
　（都市活性化局）

事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　 　　　　明

都 心 の 活 性 化 の 推 進 2,407万8千円 平和大通りリニューアル事業 2,396万6千円

財源内訳 　　平和大通りを歩きやすく憩える空
　　間とするようモデル地区において

　国庫補助金 　　先行的な施設整備を引き続き行う
960万円 　　とともに、平和大橋歩道橋の整備

　　方針の取りまとめを行う。
　市債

860万円

拠点連携地区（京橋町・幟町周辺地区）
　一般財源 の活性化の推進 11万2千円

587万8千円

　　広島駅周辺地区（新都心成長点）
　　と紙屋町・八丁堀周辺地区（拡大
　　都心核）を結ぶ京橋町・幟町周辺
　　地区（拠点連携地区）について、
　　地元関係者と話し合いを進めなが
　　ら、歩いて楽しいまちづくりの具
　　体化のための検討を行う。

新 球 場 建 設 の 推 進 5億3,492万2千円 建設工事その他
（新球場整備特別会計）

財源内訳 　（債務負担行為の設定）

　国庫補助金
4,180万円

　県補助金
9,250万円

　市債
2億7,670万円 　　（整備スケジュール）

　負担金
1,145万6千円 　　　18年度　基本・実施設計

　寄附金
9,250万円 　　　19年度　実施設計、用地再取得

1,996万6千円 　　　　　　　建設工事

　　　20年度　建設工事、開設

  一般会計繰入金

事　業　名 期　間 限 度 額

新球場建設の推進 20年度 83億4,540万3千円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　 　　　　明

現球場跡地利用の検討 650万円 現球場跡地利用について、周辺地域を
含めた利用計画を策定し、事業着手に

財源内訳 向けた準備を行うとともに、周辺地域
を含む回遊性の向上及び中央公園等の

　国庫補助金 既存施設の利活用方策の具体的な検討
170万円 を行う。

　一般財源
480万円

広島大学本部跡地の有効
活用の促進 34万2千円 広島大学本部跡地において、本年４月

に選定した事業予定者が提案した事業
財源内訳 計画案を確実に実現するよう、本市、

「知の拠点」再生プロジェクトの提案
　一般財源 者の代表である広島大学及び事業予定

34万2千円 者の三者で協定を締結するとともに、
事業予定者が円滑に事業を実施できる
よう、関係者と協議・調整を行う。
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事　　　業　　　名 事　業　費

広島駅新幹線口地区整
備の推進 7億3,640万円 若草町地区市街地再開発 7億3,620万円

財源内訳 　　個人施行者への事業補助 7億3,120万円

　国庫補助金 　　　土地整備費、共同施設整備費等
4億965万円 　　　に対する補助

　市債 　　　事業費　　10億9,680万円
1億2,810万円 　　　(負担割合 市2/3、施行者1/3)

　一般財源 　　常盤橋若草線整備に係る公共施設
1億9,865万円 　　管理者負担金 500万円

二葉の里地区開発の推進 20万円

　　関係機関との協議・調整

ヤード跡地地区開発の
推進 466万9千円 新球場及びその関連施設以外のヤード

跡地の利用未定地について、民間活力
財源内訳 を導入して開発を行う。

　一般財源 　　事業予定者選考委員会の開催その他
466万9千円

広島駅南口周辺地区市
街地再開発の推進 2,700万円 Ｂブロック市街地再開発    

財源内訳 　　再開発組合への事業補助

　国庫補助金 　　　環境影響評価の実施に対する 　

960万円 　　　補助

　一般財源 　　　事業費　4,050万円
1,740万円 　　　 (負担割合　市2/3、組合1/3)

説　　　　　　　　　　　　　　　　明
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

観 光 の 振 興 3,121万5千円 ひろしまビジターズ・インダストリー
戦略の推進 340万5千円

財源内訳

　一般財源 　　「ひろしま通」認定事業 6万6千円

3,121万5千円

　　　市民や観光事業関係者等の観光
　　　ホスピタリティを高めるととも
　　　に、広島の魅力あふれる歴史・
　　　文化・自然等に精通したひろし
　　　まファンの増大を図ることを目
　　　的として、「ひろしま通」認定
　　　試験を実施する。

　　　実施主体　商工会議所、市等で
　　　　　　　　構成する実行委員会

　　広島の特産品のブランド化推進事
　　業 320万8千円

　　　広島ブランド認定商品のＰＲカ
　　　タログの作成 70万円

　　　物産展の開催 170万1千円

　　　ひろしまフードフェスティバル
　　　への出展 2万円

　　　小学生への工芸品製作出前授業 19万円

　　　広島お好み焼き紹介パンフレッ
　　　トの作成 50万円

　　　「広島ブランド推進委員会」の
　　　運営 9万7千円

　　ひろしま観光情報の発信 13万1千円

　　　「ひろしま市民パブリシスト」
　　　を活用したメールマガジンの発
　　　行など様々なＰＲを通じて、広
　　　島情報を発信することにより、
　　　広島市への関心を高め、ビジタ
　　　ーズを増加させる。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

拡　
ひろしまライトアップ事業 2,390万3千円

　　時　　期　19年11月～20年1月

　　場　　所　平和大通りなど市内中
　　　　　　　心部一帯

　　実施主体　中心部商店街、商工会
　　　　　　　議所、市等で構成する
　　　　　　　実行委員会

平和記念公園ライトアート事業 256万円

　　石井竜也氏が実施する「GROUND 
　　ANGEL in HIROSHIMA」を活用し、
　　平和記念公園のライトアップを行
　　い、平和への願いを発信する。

　　　時　　期　19年12月

　　　場　　所　平和記念公園

　　　実施主体　青年会議所、商工会
　　　　　　　　議所、市等で構成す
　　　　　　　　る実行委員会

観光クルーズ旅客船誘致事業 75万8千円

　　船会社への訪問等により、広島へ
　　の寄港要請を行うとともに、瀬戸
　　内海沿岸の寄港地と連携して、ク
　　ルーズコースを策定するなど、船
　　会社に対してセールス活動を行う
　　手法を検討する。

平和記念公園無料ガイドの実施 9万円

　　平和記念日にボランティアガイド
　　による平和記念公園内の無料ガイ
　　ドを行う。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
平和・文化イベントガイドの作成 41万2千円

　　８月上旬に行われる平和・文化関
　　連行事、関連施設、周辺マップ等
　　を内容とするイベントガイドを作
　　成し、観光案内所等で配付する。

新
平和記念式典来訪者のための臨時案内
所の設置 8万7千円

　　８月５日、６日に広島駅に臨時案
　　内所を設置し、ボランティアガイ
　　ドにより案内を行う。

「水の都ひろしま」の
推進 215万2千円 水辺空間における市民や企業等による

多様な利活用の促進に向けた、試行的
財源内訳 な取組(社会実験)等を行う。

　一般財源 　　水辺のシンボル空間（基町地区）
215万2千円 　　における施設整備の検討 208万円

　　　「水の都ひろしま」のシンボル
　　　空間に設置する水辺のレストラ
　　　ンについて、事業化に向けた実
　　　施手法や環境整備などの検討を
　　　行う。

　　猿猴川広島駅南口周辺地区賑わい
　　づくりの検討 7万2千円

　　　「水の都ひろしま」の陸の玄関
　　　にふさわしい水辺づくりを進め
　　　るため、賑わい・交流の創出方
　　　策を検討し、「広島駅前川まつ
　　　り」を社会実験として行う。
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