スポーツ大会の開催支援 200万円

　　交流人口の拡大に向け、島内で少
　　年スポーツ大会を開催する者に対
　　し、開催に要する経費を補助する。

　　　内　容　サッカー大会、ミニバ
　　　　　　　スケットボール大会、
　　　　　　　トライアスロン体験会
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

戸山地域・湯来地域の活
性化 1,687万8千円 戸山地域・湯来地域の活性化プランの

（一部再掲） 推進 761万6千円

財源内訳
　　地域住民、事業者で構成する戸山

　一般財源 　　地域・湯来地域活性化推進協議会
1,687万8千円 　　と連携して取りまとめる活性化プ

　　ランに基づき、両地域の活性化に
　　取り組む。

　　　協議会作業部会への支援 74万円

　　　　活性化プランを推進するため
　　　　の作業部会の運営支援として、
　　　　コーディネーターを派遣する。

　　　事業者同士のマッチング支援 301万6千円

　　　　新たな事業展開に向けた事業
　　　　者同士のマッチングを支援す
　　　　るため、コーディネーターを
　　　　派遣する。

　　　スポーツチームの合宿誘致に向
　　　けた検討 346万円

　　　　湯来地域の温泉や運動施設を
　　　　活用したスポーツチームの合
　　　　宿を試験的に実施し、合宿の
　　　　誘致に係る課題の把握と実現
　　　　方策の検討を行う。

　　　活性化プランの広報 40万円

新
湯来地域におけるスポーツと温泉の連
携施策（再掲） 700万円

区の魅力と活力向上推進事業（再掲） 226万2千円

　（関係事業）
　　①戸山の魅力ＰＲ事業
　　②湯の山温泉・旧湯治場の利活用
　　　の促進
　　③広島市佐伯区湯来町農山村生活
　　　体験民泊の推進
　　④自然を生かしたまちづくりの推進
　　⑤中山間地域における湯来地区の
　　　活性化
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

安佐市民病院跡地活用の
推進 2,737万9千円 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。

　国庫補助金 　　地域の代表者等で構成する協議会
1,350万円 　　の開催 37万9千円

　一般財源 　　南館の解体 2,700万円
1,387万9千円

　　（スケジュール）

　　　３年度　実施設計

　　　４年度　解体工事

地域コミュニティの活性
化の推進 757万8千円 地域コミュニティ活性化に向けたビジ

ョンの策定 153万7千円

財源内訳
　　住民同士が支え合い、安全・安心

　一般財源 　　に暮らすことができる地域を創り、
757万8千円 　　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
　　定する。

　　（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　有識者・関係者懇談会
　　　　　　　の開催、ビジョン策定

－9－



事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

“まるごと元気”地域コミュニティ活
性化補助事業 604万1千円

　　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。

　　（支援する取組）
　　　①地域活性化プランの作成
　　　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
　　　③地域のコミュニティづくりに
　　　　資する取組

ＤＸ（デジタル・トラン
スフォーメーション）の 5,755万8千円 デジタル化をめぐる様々な変化に的確
推進 （一部再掲） に対応していくため、先行取組事業の

財源内訳 実施・検証結果を踏まえながら計画を
策定し、「デジタル化された情報を使

　一般財源 いこなす『匠のまち』」を目指してＤ
5,755万8千円 Ｘを推進する。

　　先行取組事業 3,335万8千円

　　　民間事業者を活用した業務改善 630万円

　　　　専門的知見を有する民間事業
　　　　者を活用し、デジタル技術の
　　　　導入など、業務の実態を踏ま
　　　　えた改善提案を受ける。

　　　ＯＣＲ・ＲＰＡを活用した
　　　定型業務の自動化 1,563万3千円

　　　　申請書等の内容を業務システ
　　　　ムに入力する作業などを自動
　　　　化する。
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　市公式ＬＩＮＥの運用 930万6千円
（一部再掲）

　　　　プッシュ型の情報発信などが
　　　　可能となるようＬＩＮＥを活
　　　　用する。

　　　　（主な機能）
　　　　　①感染症や防災などに関す
　　　　　　る市政情報の発信
　　　　　②道路陥没や公園遊具の損
　　　　　　傷などの通報受理
　　　　　③学校給食の食物アレルギ
　　　　　　ー・献立に関する情報の
　　　　　　提供

