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　総 務 関 係

　（議会事務局）

事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　明

国 際 交 流 58万9千円 大邱広域市との交流推進事業

財源内訳 　　代表団の派遣

　一般財源 　　　時　期　26年10月
58万9千円

　　　人　員　３人

海 外 視 察 880万円 海外地方自治行政視察

財源内訳 　　人 　　 員　11人

　一般財源 　　支給限度額　80万円／人
880万円

委員会等の運営の充実 85万7千円 調査特別委員会、議会改革推進会議、
広報委員会等において、専門的知識を

財源内訳 有する者を招へいし、意見の聴取等を
行い、調査研究等の充実を図る。

　一般財源
85万7千円

本会議中継機器及び広報
番組編集機器の更新 2,250万円 老朽化したアナログ対応の本会議中継

機器及び広報番組編集機器について、
財源内訳 デジタル対応機器に更新する。

　一般財源
2,250万円
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　（企画総務局）

事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

議 会 棟 の 耐 震 診 断 560万円 耐震改修促進法において、新耐震基準
施行前に建設された建築物のうち不特

財源内訳 定多数の者等が利用する大規模のもの
について、27年末までに耐震診断を行

  国庫補助金 うよう義務付けられたことから、議会
280万円 棟の耐震診断を行う。

  一般財源
280万円

区 役 所 機 能 の 強 化 3億9,596万8千円 区役所窓口環境改善事業 3億9,167万2千円

財源内訳 　　市民に分かりやすいサイン、利用
　　しやすいレイアウトにするため、

  一般財源 　　窓口環境の改善を図る。
3億9,596万8千円

　　（スケジュール）

　　　25年度　レイアウト等改善計画の
　　　　　　　の策定等

　　　26年度　レイアウト等変更（年末
　　　　　　　年始の閉庁日に実施）

新
証明書のコンビニ交付の実施 29万6千円

　　28年１月の個人番号カードの交付
　　にあわせ、新たにコンビニ店舗に
　　おいて各種証明書の交付を行うた
　　めのシステム構築等を行う。

　　（スケジュール）
　　
　　　26年度　証明書発行システムの構
　　　　　　　築等

　　　27年度　証明書発行システムの構
　　　　　　　築、証明書の発行開始

　　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　間 限　度　額

証明書発行システムの構築
及び運用・保守業務委託

27～32年度 2億9,008万6千円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区政運営調整費 400万円

　　市民のニーズを踏まえ、緊急に実
　　施する必要が生じた事業について、
　　迅速かつ柔軟に対応できる予算
　　（各区50万円）を措置する。

　　（対象範囲の拡大）
　　　①「区の魅力と活力向上推進事
　　　　業」の対象となるものであっ
　　　　ても、年度中途において速や
　　　　かに実施する必要性が生じた
　　　　事案は対象とする（補助事業
　　　　を除く。）。
　　　②事業所管局からの令達予算で
　　　　対応するものであっても、市
　　　　民生活の安全・安心に関する
　　　　もので緊急性が高まった事案
　　　　は対象とする。

住民記録システム等改修 1億8,772万4千円 27年10月から、社会保障・税番号制度
(社会保障・税番号制度 が導入されることに伴い、新たに付番
導入対応） 財源内訳 される個人番号を管理するためのシス

テム改修を行う。
  国庫補助金
1億8,772万4千円 　　住民記録システムの改修 1億4,366万円

　　　住民票への個人番号の表示

　　　（債務負担行為の設定）

　　共通基盤の改修 4,406万4千円

　　　国の情報提供ネットワークシス
　　　テムと連携するための機能の追
　　　加

　　　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　間 限　度　額

住民記録システムの改修及
び運用・保守業務委託

27～34年度 5,634万3千円

事　業　名 期　間 限　度　額

情報システムの共通基盤の
改修業務委託

27～28年度 4,808万3千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
被爆70年史編修発行事業
の実施 2,545万2千円 被爆70年史の編修発行 2,207万7千円

