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Ⅳ 平成１７年度（２００５年度）予算の重点施策 
 

１．広島経済の活性化 
 

厳しい経済情勢を踏まえ、中小企業金融対策、地場の中小企業向け

の事業、雇用対策を実施するとともに、これからの広島経済を活力あ

るものとするため、新たな産業の創造や観光振興を推進する。 

 

    （１）中小企業金融対策 

・融資枠の確保（436億円）(P88) 142億8,000万円 

・○新大規模店舗出店対策資金融資制度の創設  

・創業支援資金融資の利用期間の延長 創業後１年未満→同３年未満 

・景気対策特別融資及び借換資金融資の適用期間の延長 

  平成18年3月31日まで1年間 

    （２）地場の中小企業向け事業 

・生活道路、公民館等の公共施設の小規模整備、 

補修(地域の実情を踏まえ区役所等が執行) 107億6,867万4千円 

（３）雇用対策 

・○新  地域職業相談室の運営(P25) 279万3千円 

（４）新産業政策に基づく諸施策の展開等 

・未来エネルギーに関する研究開発の促進(P81)     878万1千円 
・新技術・産学官共同研究開発補助(P82)            2,500万円 
・○新  企業立地促進補助事業(P84) 36万円 

・○新  商店街活性化プラン支援事業(P86)      100万円 
・女性・シニア創業支援事業(P87)      700万円 

（５）「地産地消」農業の推進 

・○新  食料・農業・農村ビジョンの策定(P95)      60万4千円 
・「スローライフで夢づくり」定年就農者育成 

事業(P96) 31万7千円 
・ 「ひろしまそだち」特産化事業(P97) 88万2千円 
・こだわりの広島伝統野菜復活事業(P97) 17万円 
・ ひろしま朝市支援事業(P97) 35万円 
・ ○新  市民手づくりの農園推進事業(P98) 30万6千円 
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（６）観光の振興 

・ビジターズ倍増に向けた取組の推進(P3) 130万9千円 
・「ひろしま八区覧会・八区物館」の開催(P4) 3,238万3千円 
・広島魅力発信事業（広島駅前市場再発見）(P90) 16万9千円 
・「広島の生きた交通博物館」推進事業(P90) 75万2千円 
・広島「こだわりの特産品」ブランド化推進事業(P90) 370万6千円 
・○新  シティセールスの推進(P91) 45万9千円 

・アリスガーデンパフォーマンス広場事業(P91) 160万円 

・修学旅行誘致活性化事業(P91) 183万8千円 
・広島県大型観光キャンペーンへの参画(P92) 3,040万円 
・○新  観光まち歩きマップの作成(P92) 405万3千円 

・ひろしまライトアップ事業(P92) 2,545万円 
・○新  平和記念公園ライトアート事業(P93) 230万円 
・○新「おりづる平和リレー」の実施(P93) 327万1千円 

 
２．すべての市民が健康で幸せに暮らせる社会の実現 

 

子育て支援、障害者福祉等の充実や健康づくりの推進に努めるとと

もに、市民生活の安全・安心の確保を図る。また、男女共同参画社会

の形成を促進する。 

 

（１）子育て支援の充実 

・○新  ファミリー・サポート・センター事業(P50) 620万円 

・○新  つどいの広場事業(P50) 756万3千円 

・小児慢性特定疾患治療研究(P51)               3億1,507万2千円 

  ○新  日常生活用具の給付 
  ○新  交通費助成 
  ○新  相談事業 

・○新  母子家庭自立支援給付金事業(P53) 928万円 

（２）障害者福祉の充実 

・障害者基本計画の策定(P63) 52万4千円 

・総合リハビリテーションセンター整備(P63) 41億5,758万3千円 

・○新  発達障害者支援センター事業(P65) 1,597万3千円 

・市立養護学校放課後対策事業(P65) 877万6千円 
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（３）原爆被爆者援護施策の充実 

・○新  第三原爆特別養護ホーム整備(P58) 7億3,786万6千円 

・在外被爆者の招へい・交流(P59)  88万8千円 
・在外被爆者保健医療助成事業(P60)  1億6,492万円 

（４）健康づくりの推進 

・○新  介護予防指導者等研修事業(P40) 727万4千円 

・○新  乳がんＸ線検診車の整備(P55) 6,700万円 

・○新  広域予防接種事業(P55) 29万3千円 

・○新  歯周病予防普及啓発事業(P55) 50万円 

・○新  耳鼻咽喉科夜間救急医療事業(P56) 207万円 
   （５）市民生活の安全・安心の確保 

・区役所庁舎の耐震性の向上 (P2) 2,690万円 

・「減らそう犯罪」モデル事業(P23) 640万円 

・○新  流川・薬研堀地区安全なまちづくり推進事業(P23) 25万円 

・○新  消費生活条例の検討(P25) 47万2千円 

・○新  携帯電話１１９番通報直接受信システムの 
整備(P36) 1,125万7千円 

・○新  心臓用電気救命器（ＡＥＤ）による救命講習 
の実施(P37) 132万5千円 

・○新  携帯電話等への防災情報の提供(P37) 34万5千円 

・南消防署建替(P38) 1,300万円 

・南消防署宇品出張所建替(P38) 5,440万円 

・消防庁舎の耐震性の向上(P38) 110万円 

・衛生研究所施設の耐震性向上(P57) 700万円 
（６）男女共同参画社会の形成 

・仕事と家庭の両立のための雇用環境づくり(P18)    53万円 

・ＤＶ防止・被害者支援対策(P18)    266万2千円 

・男女共同参画理解・実践事業(P19)    90万円 

・推進リーダーの活動支援(P19)    109万6千円 

・男女共同参画相談窓口ハンドブックの作成(P19)    23万1千円 

・男女共同参画に関するアンケート調査の実施(P19)    246万円 
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３．次代を担う子どもたちの健全育成 
 