　　　新
　　　広島広域都市圏オープンデータ
　　　ポータルサイトの構築・運用 211万9千円

　　　　広域都市圏の市町が保有する
　　　　データを民間においても効果
　　　　的に活用できるようにするた
　　　　め、共通のフォーマットによ
　　　　る情報を一覧で掲載したポー
　　　　タルサイトを構築・運用する。

　　　　（債務負担行為の設定）

　　新
　　ＤＸ推進計画の策定 680万円

　　　機動的かつ全庁横断的にＤＸの
　　　取組を進めていくため、デジタ
　　　ル化の基本的な考え方や取組の
　　　方向性などをまとめた計画を策
　　　定する。

　　システム導入等に係る技術的支援 1,740万円

　　　システムの導入等に当たり、専
　　　門的知見を有する民間事業者か
　　　ら提案や技術的助言を受ける。

　　（債務負担行為の設定）
事　業　名 期　間 限　度　額

デジタル化推進支
援業務委託

４・５年度 4,180万円

事　業　名 期　間 限　度　額

広島広域都市圏オープン
データポータルサイトの
構築・運用業務委託

４～７年度 174万4千円

、外504-2018）
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

柔軟な働き方を可能とす
る執務環境の整備 5,373万7千円 職員の業務効率の向上等につなげるた

（一部再掲） め、業務の状況に応じて事務を行う席
財源内訳 を選べるフリーアドレスを一部の部署

に導入するなど、柔軟な働き方を可能
　市債 とする執務環境を整備する。

1,760万円

　（導入予定部署）
　一般財源 　　児童相談所、道路交通局用地部

3,613万7千円 　　
　（主な整備内容）
　　①無線ＬＡＮ・モバイルパソコン
　　　の導入
　　②可動・可変デスク等の導入

－12－



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 1億2,605万円 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・

  一般財源 　　立案力を十分に発揮し、地域の魅
1億2,605万円 　　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
　　支援することによって、魅力と活
　　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 7,344万5千円

【３年度実施事業】

区 事　業　費

まちなかにぎわいづくり事業 29万4千円

公共空間を活用したまちなかにぎわいづくり 54万円

紙屋町地下街の活性化（新規） 42万1千円

城下町広島ぶらりプロジェクト 47万3千円

地域資源マップ「広島城大絵図」 15万円

歴史資源活用プロジェクト（新規） 94万3千円

地域コミュニティの強化 22万3千円

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

花づくり活動の支援 157万8千円

なかちゃん音楽の輪事業 141万2千円

災害に強く、犯罪や事故の
起こりにくい安全・安心な
まちづくり

防犯・防災対策の推進 19万円

1,012万2千円

中
区

都心にふさわしいにぎわい
を創るまちづくり

地域コミュニティを育むま
ちづくり

計

事　　業　　名

自然と歴史、文化芸術を生
かしたまちづくり
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区 事　業　費

