
平成29年度当初予算案の概要（男女共同参画施策関係）

基本目標１　政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○
委員選任の際の事前
協議の徹底

審議会委員の男女の割合をいずれも40％以上とな
るよう、審議会委員の選任に当たり、男女共同参
画課への事前協議を徹底する。

継続 0 0 0

○●

基本研修（階層別研
修）における「男女共
同参画」に関する科目
の実施

中堅職員研修、中堅技能・業務職員研修、新任課
長補佐級職員研修、新任課長級職員研修におい
て、「男女共同参画」の科目の研修を実施する。

継続 0 0 0

●
職員意向調査や庁内
公募制の活用

定期人事異動に職員意向調査や庁内公募制を活
用し、女性職員の職域拡大と能力向上を図る。

継続 0 0 0

●

女性職員の能力向上
を図る研修の実施や
自治大学校等への派
遣

女性職員ブラッシュアップ講座1部・2部の実施及び
自治大学校・市町村職員中央研修所・全国市町村
国際文化研修所への職員の派遣を行う。

拡充 1,020 516 504

●

広島市女性職員活躍
推進プラン（女性活躍
推進法に基づく特定
事業主行動計画）の
策定及び実施

女性職員が働きやすく、働きがいを持ってますます
活躍できるような環境づくりに向けて、採用から登
用に至るあらゆる段階において実施する取組の内
容やその実施により達成しようとする目標等を定め
た計画を平成28年3月に策定。この計画に基づき、
取組を推進する。

継続 0 0 0

○● その他
公募による女性委員の選任、選任分野の見直し、
主幹教諭職の設置による登用の場の拡大　など

継続 0 0 0

【基本目標１】　計　 1,020 516 504

資料3-2

【留意事項】

・ 第2次広島市男女共同参画基本計画の基本目標ごとに、主な事業・取組を記載している。

・ 複数の基本目標に該当する事業・取組（基本計画上、【再掲】の表示がある事業・取組）については、最も関わ

りが深いと考えられる基本目標の中で記載している。

・ 広く市民を対象とした事業・取組で、男女共同参画の推進に関する部分に係る予算額の算定が困難なものに

ついては、総予算額を記載している。

・ 事業費が計上されていない事業・取組についても、予算額「0千円」で記載している。

・ 所管欄に「○」を付した事業・取組は男女共同参画課が所管するもの、「●」を付した事業・取組は男女共同参

画課以外の課が所管するものをあらわす。
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基本目標２　働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活の両立

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○
女性活躍推進法に基
づく一般事業主行動
計画の策定支援

市内の中小企業を対象とした研修会や無料相談
会等を実施し、事業主行動計画の策定支援等を行
う。
（※予算は「女性・若者のための就労環境整備」に
含む。）

継続 0 0 0

○●
女性・若者のための就
労環境整備

市内の中小企業を対象に、働きやすい職場づくり
に関する研修会や無料相談会を実施し、女性活躍
推進法に基づく一般事業主行動計画の策定支援
等を行う。
また、職場環境改善に係るコンサルティング経費の
補助するほか、働く女性と若者双方の支援に積極
的な地元中小企業を「女性と若者が輝く企業」に認
定し、市ホームページでのPRや入札時の優遇など
のメリットを付与する。

継続 1,353 5,674 ▲ 4,321

○
事業所向け男女共同
参画支援講座の開催

事業所の研修会や、大学・短大等の学生グループ
の学習会等に専門講師を派遣し、女性の能力発揮
や職域拡大、職業生活と家庭生活の両立等、男女
共同参画に関する講座を行うことにより、職場にお
ける男女共同参画の推進の重要性についての理
解を深めるとともに、男女共に働きいやすい雇用環
境づくりを支援する。
また、平成29年度から、市内の自主防災会や市民
グループ等が男女共同参画の視点を取り入れた
防災対策について学習する場合も、派遣対象とす
る。

