
－12－ 

Ⅳ 平成１８年度（２００６年度）予算の重点施策 
 

１．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。また、魅力ある観光資源の開発などにより観光の振興を

図る。 
 
    （１）魅力ある都市の創造 

・ビジターズ倍増に向けた取組の推進(P5) 293万2千円 

・都心の活性化の推進(P5) 337万3千円 

・新球場建設の推進(P7) 52億1,507万9千円 
・新球場周辺道路等整備(P7) 8,310万円 
・現球場跡地利用の検討(P8) 700万円 
・広島駅新幹線口地区整備の推進(P8) 7億78万1千円 
・ヤード跡地地区開発の推進(P9) 490万円 
・「第１１回広島国際アニメーションフェス 
ティバル」の開催(P19) 4,364万5千円 

・○新  中心市街地活性化基本計画の策定(P96) 127万7千円 

・「水の都ひろしま」の推進(P116) 1,172万8千円 
・広島駅南口周辺地区市街地再開発（Bブロック）(P124) 2,080万円 
・平和大通りリニューアル事業(P146) 3,000万円 

（２）観光の振興 

・○新  広島千客万来ガイド認定制度の創設(P100) 43万4千円 
・「広島の生きた交通博物館」うりこみ事業(P100) 52万9千円 
・広島の特産品のブランド化推進事業(P101) 398万1千円 
・シティセールスの推進(P102) 19万1千円 

・フラワーフェスティバル３０周年記念事業(P103) 400万円 

・ひろしまライトアップ事業(P103) 2,780万5千円 
・平和記念公園ライトアート事業(P103) 256万円 
・修学旅行誘致活性化事業(P105) 682万3千円 
・○新  みなとの賑わい創出(P126) 87万円 
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２．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

の事業の確保を行うとともに、これからの広島経済を活力あるものと

するため、新たな産業の創造を推進する。 

 

    （１）中小企業金融対策 

・融資枠の確保（451億円）(P98) 142億9,800万円 

・一般振興融資及び小規模事業融資の融資限度額の引上げ  

・大規模店舗出店対策資金の融資利率の引下げ 

・景気対策特別融資及び借換融資の適用期間の延長 

  平成19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) 113億6,434万4千円 

（３）新産業政策に基づく諸施策の展開等 

・科学技術政策の推進(P2) 134万9千円 
・未来エネルギーに関する研究開発の促進(P91)     849万6千円 
・新技術・産学官共同研究開発補助(P92)            2,500万円 
・○新  都市型サービス産業集積促進事業(P94) 150万円 

・企業立地促進補助事業(P94)      36万円 
・女性・シニア創業支援事業(P97)      698万7千円 

（４）「地産地消」農業の推進 

・○新  ふるさと帰農支援事業(P108)      10万円 
・「スローライフで夢づくり」定年就農者育成 

事業(P108) 27万6千円 
・ 「ひろしまそだち」特産化事業(P109) 74万円 
・こだわりの広島伝統野菜復活事業(P109) 18万円 
・ 市民手づくりの農園推進事業(P109) 16万円 
・○新  湯来「食農」体験事業(P110)      10万円 
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３．次代を担う子どもたちの健全育成 
 

安心して子どもを生み育てる環境を整備するため、子育て支援や保

育の充実に努めるとともに、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。また、子どもの安全対策や

いじめ、不登校問題の解決に取り組む。 

 
（１）子育て支援の充実 

・ファミリー・サポート・センター事業(P54) 533万円 

・つどいの広場事業(P54) 631万7千円 

・地域子育て支援センター事業(P54) 6,022万5千円 

・○新  24時間対応の地域子育て支援事業補助(P57) 20万円 

・児童手当支給(P57) 83億3,151万6千円 

        対象年齢の拡大・所得制限の緩和 
・乳幼児医療費補助(P58) 23億2,317万2千円 

        所得制限の緩和 
・児童館整備(P58) 300万円 

        古市児童館 
・放課後プレイスクール事業(P59) 1,042万2千円 

（２）保育の充実 

・民間保育園整備補助 (P75) 1億4,695万2千円 

・開園時間延長及び延長保育の充実(P76) 9億7,259万3千円 

・幼稚園・保育園一体化モデル事業(P76) 445万9千円 

・私立保育園運営改善費助成 (P77) 9,367万3千円 

・乳幼児健康支援一時預かり事業 (P77) 5,369万1千円 

（３）子どもの安全対策 

・○新  子どもの安全対策推進事業(P169) 6,900万1千円 
           地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 

