
－1－ 

 

平成 21 年度(2009 年度)予算の重点施策 

経済危機対策の概要（予算措置を伴うもの） 

急激な世界的景気後退とそれに伴う国内雇用情勢の悪化、生活丌安の増大がます

ます激しさを増していることから、経済・雇用・生活全般に係る施策を総合的に

推進する。 

平成 21 年度(2009 年度)当初予算額 計 179 億 6,722 万 4 千円１１１１１１ 

（注）事業名の（P ）は、資料２：平成 21 年度当初予算主要経費における掲載ﾍﾟｰｼﾞ 

【中小企業対策の拡充】 

  ・中小企業一般振興融資等預託貸付 (P102)          175 億 7,000 万円 

    ＜融資枠を 574 億 8,642 万円から 797 億 5,010 万円に拡大＞ 

  ・特別金融相談窓口事業の実施 (P102)              300 万 2 千円 

    ＜専門家による相談を週 2 日実施。これにより週 5 日の相談体制を確保＞ 

  ・緊急経営支援アドバイザーの派遣 (P103)           364 万 9 千円 

    ＜専門家の無料派遣回数を拡大(現行 1 回→最大 5 回)＞ 

 【BUY ひろしまキャンペーン推進事業】 

  広島県や商工会議所等と連携して、自動車をはじめとする広島製産品の 

地産地消を促進する一大キャンペーンを展開する。 (P99)         200 万円 

 【雇用促進につながる企業立地の促進】 

  ・企業立地促進補助制度の拡充 (P99) 

    ＜一人当たり給付単価の増額など雇用奨励金の給付内容を拡充＞ 

 【緊急雇用創出事業交付金事業】 

  企業の雇用調整等により、解雇や継続雇用の中止による離職を余儀なくされた

非正規労働者、中高年齢者等の生活の安定を図るため、次の雇用へのつなぎの

雇用機会の創出を行う。(P32)  ＜587 名の雇用就業機会の創出＞ 

  ・学校運営アシスタント派遣事業、身近な里山林保全促進事業、 

   市中心部自転車マナーアップ推進事業 ほか 19 事業  3 億 8,857 万 3 千円 

 

平成 20 年度(2008 年度)2 月補正予算額 計 210 億 9,807 万 1 千円１１１１ 

 ・地域活性化・生活対策臨時交付金事業       事業費 10 億 4,490 万 1 千円 

   ＜公共施設の耐震化等の前倒し実施、 

    老朽化した公用車を県内メーカーの低排出ガスの車に更新(120 台)＞ 

 ・定額給付金給付事業            事業費 181 億 7,896 万 2 千円 

 ・子育て応援特別手当支給事業         事業費    7 億 5,470 万 8 千円 

・事業の早期発注を目的とする債務負担行為の設定   設定額 11 億 1,950 万円 

   ＜道路整備ほか 5 事業＞ 

 

予算額 合計 390 億 6,529 万 5 千円１１１１１１１１１１１１１１１１１１１ 
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新たなライフスタイルの創造      ※以下主なものを抜粋 

   地球温暖化や資源・エネルギー問題への対応など、地球規模の課題について、

都市が重要な役割を果たし、核兵器の廃絶においても、2,700 以上の都市が連

携する平和市長会議の力が注目されているように、都市を主軸として考える

「パラダイムの転換」が起こりつつある。こうした動きをリードし得る都市

の原動力は、過去と未来をつなぐ現在、そして、日常を大切にする市民であ

る。その市民がつむぎだすライフスタイルが、より早く市の内外で共有され

るよう、以下の施策に積極的に取り組む。 

 

 【環境と人とのパートナーシップ】 

 

［家庭生活に関するもの］ 

  ・家庭用生ごみ処理機等購入補助 (P89)              1 億 400 万円 

    ＜家庭用生ごみ処理機等の購入費の一部補助を 1 万件実施＞ 

  ・住宅環境性能向上促進補助 (P87)                 5,000 万円 

    ＜太陽光発電システム設置工事費等の一部補助を 1 千件実施＞ 

  ・１１０万人のエコ講座事業準備事務 (P85)           4 万 1 千円 

    ＜地球温暖化対策・ごみ減量化について、全町内会への説明会開催準備＞ 

  ・インターネットを活用したエコライフ推進事業 (P85)     180 万 8 千円 

    ＜市民の環境にやさしい取組に対し、協力店のサービス等を受けられるポイントを付不＞ 

  ・学校におけるＣＯ2見える化推進事業(P85)              168 万円 

    ＜二酸化炭素濃度センサー及び表示板を小中学校に設置＞ 

  ・カーボンバンク（仮称）の検討 (P87)             25 万 3 千円 

    ＜ＣＯ2の削減量に金銭的価値を付不し、温暖化対策の原資とする仕組みを検討＞ 

 