拡充 151 84 67

○
男女共同参画推進事
業者顕彰

子育てのための柔軟な勤務時間の適用や、子育て
等で一度離職した女性の積極的な採用など、仕事
と家庭・地域活動等との両立支援などに積極的に
取り組んでいる事業者を、男女共同参画推進事業
者として表彰し、その取組を広く市民や他の事業者
等に紹介する。また、受賞事業者には、入札等に
おける加点や低利融資などのメリットを付与する。

継続 135 152 ▲ 17

○
男性の地域活動・家
庭生活等への参画支
援事業

子育て中の父親などに直接働きかけるため、男性
にとっての男女共同参画の意義等に関する啓発冊
子を作成し、街頭啓発活動を実施する。

新規 529 0 529

●
女性が再就職しやす
い職場環境づくりモデ
ル事業

結婚・妊娠・出産・育児・介護等により離職した女性
の再就職を促進するため、地元中小企業を対象
に、女性が働きやすい職場環境づくりに必要なコン
サルティング等の支援を行う。

継続 10,520 9,720 800

●
育児休業後における
キャリアプランに関す
る研修の実施

出産、育児休業を終え職場復帰した職員に対し
て、これからの自己の役割や、ワーク・ライフ・バラ
ンスを見つめ直す支援を行うことを目的とした「育
児休業復帰後講座」を実施する。

継続 158 0 158

●
保育園整備など保育
を必要とする児童の
受け入れ枠の拡大

保育園・認定こども園等の整備、小規模保育事
業、認可外保育施設認可化移行支援事業、私立
幼稚園預かり保育事業　など

継続
拡充

1,773,308
（内数

23,223）

1,096,337
（内数

12,042）

676,971
(内数

11,181)

●
多様な保育サービス
の提供

延長保育事業、病児・病後児保育事業、一時預か
り事業、保育サービス相談事業、ファミリー・サポー
ト・センター事業　など

継続 1,536,278 1,644,213 ▲ 107,935
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所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

●
保育人材の確保の促
進

保育士確保対策事業、高校生保育魅力体験事
業、地域と連携した保育人材の確保に資する取組
の検討

継続
新規

3,819
(内数 484)

3,335
(内数 0)

484
(内数 484)

●
子どもの放課後等の
居場所の確保

放課後児童クラブの運営、民間放課後児童クラブ
運営費等補助、児童館の整備、放課後プレイス
クール事業

継続 2,408,080 2,522,656 ▲ 114,576

●
地域子育て支援拠点
事業

育児不安の軽減や乳幼児の健全育成を図るた
め、常設オープンスペースにおいて、子育て親子
の交流の場の提供や子育てに関する相談・情報提
供を行うとともに、子育てに関する講習会等を実施
する。

拡充 95,232 87,012 8,220

● 介護人材確保の促進
ひろしま介護マイスター養成支援事業、小規模事
業所介護人材育成支援事業、地域と連携した介護
人材の育成・確保に資する取組の検討　など

継続 32,385 30,824 1,561

○● その他

男女共同参画を積極的に推進する事業者へのイ
ンセンティブ、広島市中小企業融資制度（男女共同
参画・子育て支援資金、創業支援融資、創業チャ
レンジ・ベンチャー資金）、創業チャレンジ・ベン
チャー支援事業、広島市農業経営改善支援セン
ター事業（「家族経営協定」の普及・啓発）、「まか
せんさい」広島市女性農業士の活動支援など

継続 3,224,019 2,280,258 943,761

【基本目標２】　計　 9,085,967 7,680,265 1,405,702
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基本目標３　地域における男女共同参画の推進

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○●
女性団体の活動への
補助

広島市女性団体連絡会議の取組を支援し、その活
動が一層活性化するよう、補助を行う。
また、本市における地域福祉の一層の振興・発展
に資するため、福祉事業及び社会教育事業を展開
している女性団体等の事業費を助成する。

継続 2,811 2,833 ▲ 22

○
総合相談の実施
（ゆいぽーと）

女性のためのなんでも相談、男性のためのなんで
も相談、こころの相談、法律相談、女性の就労支援
相談、グループ相談（子育て・介護等相談）などの
各種相談を実施する。