（被爆70周年記念事業）
財源内訳 　　高齢化の著しい被爆者や復興関係

　　者の貴重な証言を後世へ伝承する
　一般財源 　　とともに、歴史意識や被爆の知識

2,545万2千円 　　が希薄化している若い世代に広島
　　の歴史や被爆の実相を伝えるため、
　　被爆70年史の編修発行を行う。

　　（被爆70年史の概要）

　　　基本テーマ　都市と市民生活
　　　　　　　　　（市制施行から現
　　　　　　　　　　代まで）

　　　発行部数　5,000部

　　　ページ数　約380ページ

　　（スケジュール）
　　
　　　26年度　編修内容検討、国内外
　　　　　　　資料調査・収集

　　　27・28年度　国内外資料調査・
　　　　　　　　　収集、原稿執筆

　　　29年度　発行

映画「平和記念都市ひろしま」の上映
準備 337万5千円

　　昭和23～24年頃の広島市民の生活
　　などが記録されている映画「平和
　　記念都市ひろしま」について、所
　　蔵者の承諾を得て複製品を作成す
　　るなど、27年度の上映会の開催に
　　向けた準備を行う。
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

住宅団地の活性化に関す
る検討 583万円 住宅団地の活性化に向けた総合的な対

策の取りまとめを行う。
財源内訳

　　住宅団地活性化研究会の開催 135万7千円

　一般財源
583万円 　　住宅団地活性化対策の調査分析等 422万1千円

　　
　　　他都市の先進事例や研究会委員
　　　から提案された活性化対策の有
　　　効性の調査分析等を行う。

　　団地居住者向け勉強会の開催 25万2千円

　　　団地活性化のための自主的な活
　　　動を推進するため、団地の居住
　　　者が、市内の先進的な取組事例
　　　等を学ぶとともに、研究会委員
　　　を交えた意見交換を行う。

新
広島の拠点性強化に向け
た検討 318万2千円 国が推進する経済成長戦略の施策の活

用も視野に入れながら、ヒト・モノ・
財源内訳 カネの循環を促進する拠点機能を強化

するため、経済団体、大学等を交えて
　一般財源 検討を行う。

318万2千円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

広島広域都市圏における
連携・交流の推進 537万5千円 広島広域都市圏内市町との連携、交流

を推進するための事業を実施する。
財源内訳

　　広島広域都市圏協議会事業 226万8千円

　一般財源
537万5千円 　　　圏内で行われるイベントの情報

　　　発信を行うとともに、カープや
　　　サンフレッチェの共同応援など
　　　の地域間交流事業等を実施する。

　　
　　まち起こし協議会における取組の
　　推進 310万7千円

　　　“神楽”まち起こし協議会 264万8千円

　　　　オープン型の神楽公演や若手
　　　　神楽団員とファンとの交流会
　　　　等を開催する。

　　　“食と酒”まち起こし協議会 45万9千円

　　　　圏内の各種イベントにおいて
　　　　郷土自慢の食や酒の紹介等を
　　　　行う。

新
ハコモノ資産の更新に関 　　
する基本方針の策定 688万2千円 将来のハコモノ資産のあるべき姿とそ

れを実現するための対策の方向性を定
財源内訳 めた基本方針を策定する。

　一般財源
688万2千円
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事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

携帯情報端末等への情報
提供の推進 173万3千円 平和や観光に関する情報をより効果的

に伝えるため、スマートフォンなどの
財源内訳 携帯情報端末等を活用した情報の提供

を行う。
　一般財源

173万3千円 　　「広島Ｐ２ウォーカー」推進事業
　　の拡充 90万8千円

　　（被爆70周年記念事業）

　　　平和記念公園周辺において、携
　　　帯情報端末等により平和や観光
　　　に関する情報を提供している広
　　　島Ｐ２ウォーカーについて、被
　　　爆70周年に向け、情報通信技術
　　　を活用し、被爆前後の広島の街
　　　並みの画像を表示するなど内容
　　　の充実を図る。