［事業活動に関するもの］ 

  ・カーボンマイナス７０エコパートナー制度 (P85)         26 万 2 千円 

    ＜市と企業等とのエコパートナー協定締結により、企業等の自主的な取組を促進＞ 
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  ・エコ事業所認定事業 (P85)                   31 万 9 千円 

    ＜省エネの取組を行っている中小事業者の事業所を認定・表彰＞ 

  ・企業の森里親制度 (P111)                    49 万円 

    ＜企業に対し、社会貢献活動として行う森林整備活動の場を提供＞ 

  ・カーボンバンク（仮称）の検討 (P87) （再掲）        25 万 3 千円 

    ＜ＣＯ2の削減量に金銭的価値を付不し、温暖化対策の原資とする仕組みを検討＞ 

 

［自動車使用に関するもの］ 

  ・マイカー乗るまぁデー推進事業 (P142)             600 万 9 千円 

    ＜ウェブサイト「マイカー乗るまぁデーくらぶ」の機能強化など＞ 

  ・環境にやさしい自動車専用レーンの導入に向けた検討 (P142)     380 万円 

    ＜環境にやさしい車の専用レーンの導入に向けた社会実験を実施＞ 

  ・トランジットモールの導入に向けた検討 (P142)         500 万円 

    ＜市内中心部で社会実験を行い、アンケート調査や周辺地区への影響分析などを実施＞ 

  ・交通環境にやさしい共同集配化の推進 (P142)           237 万円 

    ＜市内中心部への輸送トラックの流入量削減のための共同集配に係る社会実験を実施＞ 

  ・自転車都市ひろしまの推進 (P159)               600 万円 

    ＜自転車通行帯の整備効果を検証するための社会実験の実施など＞ 

  ・低公害運送車両購入費補助 (P86)                 500 万円 

    ＜運送事業者が低公害車を新たに導入する場合に、その費用の一部を補助＞ 

 

［市自らの取組に関するもの］ 

  ・グリーン電力使用推進事業 (P87)                310 万 8 千円 

    ＜平和記念公園等のライトアップで消費する電力をグリーン電力により購入＞ 

  ・公共施設への太陽光発電設備導入 (P116,174,175)       1 億 6,530 万円 

    ＜広島市民球場及び小中学校 4 校へ太陽光発電設備を導入＞ 

 



－4－ 

 

  ・道路照明等省エネ化推進事業 (P155)             7,400 万円 

    ＜水銀ランプの球切れ時に合わせて、省エネ効果の高いランプに交換＞ 

  ・本庁舎室内照明の省エネ化 (P2)                9,600 万円 

    ＜20 年度から 22 年度までの 3 カ年で安定器、蛍光灯を省エネ効果の高いものに交換＞ 

  ・公共施設の壁面緑化の推進 (P132,174)          1,266 万 1 千円 

    ＜本庁舎及び小学校 4 校において壁面緑化を実施＞ 

  ・テレワークの試行 (P6)                    86 万 9 千円 

    ＜本市職員を対象に、ICT を活用した時間や場所に制約されない働き方を試行＞ 

 

［地産地消に関するもの］ 

・ＢＵＹひろしまキャンペーン推進事業（P99）     200 万円 

＜自動車をはじめとする広島製産品の地産地消を促進する一大キャンペーンを展開＞ 

・広島の特産品のブランド化推進事業（P101）    283 万円 

  ＜広島ならではの魅力ある産品を「ザ・広島ブランド」として認定し、ＰＲ＞  

・「ひろしまそだち」地産地消推進事業 (P106)    115 万円 

  ＜ホームページや協力店等を活用した「ひろしまそだち」産品の市民への啓発＞ 

・食農推進事業 (P106)                   239 万 7 千円 

  ＜公共施設等での農作物の栽培展示をはじめとする食農体験などを実施＞ 

・市民菜園開園推進事業・市民体験農園開園推進事業 (P107)    1,155 万円 

  ＜農地所有者への開園整備費補助により、市民菜園等を約 1,500 区画新規に整備＞ 

・「スローライフで夢づくり」定年就農者育成事業 (P107)      60 万 3 千円 

  ＜栽培技術・販売の研修や農地あっせんにより、定年退職者の新規就農を支援＞ 

・ふるさと帰農支援事業 (P106)                10万6千円 

  ＜定年退職後、帰農を希望する者を対象に研修を行い、帰農を支援＞ 

・「ひろしま活力農業」経営者育成 (P106)            3,296 万 3 千円 

  ＜若い農業者を確保するため、研修事業、施設整備補助、経営初期の支援＞ 
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 【人と人とのパートナーシップ】 