21世紀教育改革推進総合プラン検討会議の提言を踏まえ、新しい教

育を推進するとともに、いじめ、不登校問題の解決に引き続き取り組

む。また、暴走族対策を総合的、積極的に推進する。 

 
   （１）新しい教育の推進 

・小・中学校校内ＬＡＮ整備(P144) 8,857万4千円 
・教育用コンピュータ整備(P144) 3億1,475万9千円 
・小・中学校少人数指導(P145) 2億3,018万1千円 
・○新  基礎・基本の力の定着に係る検討(P145) 62万8千円 
・基礎学力向上推進事業(P145) 96万4千円 
・○新  特別支援教育アシスタント事業(P146) 3,354万円 
・○新  市立養護学校の建替(P148) 500万円 
・通学区域の弾力的運用の推進 (P148) 219万6千円 
・メンター制度の推進(P149) 329万6千円 

（２）学校施設の整備 

・高須小学校校舎増築(P139) 3億3,939万4千円 
・筒瀬小学校校舎増築実施設計(P139) 350万円 
・校舎等先行建築資金貸付け(P140)  4,971万1千円 
（○新 中筋第二小学校） 

・戸山中学校改築(P140) 8,900万円 

・屋内運動場耐震化対策(P139～P142) 2億306万円 
補強工事立案・評価（36校） 

耐震補強工事実施設計（11校） 

耐震補強工事（4校） 

・耐震化優先度調査（54校）(P140～P142) 2,618万円 
（３）学校給食への取組み 

・○新  安全でおいしい給食の推進(P154) 1億6,631万3千円 

（４）いじめ・不登校対策等の充実 

・いじめ・不登校等総合支援事業(P157) 1億522万7千円 
・スクールサポート推進事業(P157) 154万8千円 
・スクールカウンセラー活用事業(P158) 9,604万2千円 
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（５）暴走族対策の総合的な推進 
・まちぐるみ暴走族対策事業の推進(P159) 236万4千円 

・広島市暴走族加入防止･離脱相談センター運営(P159) 924万8千円 

・居場所づくり支援(P160) 299万5千円 

・就労就学サポート事業(P161) 96万3千円 

 

４．個性的で魅力ある都市の創造 
 

人間を中心に据えた個性的で魅力ある都市空間の形成を促進し、国

内外から多くの人が訪れ、楽しみ、交流する、夢と活気に満ちた都市

を創造する。 
 

・科学技術政策の推進(P2) 160万7千円 
・都心の活性化の推進(P6) 159万9千円 

・「水の都ひろしま」の推進(P103) 1,870万円 
・○新  新球場建設の促進(P104) 214万7千円 
・広島駅新幹線口地区整備の推進(P104) 1,310万円 
・○新  広島西飛行場全体整備計画基礎調査(P128) 700万円 
・平和大通りリニューアル事業(P131) 500万円 

 
５．豊かで活力ある地域社会の創造 

 
豊かで活力ある地域社会をつくっていくため、まちづくりの主体で

ある市民の活動の支援や市民と行政とが一体となった取組みを進める

とともに、都市内交通体系の整備を推進する。 

 
・○新  地域ポータルサイトの構築(P7) 1,096万円 
・ＮＰＯ活動支援融資制度(P24) 2,517万円 
・市民活動保険制度(P24) 1,531万円 
・区の魅力づくり事業(P27～P35) 7,340万円 
・○新  ノーマイカーデー推進事業(P113) 186万5千円 
・ＪＲ可部駅西口広場の整備(P114) 1億2,500万円 
・ＬＲＴシステム整備費補助(P114) 9,000万円 
・○新  地域主体の交通確保策に対する支援(P115) 116万8千円 
・○新  ＮＰＯ等による有償運送の導入(P115) 34万5千円 



－17－ 

 
６．環境にやさしい社会の実現 

 
環境の保全とゼロエミッション社会の実現を目指して、各種施策を

推進する。 
 

・○新  事業ごみ有料指定袋制度の実施(P77) 1億5,814万1千円 

・○新  地域の推進体制づくり(P78) 37万8千円 

・容器包装プラスチックのリサイクル事業(P79) 8億4,386万5千円 

・市民参加の森林
も り

づくり(P99) 327万3千円 

・○新  里山整備士養成事業(P100) 11万4千円 

 

７．平和の創造 
 

21世紀に核兵器のない世界を実現するため、被爆体験の意味を再確

認し、人類全体の遺産として継承するなど、ヒロシマならではの平和

への取組みを推進する。 

 
・平和記念施設保存・整備方針の策定(P9) 173万5千円 
・平和記念資料館更新計画の策定(P9) 131万8千円 
・被爆資料等収集の全国展開及び海外被爆資料 

の所在調査(P10) 313万7千円 
・○新  図録「原爆の絵」の発行(P10) 278万3千円 
・核兵器廃絶のための緊急行動の展開(P11) 540万円 
・第６回平和市長会議総会の開催(P12) 5,000万円 
・ ○新  第55回パグウォッシュ会議年次大会開催補助(P12) 1,000万円 
・○新  「広島平和コンサート2005」の開催(P20) 1,299万円 
・アクション２１「核兵器保有国への平和メッセ 

ージの伝達」(P11) 111万8千円 
・ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催(P12) 686万4千円 

・「広島・長崎講座」の開設(P13) 39万2千円 
・国内ジャーナリスト研修(P14) 57万4千円 

 