安全・安心で、元気あふれ
るまちづくり

交通事故のない安全なまちづくり 30万円

みんなで支え合うまちづく
り

地域ぐるみの子育て支援 16万6千円

二葉の里歴史の散歩道などの活用 162万4千円

都心近くにある自然とのふれあいの促進 72万5千円

大学との地域連携によるまちづくり 3万円

スポーツにふれあう機会の充実 10万円

都心に近い農業地域の活力向上 17万2千円

陸の玄関口であるＪＲ広島駅新幹線口周辺地区（エキ
キタ）のにぎわいづくり

551万6千円

公共空間（公園等）を活用した花づくり 90万8千円

954万1千円

陸と海の玄関の特色を生か
した多くの人が訪れるにぎ
わいのあるまちづくり

広島みなとフェスタの開催 170万9千円

南区わくわくお花サロンの開催 117万1千円

旧国鉄宇品線跡地の活用 262万3千円

南区散策ガイドの更新等 95万4千円

南区お宝スイーツの開発 146万3千円

自転車さんぽの開催 20万2千円

元宇品の自然保護と活用 41万7千円

似島の魅力づくり 127万1千円

ニノシマボタルを育てる里人の会の支援 29万円

1,010万円

三滝の自然や歴史の活用 5万9千円

西区やまなみハイキングルートの活用 51万8千円

西国街道沿線の歴史・文化の活用 59万2千円

子ども神楽の継承支援 19万3千円

地域資源等の情報発信 46万1千円

水辺環境施設を生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 300万9千円

ふれあい広場の活用 11万円

まちづくりアイデア等の募集・活用 67万6千円

環境保全意識の向上促進 33万5千円

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チームの支援 59万3千円

食と健康の発信スポットによる食育の推進（新規） 25万円

910万円

地域資源を生かした個性豊
かなまちづくり

おもてなしの心あふれるま
ちづくり

人と人のつながりを大切に
したみんなが支え合う安全
・安心なまちづくり

山や島などの豊かな自然の
魅力を活用した美しいまち
づくり

歴史を生かす、文化やスポ
ーツを楽しむ地域に愛着を
持って心豊かに暮らせるま
ちづくり

東
区

計

事　　業　　名

南
区

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

計
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区 事　業　費

小さな音楽会 44万9千円

芸術展示 33万円

サンフレッチェ応援プロジェクト 5万円

マイタウンレポーター 4万8千円

あさみなみ散策マップ 44万8千円

エディオンスタジアム活性化検討事業（新規） 17万3千円

安佐南区花いっぱい運動 213万9千円

安佐南さわやかあいさつ運動 42万7千円

安佐南区民交流駅伝大会 65万円

めざせ子育てほっとタウンあさみなみ 67万円

戸山の魅力ＰＲ事業 19万1千円

農林業振興事業 250万9千円

地域と大学生のまちづくりセッション 21万8千円

あさみなみ区民大学の運営 36万3千円

大学と地域の交流・連携の促進 25万8千円

地学地就の促進 14万2千円

906万5千円

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 97万円

あさきた元気フェスタの開催 50万円

冒険の遊び場の整備 35万1千円

安佐北区花のまちづくり推進事業 54万3千円

可部連山トレイルランinあさきたの開催 187万4千円

ひろしま北里山キング認定制度の運用 120万1千円

あさきた里山トレッキングマップの作成（新規） 56万円

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 13万2千円

みどりの恵みが実るまちづ
くり

実りの里づくりの展開 50万6千円

安全で災害に強いまちづく
り

災害に強いコミュニティ“あさきた”をつくろう 30万円

865万1千円

安
佐
北
区

自然や歴史、伝統文化など
地域資源を生かしたまちづ
くり

事　　業　　名

計

支え合いの心を育み、住み
続けられるまちづくり

都市圏北部の拠点として、
活力にあふれるまちづくり

安
佐
南
区

地域愛を育み、みんなで魅
力を生み出すまちづくり

みんなで支え合い、安全・
安心・健康に暮らせるまち
づくり

自然と共に豊かに暮らし、
交流するまちづくり

地域と大学がつながり、活
力あふれるまちづくり

計

区 事　業　費

安全・安心で、元気あふれ
るまちづくり

交通事故のない安全なまちづくり 30万円

みんなで支え合うまちづく
り

地域ぐるみの子育て支援 16万6千円

二葉の里歴史の散歩道などの活用 162万4千円

都心近くにある自然とのふれあいの促進 72万5千円

大学との地域連携によるまちづくり 3万円

スポーツにふれあう機会の充実 10万円

都心に近い農業地域の活力向上 17万2千円

陸の玄関口であるＪＲ広島駅新幹線口周辺地区（エキ
キタ）のにぎわいづくり

551万6千円

公共空間（公園等）を活用した花づくり 90万8千円

954万1千円

陸と海の玄関の特色を生か
した多くの人が訪れるにぎ
わいのあるまちづくり

広島みなとフェスタの開催 170万9千円

南区わくわくお花サロンの開催 117万1千円

旧国鉄宇品線跡地の活用 262万3千円

南区散策ガイドの更新等 95万4千円

南区お宝スイーツの開発 146万3千円