　　新
　　山陰・山陽スマート観光プロジェ
　　クト 82万5千円

　　　広域的な観光振興を図るため、
　　　中国総合通信局等と共同して、
　　　携帯情報端末等による情報通信
　　　技術を活用した観光情報の提供
　　　を行う。

　　　（協議会参加都市）
　　　　広島市、廿日市市、岩国市、
　　　　大田市

ピーツー

－7－



事 　　業 　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

メンタルヘルス対策の推
進 601万4千円 「こころの健康管理教室」など職員の

メンタルヘルス対策を実施する。
財源内訳

　（拡充内容）
  分担金 　　①全職員を対象としたアンケート

44万1千円 　　　によるストレスチェックの実施
　　②新規採用職員を対象とした産業

  一般財源 　　　保健スタッフによる個別面談の
557万3千円 　　　実施

　　③課長級以上職員を対象とした専
　　　門医師によるアルコール依存症
　　　対策に関する研修の実施

新
リスクマネジメント研修
の実施 99万7千円 服務上の不祥事や不適切な事務処理を

未然に防止するとともに、発生時に適
財源内訳 切な対応ができるよう、課長級職員を

対象とした研修を実施する。
　一般財源

99万7千円
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　（財政局）

事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　明

原 動 機 付 自 転 車
オ リ ジ ナ ル ナ ン バ ー 768万5千円 広島らしいオリジナルナンバープレー
プ レ ー ト 導 入 ・ ・ ・ トを導入することにより、観光地とし

財源内訳 ての広島を来広者にアピールするとと
もに、市民の郷土愛の醸成を図る。

　一般財源
768万5千円 　（スケジュール）

　　25年度　デザインの公募及び選考

　　26年度　プレートの製作、交付開始

コ ン ビ ニ 収 納 の 導 入 2,607万9千円 市税等の徴収金について、納付者の利
便性及び収納率の向上を図るため、コ

財源内訳 ンビニ店舗で収納する方法を導入する。

　一般財源 　　徴収金の種類
2,607万9千円

　　　市税、国民健康保険料、介護保
　　　険料、後期高齢者医療保険料、
　　　保育料、母子寡婦福祉資金償還
　　　金、市営住宅使用料、下水道事
　　　業受益者負担金・分担金

市 税 シ ス テ ム 改 修 1億8,100万円 27年10月から、社会保障・税番号制度
（社会保障・税番号制度 が導入されることに伴い、新たに付番
導入対応） 財源内訳 される個人番号及び法人番号と市税シ

ステムで管理している宛名番号を関連
　国庫補助金 付けるなどの改修を行う。
1億2,066万6千円

　一般財源
6,033万4千円

－9－



　（市　民　局）

事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

2020年までの核兵器廃絶
を目指した取組の推進 3,473万1千円 ＮＰＴ再検討会議等国際会議の誘致 49万5千円

財源内訳 　　2015年に開催される国連軍縮会議
　　や2020年に開催されるＮＰＴ再検

  一般財源 　　討会議などの国際会議の広島開催
3,473万1千円 　　実現に向け、国との協議を行う。

ＮＰＤＩ(軍縮・不拡散イニシアティブ)
広島外相会合の開催支援 659万3千円

　　26年４月のＮＰＤＩ広島外相会合
　　の開催に当たり、歓迎レセプショ
　　ン・核軍縮シンポジウム等を実施
　　するとともに、被爆体験証言の聴
　　講等の機会を設ける。