継続 5,402 5,452 ▲ 50

○
情報提供の充実
（ゆいぽーと）

資料室における図書・DVD・関連情報誌・政令指定
都市の行政資料の閲覧、インターネットを活用した
各種情報の提供、市民及び事業者向けの男女共
同参画推進センター紹介ホームページ運営、メー
ルマガジン・リーフレット・広報誌発行　など

継続 1,445 1,550 ▲ 105

○
学習・研修の支援
（ゆいぽーと）

・男女共同参画の取組促進講座、女性の就労支援
講座、人権教育講座、ボランティアリーダー・コー
ディネーターの養成講座等の各種講座の開催
・チャレンジショップの開設、一時保育（託児）の実
施　など

継続 3,321 2,792 529

○
調査・研究及び普及・
啓発の推進
（ゆいぽーと）

啓発リーフレット等の作成・配布、男女共同参画
フォーラムの開催　など

継続 1,086 1,280 ▲ 194

○
市民活動・交流の支
援
（ゆいぽーと）

男女共同参画推進センター利用団体・グループ、
各種団体、NPO等の活動・交流支援　など

継続 560 740 ▲ 180

●
女性消防団員の育
成・支援

・他都市の女性消防団員との交流、意見交換によ
り新たな活動分野の開拓を図るため、全国女性消
防団員活性化大会へ参加する。平成29年度は広
島市において開催予定。
・女性消防団員が働きやすい環境づくりを行うな
ど、女性消防団員の活動環境の整備を図る事業を
実施する。

継続 0 145 ▲ 145

●
地域の防災を担う女
性リーダーの育成

地域の防災リーダーとして防災士の資格取得を促
進するほか、防災講演会や防災研修への積極的
な参加を促す。

継続 7,916 5,580 2,336

○● その他
男女共同参画推進員による「男女共同参画による
防災等地域づくり講座」の実施、防災・被害者支援
地域女性ネットワークとの連携　など

継続 2,802 2,945 ▲ 143

【基本目標３】　計　 25,343 23,317 2,026

4 / 10 ページ



基本目標４　安心して暮らせる環境の整備

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

●
高齢者が安心して暮
らせる環境の整備

居宅介護（介護予防）サービス等の給付、地域包
括支援センター運営事業、地域介護予防拠点整備
促進事業　など

継続 90,493,748 87,653,537 2,840,211

● 地域生活支援事業

障害者(児)の福祉の増進や障害の有無に関わら
ず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮ら
すことのできる地域社会の実現に寄与することを
目的に、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟
な事業形態による事業を計画的に実施する。

継続 2,183,175 2,409,539 ▲ 226,364

●
外国人市民の暮らし
やすさに配慮したまち
づくりの推進

外国人市民のための生活ガイドブックの作成、外
国人のための相談事業　など

継続 5,866 5,406 460

●
外国人市民防災リー
ダー養成講座

外国人市民を対象に、２年を一つのサイクルとし
て、災害体験学習や防災講座を開催し、地域の防
災、減災に実効ある役割を果たしてもらう防災リー
ダーを養成する。

継続 816 680 136

●
ひとり親家庭に対する
支援の充実

児童扶養手当の支給、母子・父子自立支援員によ
る相談、母子家庭等就業支援事業、ひとり親家庭
学習支援事業、ひとり親家庭居場所づくり事業　な
ど

継続
拡充

5,495,744
(内数

44,953)

5,619,310
(内数

34,775)

▲123,566
(内数

10,178)

●
若者の自立・就労支
援対策事業

ニート、休職中の者、転職を考えている者、在学中
で就職に悩んでいる者など、働くことへの悩み及び
対人関係への不安を抱える若者を対象として支援
を実施する。
個別相談や就職に向けた基礎研修等を実施すると
ともに、若者や保護者等を対象とした講演会やセミ
ナーを実施する。また、高校や大学等の卒業時に
就労先が決まっていない者に対し、支援の情報が
届くよう、教育機関との連携を図る。