自転車さんぽの開催 20万2千円

元宇品の自然保護と活用 41万7千円

似島の魅力づくり 127万1千円

ニノシマボタルを育てる里人の会の支援 29万円

1,010万円

三滝の自然や歴史の活用 5万9千円

西区やまなみハイキングルートの活用 51万8千円

西国街道沿線の歴史・文化の活用 59万2千円

子ども神楽の継承支援 19万3千円

地域資源等の情報発信 46万1千円

水辺環境施設を生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 300万9千円

ふれあい広場の活用 11万円

まちづくりアイデア等の募集・活用 67万6千円

環境保全意識の向上促進 33万5千円

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チームの支援 59万3千円

食と健康の発信スポットによる食育の推進（新規） 25万円

910万円

地域資源を生かした個性豊
かなまちづくり

おもてなしの心あふれるま
ちづくり

人と人のつながりを大切に
したみんなが支え合う安全
・安心なまちづくり

山や島などの豊かな自然の
魅力を活用した美しいまち
づくり

歴史を生かす、文化やスポ
ーツを楽しむ地域に愛着を
持って心豊かに暮らせるま
ちづくり

東
区

計

事　　業　　名

南
区

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

計
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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 2,655万5千円

　　　　　　　　　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

区 事　業　費

地域のきずなづくり支援事業 105万3千円

春です！瀬野川健康ウオーキング 15万円

里山あーと村ふるさと起こし 207万8千円

阿戸地区活性化事業 105万6千円

見ぬ友と心結ぶのろしリレー 52万5千円

市民が親しむ豊かな絵下山 24万6千円

瀬野川を活かそうプロジェクト 7万6千円

ハイキングコースの整備 38万4千円

西国街道を歩こう 79万9千円

安芸区歴史探訪 43万8千円

矢野にぎわいづくり 54万7千円

花と緑と音楽のまちづくり 109万2千円

ふなこしマチオコシ 32万7千円

マルシェでふれあいまちづくり 11万3千円

となり町との出会いと交流づくり 51万1千円

高知県安芸市との交流 37万6千円

977万1千円

湯の山温泉・旧湯治場の利活用の促進 22万7千円

広島市佐伯区湯来町農山村生活体験民泊の推進 72万1千円

自然を生かしたまちづくりの推進 32万2千円

人に優しく、快適で安全・
安心なまちづくり

住宅団地の快適化（新規） 18万5千円

住宅団地の活性化 15万6千円

中山間地域における湯来地区の活性化 80万1千円

区民主体のまちづくりの推進 71万2千円

佐伯区の花いっぱいによるまちづくり 103万8千円

アートフェスタ佐伯区 85万円

近隣市町・区との連携によるまちづくり 126万9千円

五日市埠頭を活用したにぎわいづくり 81万4千円

709万5千円

佐
伯
区

自然と共生し、歴史・文化
を体感できるまちづくり

地域力を高め、元気で活力
のあるまちづくり

人が集い交流する、にぎわ
いのあるまちづくり

計

安
芸
区

人を育み、安全・安心で地
域が支え合いながら健康に
暮らせるまちづくり

豊かな自然と共存したやす
らぎのあるまちづくり

ふれあいと文化の薫る交流
のまちづくり

東部地域をつなぐ活力とに
ぎわいのあるまちづくり

計

事　　業　　名
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

「まちづくり支援センター」の運営 175万円

　　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） 2,430万円

　　イベント主体型補助 170万円

　　店舗魅力向上型補助 560万円

　　空き店舗・空き地活用型補助 1,700万円

－17－



　（市　民　局）

事　　　業　　　名 事　業　費 　説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

核兵器廃絶を目指した取
組の推進 6,514万4千円 平和首長会議の活動展開 1,652万2千円

財源内訳 　　ＮＰＴ再検討会議への出席 606万1千円

　国庫補助金 　　　訪問先　米国・ニューヨーク市
211万6千円

　　平和首長会議国内加盟都市会議総
  一般財源 　　会の開催 18万5千円

6,302万8千円

　　　時　期　３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 502万7千円

　　　訪問先　オーストリア・ウィー
　　　　　　　ン市

　　平和首長会議ヨーロッパ支部会
　　議への出席 524万9千円

　　　訪問先　スペイン・グラノラー
　　　　　　　ズ市

第10回平和首長会議総会の開催 4,038万円

　　核兵器のない平和な未来の創造に
　　向けた取組を審議し、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　３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） 400万9千円