 

［男女のパートナーシップ］ 

・男女共同参画拠点施設整備 (P19)              860 万 2 千円 

    ＜総合相談、情報提供、学習・研修支援等の機能を有する拠点施設を整備＞ 

  ・男女共同参画の実践的活動を支援する仕組づくりの検討 (P18)    67 万円 

    ＜市長と著名有識者による鼎談等を実施＞ 

・仕事と家庭の両立のための雇用環境づくり (P18)       61 万 7 千円 

  ＜男女共同参画に積極的に取り組んでいる事業所の表彰等を実施＞ 

  ・ワーク・ライフ・バランスの推進 (P18)           32 万 9 千円 

    ＜仕事と生活の調和のとれた生き方を推進するための冊子を配布＞ 

  ・ＤＶ防止・被害者支援基本計画の策定 (P19)         23 万 6 千円 

    ＜市内におけるＤＶの現状等を踏まえ、基本計画を策定＞ 

 

［子どもと大人とのパートナーシップ］ 

  ・子どもの権利に関する条例の制定検討 (P71)             307 万円 

    ＜条例制定に向けて、子ども会議、講演会等を開催＞ 

  ・メンター制度の推進 (P184)                  480 万 8 千円 

    ＜人生経験豊富な大人（メンター）が、子どもと 1 対 1 の関係で交流・支援＞ 

  ・見守り・巡回活動の推進（８
はち

・３
さん

運動の啓発） (P188)    43 万 2 千円 

    ＜地域の大人が登下校時において児童の見守り活動を実施＞ 

 

［子ども同士のパートナーシップ］ 

  ・ひろしま子ども平和議会の開催 (P12)               81 万 6 千円 

    ＜広島を訪れる青尐年が平和への思いを話し合い、平和のメッセージを発信＞ 

  ・こども平和キャンプの開催 (P14)                 10 万 7 千円 

    ＜市内の子どもたちが集まり、ともに平和について学習し、意見を交換＞ 
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・青尐年国際平和未来会議ヒロシマの開催 (P187)       819 万 3 千円 

   ＜本市と姉妹・友好都市等の青尐年が世界平和について考え、意見を交換＞ 

 

［障害者と健常者とのパートナーシップ］ 

・視覚障害者のＩＣＴ利活用支援個別訪問ボランティア養成 (P64)   300 万円 

 ＜視覚障害者に対してパソコンの個別訪問指導を行う人材を養成＞    

・既存施設を活用した視覚障害者向け情報提供支援 (P64)    309 万 5 千円 

 ＜視覚障害者に対し、音声化ソフト等の情報提供支援を実施＞    

・視聴覚障害者用コミュニケーション機器の貸出し (P64)     93 万 5 千円 

＜点字カラオケセットなどのコミュニケーション機器を貸出し＞    

・インターネットテレビ電話による手話相談体制の整備 (P64)   439 万 5 千円 

 ＜市役所本庁と各区役所にテレビ電話等による手話相談体制を整備＞   

・障害者居住サポート事業 (P65)              431 万 6 千円 

＜福祉施設等から退所する障害者に対し、一般住宅への入居や生活を支援＞ 

・精神障害者地域移行支援事業 (P66)                339 万円 

 ＜受入条件が整えば退院可能な長期入院者に対して、地域生活への円滑な移行を支援＞ 

 

［高齢者と地域住民のパートナーシップ］ 

・地域福祉計画の推進 (P28)                  291 万 6 千円 

 ＜地域の様々な生活課題について、住民が主体的に解決に取り組むための仕組みづくり＞ 

・高齢者地域見守りネットワークの構築支援 (P50)        79 万 2 千円 

 ＜高齢者を見守る地域ネットワークの先進事例を紹介するＤＶＤを作成・配付＞ 
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ＩＣＴモデル都市を目指して    ※以下主なものを抜粋 

   ユビキタスネット社会の実現が実感できる広島らしい情報化を、地域一体と

なって推進し、科学技術を真に人間的な目的のために利用する「モデル都市」

を目指す。     

 

【豊かな市民生活の創造】 

 