継続 6,249 6,249 0

○● その他
多言語によるＤＶ防止啓発パンフレットの作成、留
学生会館主催事業　など

継続 87,304 80,537 6,767

【基本目標４】　計　 98,272,902 95,775,258 2,497,644
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基本目標５　女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○
「女性に対する暴力を
なくす運動」の実施

11月12日から25日の運動期間中に、建物のパー
プルライトアップを行うとともに、チラシをセットにし
た啓発用品を女性団体と連携して街頭で配布す
る。

継続 200 176 24

○
DV防止啓発のための
ポスター、リーフレッ
ト、カードの作成・配布

ＤＶに対する認識の浸透、徹底を図るとともに、ＤＶ
相談窓口を周知するため、ＤＶ防止啓発リーフレッ
ト及びＤＶ被害者支援携帯用カード等を作成・配付
する。あわせて、外国語版及び視覚障害者向けの
点字版リーフレットも作成・配付する。

継続 575 953 ▲ 378

○ デートＤＶ防止対策

交際相手からの暴力（デートＤＶ）に対する正しい
理解と予防啓発を目的としたリーフレットを作成し、
市内の高校生に配布する。
また、11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期
間などに合わせて、区役所等においてデートDV防
止啓発用のパネル展示を行うほか、公民館などか
らの依頼があれば、パネルの貸し出しを行う。

継続 795 815 ▲ 20

○ ＤＶセンターの運営

DV被害者の安全確保・保護、支援情報の提供、自
立生活促進のための支援を行う。
（DV専門法律相談、臨床心理士によるカウンセリン
グ、土・日DV電話相談、関係機関への同行支援な
どの実施）

継続 14,194 11,039 3,155

○
女性相談員の資質の
向上

女性相談員に対し専門的知識を有するアドバイ
ザーによる助言及びカウンセリングを行うことによ
り、様々な悩みを抱えるＤＶ被害者に対するサポー
ト技術の習得及び精神的負担の軽減を図る。ま
た、女性相談員のＤＶ被害者サポート技術や法令、
医療等の知識の習得に向け、研修会等へ参加す
る。

継続 334 351 ▲ 17

○
窓口業務に携わる職
員等への研修会の実
施

職務上、被害者と接する経験が豊富な弁護士等に
講師を依頼し、窓口職員等を対象とした二次被害
防止等のための研修を実施する。

継続 41 41 0

○
民間シェルターへの支
援の実施・拡充の検
討

民間シェルターの運営の安定を図るため、運営費
を助成する。

継続 1,200 1,200 0

●
暴力被害相談セン
ターの運営

暴力団等の介入や暴力が絡む債権の取立て、商
品の販売など民事暴力に関する市民や企業から
の相談に応じ、その解決方法を助言・指導するとと
もに、必要に応じて警察署等関係機関への連絡や
法律相談の紹介等を行う。

継続 11,592 11,484 108

○● その他
関係機関連絡会議の開催、住民基本台帳の閲覧
等の制限、児童虐待防止対策、高齢者虐待防止
対策　など

継続 20,987,925 21,124,585 ▲ 136,660

　【基本目標５】　計　 21,016,856 21,150,644 ▲ 133,788

6 / 10 ページ



基本目標６　生涯を通じた女性の健康支援

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

●
妊婦乳児健康診査事
業

妊婦及び乳児の保健管理の向上を図るため、妊婦
一般健康診査については14回分、乳児一般健康
診査については2回分の公費負担を実施し、健診
費用を軽減することにより、母体や胎児及び乳児
の健康を確保し、安心して子どもを生み育てること
のできる環境の整備を図る。

継続 1,115,282 1,119,157 ▲ 3,875

●
妊娠・出産包括支援
事業

家族等から産後の家事・育児の十分な援助が得ら
れない者で、支援を必要とする母子を対象に、助
産師による訪問支援、医療機関等での宿泊等によ
る育児指導、ヘルパ—派遣による家事・育児支援を
実施する。