　　場　所　オーストラリア・シドニ
　　　　　　ー市、フリマントル市

　　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

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） 423万3千円

　　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 725万6千円 被爆体験伝承者の養成 209万1千円

財源内訳
被爆体験伝承者による伝承講話の実施 516万5千円

  国庫補助金
344万3千円 　（事業内容）

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

172万2千円 　　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話

一般財源 　　　を実施する。
209万1千円 　　③国内外の学校・団体を対象にオ

　　　ンラインで伝承講話を実施する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

原爆ドーム保存事業等基
金の活用による事業展開 1億7,156万9千円 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

2,637万円 　　平和首長会議インターンシップ 212万4千円

　基金繰入金 　　　国内外の平和首長会議加盟都市
1億1,007万2千円 　　　の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
　市債 　　　局の業務に従事してもらう。

3,190万円

　　新
　一般財源 　　平和文化月間におけるイベントの

322万7千円 　　開催 500万円

　　　平和首長会議が次期ビジョンの
　　　目標の一つに「平和文化の振興」
　　　を掲げることを受け、毎年11月
　　　を平和文化月間と定めて平和コ
　　　ンサートや講演などを行う。

　　若者による平和の誓いの集いの開
　　催 19万8千円

　　　「ヒロシマの心」を次世代に継
　　　承するため、若者が主体となっ
　　　て企画・運営する平和の誓いの
　　　集いを開催する。

　　　　時　期　３年11月

　　　　場　所　平和記念公園

　　　（主な内容）
　　　　①若者による平和宣言
　　　　②ビデオメッセージの発信
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　核兵器禁止条約に関するシンポジ
　　ウムの開催 362万6千円

　　　核兵器禁止条約への市民の理解
　　　を深めるため、条約の意義や課
　　　題を発信するシンポジウムを開
　　　催する。

　　　　時　期　３年５月

　　　（主な内容）
　　　　①有識者による基調講演
　　　　②有識者や研究者によるパネ
　　　　　ルディスカッション

　　新
　　伝統芸能による平和発信 200万円

　　　原爆ドームの世界遺産登録25周
　　　年の節目の年に平和を発信する
　　　ため、かつてドーム周辺で行わ
　　　れていた伝統芸能の上演や動画
　　　配信等を行う。

　　　　時　期　３年11月

　　　　場　所　平和記念公園

　　ピースツーリズム推進事業 524万7千円

　　（再掲）

　　民有被爆建物等保存・継承事業へ
　　の補助 1,750万円

　　　民有被爆建物等に対する補助 1,570万円

　　　
　　　　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
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　旧中島地区被爆遺構の展示整備 1億2,952万円

　　　公開時期　４年３月

　　（整備内容）
　　　①被爆遺構の一部のレプリカ作
　　　　製
　　　②施設整備
　　　③展示解説設備整備

　　旧日本銀行広島支店の保存 635万4千円

　　　国の重要文化財の指定に向けて、
　　　文化財的価値を高めるための復
　　　原工事を実施する。

　　　（スケジュール）

　　　　～２年度　実施設計

　　　　３年度　　設計変更
　　　　　　　　　
　　　　４年度　　復原工事

　　　（債務負担行為の設定）
事　業　名 期　間 限　度　額

3億3,373万1千円４・５年度
旧日本銀行広島
支店復原工事
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

犯罪や事故の起こりにく
い安全なまちづくりの推 1,428万円 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、