・ＩＥＴＦ会議の広島開催記念事業 (P7)         694 万 1 千円 

＜21 年 11 月８～13 日の会議開催に合わせ、平和記念公園に引き続き平和大通りの無線

ＬＡＮ整備や、ＩＣＴを活用した通訳サービスの導入実験等を実施＞ 

・ホームページの管理運営 (P4)      4,608万9千円 

 ＜ホームページのリニューアルを行い、内容を充実＞    

・視覚障害者の ICT 利活用支援個別訪問ボランティア養成 (P64) (再掲) 

300 万円 

 ＜視覚障害者に対してパソコンの個別訪問指導を行う人材を養成＞  

・既存施設を活用した視覚障害者向け情報提供支援 (P64) (再掲) 309 万 5 千円 

 ＜視覚障害者に対し、音声化ソフト等の情報提供支援を実施＞    

・視聴覚障害者用コミュニケーション機器の貸出し (P64)（再掲）93 万 5 千円 

＜点字カラオケセットなどのコミュニケーション機器を貸出し＞    

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ電話による手話相談体制の整備 (P64) （再掲）  439 万 5 千円 

 ＜市役所本庁と各区役所にテレビ電話等による手話相談体制を整備＞ 

・インターネットを活用したエコライフ推進事業 (P85)（再掲） 180 万 8 千円 

 ＜市民の環境にやさしい取組に対し、協力店のサービス等を受けられるポイントを付不＞ 

・学校におけるＣＯ₂見える化推進事業 (P85)（再掲）              168 万円 

 ＜二酸化炭素濃度センサー及び表示板を小中学校に設置＞     

・教育情報化総合支援モデル事業 (P183)        802 万 2 千円 

 ＜学校への IＣT 支援員の派遣により、授業での IＣT 活用促進策等について調査研究＞ 
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・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 (P191)   

278 万 4 千円 

＜電子ﾒﾃﾞｨｱ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰの養成、電子ﾒﾃﾞｨｱ・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰが行う活動への支援等＞  

 

【地域活性化の実現】         

           

・携帯電話基地局整備 (P7)             460 万円 

＜市内の携帯電話の丌感地域解消のための携帯電話基地局を整備＞ 

・IＣT 地域連携プロジェクト提案募集 (P7)        11 万 8 千円 

 ＜産学官連携・地域連携によるプロジェクト企画提案の募集等＞ 

・地域ポータルサイトの開設支援 (P28)       309 万 9 千円 

＜町内会・自治会等を対象としたホームページ開設システムの提供等＞ 

・広島アキハバラ塾の運営 (P98)         444 万 1 千円 

＜ビジネスにおける IＣT の有効活用事例紹介等とともに、起業や事業拡大を支援＞ 

        

【ｅ－市役所の実現】 

 

・情報システムの高度化の推進 (P5)      2億 3,834万 6千円 

 ＜情報システムの再構築及び IＣT マネジメントの推進等＞  

・戸籍事務の電算化 (P3)         1億 9,832万 7千円 

＜戸籍情報をデータ化し、行政サービスを向上＞ 

・広島市情報化基本計画の改定 (P6)        359 万 9 千円 

 ＜情報化施策を戦略的に推進していくための新たな基本計画を策定＞ 

・テレワークの試行 (P6)（再掲）       86 万 9 千円 

＜本市職員を対象に、IＣT を活用した時間や場所に制約されない働き方を試行＞ 

・ＩＣＴの活用による会議手法の改善 (P6)      1,118万5千円 

 ＜ペーパレス会議とＷｅｂ会議の導入＞ 
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「万客億来
ばんきゃくおくらい

」の広島の実現を目指して   ※以下主なものを抜粋 

   国内外から多くの人が訪れ、楽しみ、交流する、夢と活気に満ちた魅力ある

都市「広島」。世界の都市トップ２００にランクインし、入込観光客数が過

去最高を更新する中、新たな広島市民球場のオープンを迎える平成２１年度

（２００９年度）からは、「千客万来」を超える「万客億来」の都市の実現

を目指す。 

 

【魅力あふれる都市の創造】       

    