継続 26,468 25,365 1,103

● 産婦健康診査事業

産後うつの予防や新生児への虐待予防の観点か
ら、産後の初期段階における母子に対する支援を
強化するため、産婦健康診査に係る費用を助成す
る。

新規 932 0 932

●
パパとママの育児教
室の開催

初妊婦とその配偶者を対象に、夫婦が協力して子
育てを行うために、夫婦関係、父親・母親の役割や
子育て全般についての教室を開催する。

継続 1,288 1,288 0

● がん検診の実施
わが国の死亡原因の第1位であるがんに対する認
識を深め、がんの早期発見・早期治療の促進を図
る。

継続 1,004,612 962,312 42,300

● その他
こころの健康相談、妊産婦乳幼児等保健指導事業
など

継続 426,341 409,070 17,271

【基本目標６】　計　 2,574,923 2,517,192 57,731
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基本目標７　平和の発信と国際理解・国際協力の推進

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○
ヒロシマ平和の灯のつ
どい

WENETと共催し、核兵器廃絶と世界恒久平和の願
いを「平和の灯」に託し、原爆犠牲者のご冥福を祈
る催しを、7月31日に実施する。女性団体や一般市
民のほか、平和記念公園への来訪者も参加する。

継続 0 0 0

○ 国際女性デーひろしま

女性団体などからなる「国際女性デーひろしま実行
委員会」が主催し、3月8日の「国際女性デー」に合
わせ、男女共同参画推進に向けた講演や展示、パ
レードなどを行う。

継続 0 0 0

●
国際社会の中で共に
生きていくことができ
る資質や能力の育成

次代を担う高校生が、海外留学を通じて、コミュニ
ケーション能力を高めるとともに、幅広い視野を持
ち、国際的感覚を磨き、グローバル社会の中で主
体的に生き抜く力を身に付けることを目的として、
長期留学プログラム（約１０ヶ月間の海外派遣・留
学生の受け入れ）に加え、短期留学プログラム（約
３週間の海外派遣）を実施する。

継続 7,070 6,746 324

●
国際交流・協力事業
への助成

市内の団体が行う国際交流・協力事業に対し補助
金を交付し、市民団体の育成と国際交流・協力事
業の推進を図る。

継続 887 887 0

●
国際交流ネットワーク
ひろしまの運営

研修室等の活動コーナーの運営、ホームページ等
のインターネットを使用した団体の情報提供を行
う。

継続 1,523 1,558 ▲ 35

○● その他
国際青年会館主催事業、姉妹・友好都市との交流
推進事業、ひろしま国際協力事業

継続 7,541 3,567 3,974

【基本目標７】　計　 17,021 12,758 4,263
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基本目標８　男女の人権を尊重する市民意識の醸成

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○
男女共同参画情報誌
「奏～SOU～」の発行

職業生活と家庭生活の両立を推進することの意義
やメリット、男女共同参画に積極的に取り組んでい
る事業者の事例等を掲載した情報誌を、母子手帳
交付時に配布するとともに、市内の病院、銀行、郵
便局、大学、事業所等に配布する。

継続 577 642 ▲ 65

○
小・中学校向け男女
共同参画啓発冊子等
による啓発

小中学生向けの啓発用冊子を作成して、市内の小
学5年生、中学2年生に配付し、各教科やホーム
ルームの時間を通じて活用し、若年層からの意識
啓発を図る。

継続 858 1,092 ▲ 234

● 人権啓発事業

広島法務局、広島人権擁護委員協議会等と連携
し、啓発事業（人権啓発キャンペーン、スポーツ組
織と連携した啓発活動等）を実施する。また、市民
や企業等への意識啓発のため、パンフレットやポ
スターを作成・配布する。