1,428万円 　　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

新
犯罪被害者等見舞金支給事業 140万円

　　本市における犯罪被害者やその遺
　　族への応急的な経済的支援として、
　　見舞金を支給する。

　　　遺族見舞金 120万円

　　　　対象者　犯罪被害により死亡
　　　　　　　　した者の遺族等

　　　　支給額　30万円

　　　重傷病見舞金 20万円

　　　　対象者　犯罪被害により重傷
　　　　　　　　病を受けた者

　　　　支給額　10万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

消 費 者 施 策 の 推 進 248万1千円 広島市消費生活基本計画の改定

財源内訳 　　現行の基本計画の計画期間が４年
　　度で満了することから、同計画を

　一般財源 　　改定する。
248万1千円

　　（スケジュール）

　　　３年度　市民アンケート調査の
　　　　　　　実施

　　　４年度　市民意見募集、計画改
　　　　　　　定

地域コミュニティ活動の
振興 7億4,165万4千円 集会所整備

財源内訳 　　集会所の新設 7,818万円

　国庫補助金 　　　場　所　佐伯区石内北一丁目
7,750万3千円

　　（スケジュール）
　一般財源
6億6,415万1千円 　　　２年度　実施設計

　　　３年度　工事

　　集会所福祉環境整備 1,000万円

　　　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 2,200万円

　　　補助率　１／２

　　　限度額　新築・購入 　500万円
　　　　　　　増築・改修等 270万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　集会所の耐震化 5億7,547万4千円

　　　耐震補強計画策定 247万4千円

　　　　中島

　　　実施設計 1,200万円

　　　
　　　　中島、本川・広瀬、尾長
　　　　
　　　耐震補強工事等 5億6,100万円

　　　　吉島東など21施設
　　　　

生 涯 学 習 施 設 整 備 7億2,170万円 公民館整備

財源内訳 　　公民館の移転建替え 1,390万円

　市債 　　　西広島駅北口の土地区画整理事
6億8,370万円 　　　業に伴い移転が必要となる己斐

　　　公民館について、近隣の消防団
　一般財源 　　　車庫と複合化した上で建て替え

3,800万円 　　　る。

　　　　場　所　西区己斐中一丁目

　　　（スケジュール)

　　　　３年度　　　地質調査、基本
　　　　　　　　　　設計

　　　　４～６年度　実施設計、建設
　　　　　　　　　　工事等

　　公民館福祉環境整備 1億6,770万円

　　　エレベーター設置

　　　　実施設計 1,020万円

　　　　　鈴が峰、東野

　　　　設置工事 1億5,750万円

　　　　　安東、観音台、五日市中央
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　公民館の耐震化 4億4,400万円

　　　
　　　耐震補強工事

　　　　佐東、高陽、五日市

　　（債務負担行為の設定）

　　公民館の非構造部材の耐震対策 2,510万円

　　　実施設計 560万円

　　
　　　　牛田、似島

　　　改修 1,950万円

　　　　牛田、真亀、可部

　　公民館一般整備 7,100万円

事　業　名 期　間 限　度　額

五日市公民館耐
震改修

４年度 7,700万円
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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 3,184万6千円 「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 1,003万8千円

　国庫補助金
409万6千円 　　　時　期　春（３年５月16日）

　　　　　　　秋（３年11月21日）
　一般財源 　　　　　　　冬（４年２月６日）

2,775万円

　　　場　所　広島国際会議場

　　平和の夕べコンサートの開催 384万3千円

　　　時　期　３年８月５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　３年５月

　　　　人　員　22人

　　　　内　容　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　３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　 367万7千円

　　　時　期　３年11月27・28日

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

　　まちかど音楽プロデュース 241万6千円

　　　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と
　　　ともに、広島駅でストリートピ
　　　アノを実施する。

　　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 819万2千円

　　　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楽器
　　　講習などの音楽教育プログラム
　　　を実施する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

文 化 芸 術 の 振 興 6億9,894万8千円 総合文化芸術イベントの開催 3,729万円

財源内訳 　　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

  国庫補助金 　　和文化都市としての国内外の認知
7,757万9千円 　　度を高めるため、音楽とメディア

　　芸術を柱とした総合文化芸術イベ
　市債 　　ントを開催する。

3億9,530万円

　　（スケジュール）
　基金繰入金

6,000万円 　　　２年度　検討委員会設置、基本
　　　　　　　計画策定

　一般財源
1億6,606万9千円 　　　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

現代美術館作品購入 6,365万5千円

　　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。
　　

現代美術館整備 4億3,740万8千円

（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）

　　　29～２年度　基本計画、実施設
　　　　　　　　　計、改修工事

　　　３年度　　　改修工事

　　　４年度　　　改修工事
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　

中小田古墳群整備 2,336万3千円

　　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・２年度　保存活用計画策定、
　　　　　　　　　整備基本計画策定、
　　　　　　　　　基本設計