・広島市民球場施設整備・管理運営 (P116)      2億6,231万円 

＜21 年 3 月 28 日竣工式、4 月 2 日施設内覧会、4 月 10 日地元開幕戦＞  

＜ＪＲ側得点等表示板設置、太陽光発電設備設置など＞     

・ヤード跡地地区開発等の推進 (P117)      1,359万2千円 

＜歩行者の流れを賑わい創出につなげる取組の検討など＞     

・広島駅新幹線口地区整備の推進 (P119)      28億 7,508万 6千円 

＜若草町地区市街地再開発（22 年度完成予定）への補助、二葉の里地区における環境に

配慮したまちづくりの検討など＞  

・球場跡地の活用 (P118)         2,711万5千円 

＜緑地・広場や各種導入機能などを具体的に検討＞ 

・平和記念資料館展示整備等基本計画の策定 (P9)    467 万 7 千円 

  ＜被爆の実相をより分かりやすく伝えるための展示整備を検討＞ 

・平和記念公園環境改善事業 (P134)          3,100万円 

  ＜慰霊碑正面園路への照明灯を新設、修学旅行生等への説明・案内施設を検討＞ 

・ひろしまライトアップ事業 (P121)      2,567万1千円 

＜「おとぎの国」をコンセプトに、平和大通りなど市内中心部を約 130 万球の光でライト

アップ。ＩＥＴＦ会議に合わせ、開催日を 10 日間前倒し＞ 

・景観行政の推進 (P128)                 320万9千円 

＜重点的景観形成地区における景観計画の策定、原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区に

おける良好な景観形成支援のための補助制度を創設＞ 
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・「水の都ひろしま」の推進 (P126)        451 万 3 千円 

＜水辺のコンサートや水辺のオープンカフェの実施、活動補助など＞  

・湯来地区交流施設整備 (P125)       11億 4,713万 7千円 

＜21 年 11 月、国民宿舎湯来ロッジ及び湯来交流体験センターがオープン＞ 

・ＩＥＴＦ会議の広島開催記念事業 (P7)（再掲）    694 万 1 千円 

＜21 年 11 月８～13 日の会議開催に合わせ、平和記念公園に引き続き平和大通りの無線

ＬＡＮ整備や、ＩＣＴを活用した通訳サービスの導入実験等を実施＞ 

・ＬＲＴ都市サミットの開催 (P143)           1,361 万 9 千円 

  ＜21 年 10 月 30・31 日、首長会議、サミット宣言、レセプションなど＞ 

 

【観光の振興】 

            

・ひろしまビジターズ・インダストリー戦略の推進 (P121)    74 万 9 千円 

＜「ひろしま通」認定試験の実施、観光客増加に貢献する民間企業の認定・表彰など＞ 

・広島・宮島・岩国地域観光圏事業 (P123)       1,600 万円 

＜２泊３日以上の滞在型観光を促進するため、新たな旅行商品や夜型観光資源を開発＞ 

・修学旅行誘致活性化事業 (P124)     1,106 万 3 千円 

＜全国の学校や旅行会社 669 か所を訪問するなど様々な誘致活動を展開＞   

・インバウンド推進事業 (P124)       899 万円 

＜国や県と連携し、韓国・台湾・中国に加え、新たに米国からの誘客促進事業を展開＞ 

 

【様々なイベントの開催等】 

 

［広島市制施行 120 周年記念事業］ 

［広島平和記念都市建設法制定 60 周年記念事業］ 

［広島港築港 120 周年記念事業］ 

［広島城築城 420 周年記念事業］ 

などを開催する。詳細は別紙のとおり。 
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別 紙 

 

【様々なイベントの開催等】       

    

［広島市制施行 120 周年記念事業］ 

・広島市制施行 120 周年記念式典の開催 (P2)            541万円 

・市制施行 120 周年記念式典における演奏会の実施 (P20)    328 万 5 千円 

＜21 年７月 12 日に広島国際会議場で開催＞  

・特別展「広島市制施行 120 周年展」の開催 (P3)                     70 万円 

＜21 年８月 20 日～９月１日、福屋八丁堀店８階催場で開催＞    

・広島の復興をたどる写真展の開催 (P21)       133 万 5 千円 

＜22 年１～３月、アステールプラザ等で開催＞      

・発見広島人・シリーズ講演会の開催 (P21)       298 万 5 千円 

＜21 年７月～22 年２月、広島国際会議場で開催＞      

・企画展「広島市の博覧会史」の開催 (P4)                        3 万 2 千円 

＜21 年 10 月 15 日～12 月 25 日、公文書館で開催＞      

・「平和の夕べコンサート」の開催 (P20)                            415 万円 

＜21 年８月５日に広島国際会議場で開催＞ 

・2009 広島みなと夢花火大会の開催 (P122)      1,068万9千円 

＜21 年 7 月 25 日、広島市制施行 120 周年及び広島港築港 120 周年を記念した メモリアル

花火の打ち上げ＞         

・平和記念公園被爆ザクラ植樹事業 (P132)       131 万 6 千円 

＜平和記念公園内に被爆ザクラ 120 本を 3 か年で植樹＞     

・平和記念公園環境改善事業 (P134) （再掲）       3,100 万円 

＜慰霊碑正面園路への照明灯新設、修学旅行生等への説明・案内施設の検討＞   
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・広島城大菊花展の開催 (P122)       353 万 1 千円 