継続 10,103 11,065 ▲ 962

●

性的指向や性同一性
障害などに関する啓
発の実施、教職員等
への情報提供等

性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況
に置かれている人への対応について正しい理解を
促し、偏見をなくしていくため、イベント時のパネル
展示等による啓発を行う。
また、特に、学校現場においては、「性的マイノリ
ティ」とされる児童生徒に適切に対応する必要があ
ることから、教職員が正しい知識を持つよう、研修
会等の機会を捉え、啓発や情報提供を行う。

継続 0 0 0

●
男女平等教育に関す
る指導計画の作成

広島市男女共同参画推進条例や学習指導要領を
踏まえ、社会科や家庭科の学習、道徳の時間、特
別活動の時間など、教育活動全体を通じて、児童
生徒の発達段階に応じ、人権の尊重、男女の平
等、男女の相互理解と協力の重要性、家庭生活の
大切さなどについて指導する。

継続 0 0 0

●
プロフェッショナル人
材活用事業

市立高校生が、キャリア教育の一環として、社会の
第一線で活躍している企業人や大学教授等から、
専門的な講話や実践的な技術指導等を受けること
により、学習意欲を高めるとともに、社会的・職業
的自立に向け、主体的に進路選択することができ
るよう取り組む。

継続 871 876 ▲ 5

●
電子メディアと子ども
たちとの健全な関係づ
くりの推進事業

「青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関
する条例」に定める基本方針に基づき、ノー電子メ
ディアデー、青少年と携帯電話との健全な関係づく
り推進宣言店の登録及び電子メディアに関する講
習会（ケータイ出前講座）など、家庭・学校・地域・
事業者が連携した各種事業を行う。

継続 1,961 1,961 0

○● その他

幼稚園・学校における人権教育の推進や家庭科教
育などの充実、人権教育に係る研修会の充実及び
国等が実施する研修への教職員の参加、保育士
の研修、児童館・放課後児童クラブ指導員研修　な
ど

継続 9,026 8,960 66

【基本目標８】　計　 23,396 24,596 ▲ 1,200
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基本目標９　関係機関等との連携強化及び男女共同参画の調査研究の実施

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）
A-B

○
「働き方改革推進・働
く女性応援会議ひろし
ま」を通じた取組

県内事業所を対象として、「企業における仕事と家
庭の両立のための講習会」を県内各地で実施し、
この中で、次世代育成支援対策推進法に基づく一
般事業主行動計画の策定方法について紹介し、策
定を促す。
また、企業等の機運醸成・取組促進を図るため、各
構成団体によるセミナーを県内各地で開催する。

継続 0 0 0

○
男女共同参画に関す
るアンケート調査

計画の改定に合わせ、男女共同参画・DVに関する
市民アンケート調査を実施する（直近ではH26年度
に実施）。また、毎年、市が行う市民意識調査にお
いて、男女共同参画・DVに関する質問を設け、数
値の推移を把握する。

継続 0 0 0

○ その他
男女共同参画推進センター登録団体ネットワーク
の形成・情報交換活動　など

継続 0 0 0

【基本目標９】　計　 0 0 0

平成29年度
当初予算額

平成28年度
予算現額

増減

基本計画に掲げた事業・取組に係る予算額　合計　 131,017,428 127,184,546 3,832,882

千円 千円 千円

その他　第２次基本計画に掲げられていない管理的な事業・取組

所管 事業・取組名 事業・取組の概要 区分
平成29年度
当初予算額

（千円）

平成28年度
予算現額
（千円）

増減（千円）

○
男女共同参画推進セ
ンター指定管理
（事業費を除く）

男女共同参画推進センターの管理運営を指定管
理者に委託する。（人件費及び施設管理費）

継続 49,728 50,214 ▲ 486

○
男女共同参画推進セ
ンター整備

受変電設備の機器更新を行う。 新規 6,700 0 6,700

○
男女共同参画審議会
の運営

年2回、男女共同参画の推進に関する年次報告等
について審議する審議会を開催し、意見・提言等を
いただく。

継続 71 77 ▲ 6

○ その他 男女共同参画一般事務費 継続 485 446 39

計　 56,984 50,737 6,247
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