　　　３年度　　　基本設計、実施設
　　　　　　　　　計

　　　４年度以降　整備工事

埋蔵文化財の保存活用施設の整備 890万円

　　発掘調査で出土した文化財の保存
　　スペースを確保するとともに、市
　　民に歴史や文化を体験する機会を
　　提供するため、文化財の保存活用
　　施設を整備する。

　　　場　　所　西区福島町一丁目
　　　　　　　（市営住宅福島第26ア
　　　　　　　　パート１・２階部分）

　　　整備内容　収蔵庫、展示室、工
　　　　　　　　作体験室等

　　（スケジュール）

　　　３年度　　　実施設計

　　　４・５年度　耐震改修工事、整
　　　　　　　　　備工事

　　　６年度　　　供用開始
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

広島城の魅力向上事業 1億2,833万2千円

　　天守台石垣の現況調査等 3,057万8千円

　　　耐震改修又は木造復元の実施に
　　　向け、天守台石垣の調査を行う。

　　三の丸にぎわい施設整備 2,860万円

　　（スケジュール）

　　　２年度　　　整備基本計画の検
　　　　　　　　　討、試掘調査

　　　３年度　　　整備基本計画の策
　　　　　　　　　定、業者選定

　　　４年度以降　実施設計、整備工
　　　　　　　　　事等

　　中央バレーボール場用地への観光
　　バス駐車場の移転整備 3,340万円

　　（スケジュール）

　　　２年度　概略設計等

　　　３年度　概略設計、実施設計、
　　　　　　　中央バレーボール場施
　　　　　　　設撤去工事等

　　　４年度　中央バレーボール場施
　　　　　　　設撤去工事、駐車場整
　　　　　　　備工事

　　（債務負担行為の設定）

　　展示基本計画の策定 1,998万6千円

　　　城内の回遊性向上のため、天守
　　　閣、二の丸復元建物及び三の丸
　　　に導入予定の展示施設における
　　　展示のあり方を定める計画を策
　　　定する。

事　業　名 期 間 限 度 額

広島城整備（中央バレー
ボール場施設撤去工事）

４年度 6,000万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　史跡広島城跡保存活用計画の策
　　定 896万9千円

　　　広島城の保存活用に取り組んで
　　　いくに当たり、昭和63年に作成
　　　した「広島城跡保存管理計画」
　　　に代わり、新たに「広島城跡保
　　　存活用計画」を策定する。

　　被爆以前の歴史や文化に関する
　　イベントの開催 679万9千円

　　（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 6億3,104万5千円 広島西飛行場跡地へのスポーツ施設
振興 の整備 1億6,800万円

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
533万2千円 　　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

8,400万円 　　（スケジュール）

　寄附金 　　　２年度　　　基本設計、測量・
450万4千円 　　　　　　　　　地質調査、実施設

　　　　　　　　　計
　市債

4億5,160万円 　　　３年度　　　実施設計、造成工
　　　　　　　　　事等     

一般財源
8,560万9千円 　　　４・５年度　造成工事、上物工

　　　　　　　　　事、設備工事等

　　（債務負担行為の設定）
事　業　名 期 間 限 度 額

広島西飛行場跡地へ
のスポーツ施設整備
（造成工事）

４年度 1億4,300万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

筒瀬運動広場整備 1億8,960万円

　（スケジュール）

　　28～２年度　用地取得、実施設計、
　　　　　　　　造成工事等

　　３年度　　　造成工事、建設工事

吉島屋内プール建替え 1億9,338万円

　（スケジュール）

　　元・２年度　基本設計、実施設計

　　３年度　　　建設工事

　　４年度　　　建設工事

　（債務負担行為の設定）

　

スポーツ施設の耐震化 4,660万円

　　耐震補強工事

　　　南区スポーツセンター

スポーツ施設の非構造部材の耐震対策 2,550万円

　　基本設計 1,600万円

　　　東区スポーツセンター、総合屋
　　　内プール、佐伯区スポーツセン
　　　ター

　　実施設計 950万円

　　　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

事　業　名 期　間 限　度　額

吉島屋内プール建替
え

４年度 10億8,400万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
湯来地域におけるスポーツと温泉の連
携施策 700万円