      登下校体制整備 

      見守り・巡回活動推進 

      「こども１１０番の家」事業 

      児童生徒の自己防衛意識の高揚 

      子どもを守るまちづくりの推進 
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（４）新しい教育の推進 

・小・中学校少人数指導(P159) 1億6,727万3千円 
・基礎学力向上推進事業(P159) 392万1千円 
・基礎・基本の力の定着に係る検討(P160) 126万3千円 
・○新  図書館教育推進事業(P160) 74万4千円 
・○新  子どもの生活習慣確立支援事業(P161) 20万円 
・○新  さわやかボランティア活動の推進事業(P161) 165万4千円 
・○新  中学校演劇鑑賞推進事業(P162) 120万5千円 
・○新  体力つくりステップアップ事業(P162) 345万円 
・○新  幼児教育支援事業(P165) 685万7千円 
・○新  ２学期制推進事業(P165) 30万円 
・市立養護学校の建替(P166) 500万円 
・メンター制度の推進(P166) 375万1千円 

（５）学校施設の整備 

・筒瀬小学校校舎増築(P155) 1億779万8千円 
・○新  石内小学校校舎増築(P155) 790万円 
・戸山中学校改築(P156) 8,900万円 

・校舎等先行建築資金貸付け(P157)  6,260万5千円 
（○新 伴第二中学校） 

・屋内運動場耐震化対策(P155～P158) 4,210万円 
補強工事立案・評価（4校） 

耐震補強工事実施設計（15校） 

耐震補強工事（1校） 

（６）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(P179) 1億807万7千円 
・スクールサポート推進事業(P180) 154万8千円 
・スクールカウンセラー活用事業(P180) 1億1,019万8千円 
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４．すべての市民が健康で安全・幸せに暮らせる社会の実現 
 

障害者福祉や介護予防施策の充実に努めるとともに、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）障害者福祉の充実 