＜21 年 10 月下旬～11 月中旬、広島市制施行 120 周年及び広島城築城 420 周年を記念した

メモリアル花壇の設置＞         

・広島城秋・冬の企画展 (P24)         583 万 5 千円 

＜21 年 10 月 24 日～11 月 29 日（秋）、12 月５日～１月 24 日（冬）、広島城で開催＞ 

           

［広島平和記念都市建設法制定 60 周年記念事業］ 

・60 周年記念シンポジウムの開催 (P127)        87 万 5 千円 

＜21 年 7 月、建設法制定 60 周年を記念する基調講演とパネルディスカッション＞ 

・建設法に関する企画展・巡回展の開催 (P127)       210 万 8 千円 

＜21 年 7 月～22 年 6 月、建設法が制定された経緯や成果等をパネルで展示＞   

・広島の復興をたどる写真展の開催 (P21)（再掲）      133 万 5 千円 

＜22 年１～３月、アステールプラザ等で開催＞      

・60 周年記念ウォークラリーとワークショップの実施 (P127)      6万円 

＜21 年 10 月、建設法にちなんだ施設などを巡り、新しいまちづくりに関するワークショッ

プを実施＞         

・建設法に関するＤＶＤの作成 (P127)                              22 万円 

＜建設法を解説したＤＶＤを作成し、市内小中学校へ配付＞ 

・平和記念公園環境改善事業 (P134)（再掲）    3,100 万円 

＜慰霊碑正面園路への照明灯新設、修学旅行生等への説明・案内施設の検討＞   

           

［広島港築港 120 周年記念事業］ 

・広島港築港 120 周年記念事業 (P130)                             60 万円 

①写真展「広島港のあゆみ 120 年」の開催      

＜21 年 8 月 1～16 日、築港当時から現在までの広島港のあゆみを写真で振り返る＞  

②親子 120 組でめぐる広島港クルーズの実施 

＜21 年 8 月 2 日、クルーズ船による港湾施設の見学＞ 
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・2009 広島みなと夢花火大会の開催 (P122)（再掲）          1,068 万 9 千円 

＜21 年 7 月 25 日、広島港築港 120 周年及び広島市制施行 120 周年を記念したメモリアル

花火の打ち上げ＞         

           

［広島城築城 420 周年記念事業］ 

・広島城秋・冬の企画展 (P24)（再掲）       583 万 5 千円 

 ＜21 年 10 月 24 日～11 月 29 日（秋）、12 月５日～１月 24 日（冬）、広島城で開催＞ 

・広島城大菊花展の開催 (P122)（再掲）       353 万 1 千円 

＜21 年 10 月下旬～11 月中旬、広島城築城 420 周年及び広島市制施行 120 周年を記念し

たメモリアル花壇の設置＞ 

           

［その他の主なイベント］ 

・ホノルル市との姉妹都市提携 50 周年記念事業(P1,15,23,27,123)  

3,177 万 9 千円 

＜21 年６～８月、11 月、代表団・芸術団・ｽﾎﾟｰﾂ交流団の受入・派遣、市民交流団の派遣、

観光展の開催＞         

・ＩＥＴＦ会議の広島開催記念事業 (P7)（再掲）     694 万 1 千円 

＜21 年 11 月８～13 日の会議開催に合わせ、平和記念公園に引き続き平和大通りの無線Ｌ

ＡＮ整備や、ＩＣＴを活用した通訳サービスの導入実験等を実施＞ 

・ＬＲＴ都市サミットの開催 (P143) （再掲）        1,361 万 9 千円 

＜21 年 10 月 30・31 日、首長会議、サミット宣言、レセプションなど＞  

・「アフィニス夏の音楽祭 2009 広島」の開催 (P20)            430万6千円 

＜21 年８月 16～23 日、アステールプラザ等で開催＞     

・第 93 回日本陸上競技選手権大会開催 (P25)                     650 万円 

 ＜21 年６月 25～28 日、広島広域公園陸上競技場で開催＞ 