　　湯来地域の活性化を図るため、ス
　　ポーツと温泉を連携させた取組を
　　行う。

　　　クアハウス湯の山、湯来運動広
　　　場等の活用に向けた整備 620万円

　　　（主な整備内容）
　　　　①自転車ラックなどサイクリ
　　　　　リング等の発着拠点に必要
　　　　　となる設備
　　　　②ウォータースライダー改修
　　　　③グラウンド・ゴルフ場

　　　（スケジュール）

　　　　３年度　　　計画策定

　　　　４年度以降　設計、工事

　　　健康増進教室の開催 80万円

　　　（事業の内容例）
　　　　①体力測定、体操の指導、運
　　　　　動効果の啓発講座
　　　　②クアハウス湯の山での水中
　　　　　ウォーキング

競技人口減少種目への対策検討 96万5千円

　　競技人口が減少している種目にお
　　ける活動の機会を確保するため、
　　総合型地域スポーツクラブなどの
　　活動の受け皿となり得る組織のあ
　　り方や活動の場となる施設整備の
　　必要性などを検討する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

東京オリンピック・パラ
リンピック等への対応 2億4,784万6千円 聖火リレーの実施 2,924万5千円

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

　国庫補助金 　　平和記念公園などをルートとする
126万5千円 　　聖火リレーを実施する。

　県補助金 　　　聖火リレーの警備 2,018万円
453万2千円

　　　セレモニーの開催 906万5千円

　県交付金
6,433万1千円 　　　　ゴール地点である広島国際会

　　　　議場で、聖火到着セレモニー
　市債 　　　　を開催する。

180万円

　一般財源 スポーツと平和に関するシンポジウム
1億7,591万8千円 の開催 262万6千円

　　
　　オリンピックの開催に合わせて、
　　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 1億7,309万8千円

　　メキシコ合衆国 1億2,797万7千円

　　キューバ共和国 4,512万1千円

　
パラリンピック事前合宿の受入れ 4,287万7千円

　　メキシコ合衆国 4,087万7千円

　　合宿施設のバリアフリー化 200万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

スポーツ大会開催支援 2,370万円 第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会 290万円

財源内訳
第23回ヒロシマ国際ハンドボール大会 450万円

　一般財源
2,370万円

ジャパンウイメンズオープンテニス
２０２１ 250万円

第40回ひろしま国際平和マラソン 320万円

天皇盃第27回全国都道府県対抗男子駅
伝競走大会 900万円

第２回平和カップひろしま国際ソフト
テニス大会 160万円
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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 2,928万8千円 外国人との共生社会の実現に向け、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 2,288万3千円

1,228万9千円

　　（拡充内容）
　負担金 　　　①広島広域都市圏内の４町（府

193万7千円 　　　　中町、海田町、熊野町、坂町）
　　　　との共同運営化

　一般財源 　　　②フィリピノ語相談員の配置
1,506万2千円 　　　③プライバシー確保のための個

　　　　別相談ブースの増設

　　日本語能力向上支援 640万5千円

　　（事業内容）
　　　①日本語教育総合調整会議の運
　　　　営
　　　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

  

男女共同参画社会の形成 698万6千円 男女共同参画普及啓発事業 138万5千円

　　　
財源内訳 　　男女共同参画推進事業者の顕彰 11万9千円

　国庫補助金 　　事業所等向け男女共同参画支援講
160万4千円 　　座の開催 5万円

　国庫委託金 　　男女共同参画啓発リーフレットの
227万3千円 　　作成等 21万3千円

　一般財源 　　小中学生向け男女共同参画啓発用
310万9千円 　　冊子の作成 66万6千円

　　男性向け家事・育児等への参画啓
　　発用冊子の作成 33万7千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

ＤＶ防止・被害者支援対策 239万3千円

　 　　

　　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 119万3千円

働く女性のための就労環境整備の推進 320万8千円

　　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を実
　　施する。

国際交流・国際協力の
推進等 1,127万5千円 大邱広域市との交流推進事業 156万6千円

財源内訳 　　代表団の受入れ

  国庫補助金 　　　時　期　３年５月
135万4千円

　　　人　員　11人
  一般財源

992万1千円

ドイツとの交流推進事業 270万9千円

　　イベントの開催

　　　時　期　３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。
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