・総合リハビリテーションセンター整備(P68) 15億9,290万6千円 

・養護学校放課後対策事業(P70) 3,197万4千円 

・○新  障害児いきいき活動事業（養護学校）(P71) 1,341万6千円 

・発達障害者支援センター事業(P71) 2,855万2千円 

・○新  障害者の雇用促進事業(P72) 2,431万3千円 

・○新  知的障害児（者）の就労前職場体験 

事業補助(P72) 50万円 

・障害者自立支援(P72) 98億7,998万1千円 

・○新  福祉サービス利用者負担助成(P73) 6,689万9千円 

・○新  福祉サービス利用についての運用拡大(P74) 167万7千円 

（２）介護予防施策の充実 

・○新  新予防給付マネジメント研修事業(P42) 152万2千円 

・○新  特定高齢者把握事業(P44) 330万7千円 

・転倒予防事業(P44) 8,752万7千円 

・○新  低栄養予防事業(P44) 675万円 

・○新  通所口腔ケア事業(P44) 1,320万円 

・地域包括支援センターの運営(P46) 6億1,234万7千円 

・○新  介護予防対象者調査事業(P51) 609万3千円 

（３）原爆被爆者援護施策の充実 

・第三原爆特別養護ホーム整備(P63) 5億1,101万円 

（４）市民生活の安全・安心の確保 

     ① 災害に強いまちづくり等 

・庁舎等の耐震性の向上 (P2､38､61) 9,730万円 

  区役所庁舎、消防庁舎、衛生研究所 

・心臓用電気救命器（ＡＥＤ）による救命活動 
の推進(P36) 310万8千円 

・○新  国民保護への取組み(P36) 262万円 

・南消防署建替(P37) 2,840万円 



－17－ 

・南消防署宇品出張所建替(P38) 3億3,114万5千円 

・○新  心臓用電気救命器（ＡＥＤ）の整備(P60) 396万円 

・市営住宅耐震調査(P122) 1,383万9千円 

・○新  耐震改修促進計画の策定(P122) 150万円 

・○新  住宅耐震診断補助制度の創設(P123) 150万円 

     ② 犯罪の起こりにくい安全なまちづくり 

・「減らそう犯罪」推進事業(P24) 650万2千円 

・流川・薬研堀地区安全なまちづくり推進事業(P24) 62万円 

・○新  地域防犯活動等事業補助(P25) 278万円 

     ③ アスベスト対策 

・○新  アスベスト飛散防止監視(P83) 469万7千円 

・市有建築物のアスベスト対策(P2ほか) 6億8,065万4千円 

（５）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(P17)    38万円 

・ＤＶ防止・被害者支援対策(P17)    289万6千円 

・男女共同参画理解・実践事業(P18)    75万8千円 

・推進リーダーの活動支援(P18)    57万1千円 

・○新  「日本女性会議２００７ひろしま」開催準備(P18)    180万円 
 

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。 

 
・地域ポータルサイトの開設支援(P4) 265万6千円 
・集会所整備(P24) 5,310万円 

伴南学区集会所新築 

・ＮＰＯ活動支援融資制度(P25) 1,507万3千円 
・区の魅力づくり事業(P27～P35) 7,120万円 
・地域福祉計画の策定(P66) 122万2千円 
・交流施設促進事業(P104) 971万4千円 
・まちづくり活動への支援(P115) 44万8千円 
・○新  ＪＲ広島駅新幹線口広場等の整備(P129) 470万円 
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・ＪＲ可部駅西口広場の整備(P129) 3億3,938万2千円 
・ＬＲＴシステム整備費補助(P129) 1億6,000万円 
・地域主体の交通確保策に対する支援(P130) 42万1千円 
・ＮＰＯ等による有償運送の推進(P130) 31万4千円 
・○新  可部線廃線敷の利活用の推進(P146) 360万円 
・公民館建設(P175) 2億5,139万3千円 

 
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。 
 

・環境基本計画の改定(P83) 120万1千円 

・地球温暖化対策地域協議会の運営(P84) 56万8千円 

・○新  水素エネルギー利用の普及啓発(P84) 484万4千円 

・○新  民間分譲住宅におけるＥＳＣＯ・リース事業 

セミナー開催補助(P84) 50万円 

・事業系ごみ有料指定袋制度の実施(P86) 4億1,713万9千円 

・家庭系生ごみリサイクル事業(P86) 333万3千円 

・○新  焼却灰リサイクル事業(P87) 1億3,356万9千円 

・容器包装プラスチックのリサイクル事業(P88) 8億4,842万9千円 

・市民参加の森林
も り

づくり(P112) 296万円 

・里山整備士養成事業(P112) 36万3千円 

・○新  ひろしま「千年の森」保存・認定事業(P112) 13万6千円 

・○新  太田川再生プロジェクト検討委員会の運営(P113) 41万8千円 

・○新  緑地保全の推進(P117) 160万円 

・屋上等緑化促進事業(P117) 114万円 

・ノーマイカーデー推進事業(P128) 253万7千円 
・○新  低公害バス車両購入費補助(P131) 200万円 
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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。 

 
・折り鶴の保存・展示(P10) 268万3千円 
・平和記念資料館展示整備等基本計画の策定(P10) 587万円 
・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) 348万4千円 
・図録「原爆の絵」の発行(P11) 720万円 
・核兵器廃絶のための緊急行動の展開(P11) 397万1千円 
・核兵器廃絶のための要請活動(P12) 463万9千円 
・ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催(P12) 284万9千円 

・「広島・長崎講座」の開設(P13) 254万5千円 
・ 国内ジャーナリスト研修(P13) 52万円 

 