２０２０ビジョンキャンペーンの展開 971万円

　　ＮＰＴ再検討会議第３回準備委員
　　会への出席 669万4千円

　　　時　期　26年４月

　　　訪問先　アメリカ

　　　人　員　４人

　　平和首長会議国内加盟都市会議の
　　開催 189万6千円

　　　時　期　26年11月

　　　場　所　長野県松本市

　　新
　　平和首長会議加盟都市への被爆樹
　　木の種・苗木の配付及び「平和の
　　灯」の分火 39万円

　　核兵器禁止条約の交渉開始等を求
　　める市民署名活動の展開等 73万円

－10－



事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

平和首長会議運営体制の充実 729万1千円

　　平和首長会議の地域グループ化を
　　推進するため、役員都市等を訪問
　　し、地域グループの運営等を担う
　　リーダー都市の就任を要請する。

　　訪問先　ドイツなど14か国

　　人　員　２人

ヒロシマ・ナガサキ原爆展の開催 506万9千円

（長崎市との共同事業）

　　場　所　スペイン

　　内　容　原爆写真パネル、被爆資
　　　　　　料の展示、被爆体験証言、
　　　　　　ビデオ上映など

国内原爆展の開催 557万3千円

　　場　所　青森県八戸市、新潟県三
　　　　　　条市、栃木県小山市

　　内　容　原爆写真パネル、被爆資
　　　　　　料の展示、被爆体験証言、
　　　　　　ビデオ上映など

－11－



事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

被爆体験の継承・伝承 9億6,782万1千円 被爆体験伝承者の養成 439万6千円

財源内訳 　　被爆体験を次世代に伝えていくた
　　め、伝承者を公募するとともに、

  国庫補助金 　　24年度及び25年度の応募者を伝承
3,845万4千円 　　者として引き続き養成する。

  市債
8億2,730万円 被爆建物等保存・継承の推進 519万1千円

一般財源 　　民有被爆建物保存・継承事業への
1億206万7千円 　　補助 311万5千円

　　　補助率　３／４

　　　限度額　3,000万円

　　被爆樹木樹勢回復事業等 207万6千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

平和記念資料館再整備事業 9億5,823万4千円

　　被爆の実相をより一層分かりやす
　　く伝えるため、常設展示の全面的
　　な更新を行うとともに、開館から
　　58年が経過し老朽化している建物
　　の改修を行う。

　　　東館改修工事 7億8,060万円

　　　東館展示整備等 8,562万5千円

　　　本館改修工事実施設計等 7,120万9千円

　　　渡り廊下拡幅工事実施設計 2,080万円

　　（スケジュール）

　　　25年度　東館改修工事、本館調
　　　　　　　査業務等
　　　
      26年度　東館改修工事、東館展
　　　　　　　示整備等、本館改修工
　　　　　　　事実施設計等、渡り廊
　　　　　　　下拡幅工事実施設計

　　　27年度　東館改修工事、東館展
　　　　　　　示整備等

　　　28・29年度　本館改修工事等、
　　　　　　　　　本館展示整備等、
　　　　　　　　　渡り廊下拡幅工事
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

平 和 意 識 の 醸 成 278万円 折り鶴に託された思いを昇華させるた
めの取組の推進

財源内訳
　　折り鶴の運搬・保管 96万3千円

  一般財源
278万円

　　昇華に取り組む市民や民間団体等
　　への折り鶴の配付 131万5千円

　　ロゴマークの普及 50万2千円

国際平和拠点ひろしま構
想の推進 255万円 世界恒久平和の実現に向け、広島県が

策定した「国際平和拠点ひろしま構想」
財源内訳 を推進する事業を広島県と広島市が連

携して実施する。
  一般財源 （広島県との共同事業）

255万円

　　復興・平和構築の研究 240万円

　　研究・教育機関の連携強化 15万円

　　（負担区分）
　　　広島市　  255万円
　　　広島県　  255万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

犯罪や事故の起こりにく 新
い安全なまちづくりの推 1,363万3千円 地域防犯カメラ設置補助 1,213万7千円

進
財源内訳 　　地域の自主的な防犯活動を補完す

　 　　るため、防犯活動を行っている町
　一般財源 　　内会・自治会、防犯組合等に対し、

1,363万3千円 　　防犯カメラの設置に要する経費の
　　一部を補助する。

　　　補助率　対象経費の3/4以内

　　　限度額　１台につき30万円

　　　補助台数　40台

安全なまちづくりの推進に関する基本
計画の改定 149万6千円

　　基本計画の改定（計画期間：28～
　　32年度）に向け、防犯に関する市
　　民の意識やニーズ等の調査を実施
　　する。

　　（スケジュール）
　　　　
　　　26年度　市民、防犯ボランティ
　　　　　　　ア団体アンケート調査
　　　　　　　の実施

　　　27年度　改定素案作成、市民意
　　　　　　　見募集、計画改定
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

生涯学習関連施設の機能
の充実 1億9,376万1千円 公民館整備 1億3,550万円

財源内訳 　　大河公民館福祉環境整備 6,450万円

　市債 　　　エレベーター設置等
5,800万円

　一般財源 　　公民館一般整備 7,100万円
1億3,576万1千円

市立図書館コンピュータシステムの再
構築 5,826万1千円

　　図書の貸出・返却などの窓口業務
　 　　の効率化や不正持出の防止を図る

　　ため、ＩＣタグを導入するととも
　　に、システムの再構築を行う。

　　（スケジュール）

　　　26年度　基本設計、システムの
　　　　　　　開発

　　　27年度　システムの開発、シス
　　　　　　　テムの稼働

　　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　間 限　度　額

市立図書館コンピュータ
システムの再構築及び運
用・保守業務委託

27～29年度 1億3,376万3千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

    

都市文化の形成と豊かな     

文化環境の創造 1億9,378万3千円 個性と魅力ある都市文化の形成 7,565万6千円

財源内訳 　　「第15回広島国際ｱﾆﾒｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」
　　の開催等 7,525万3千円

  国庫補助金
3,560万5千円 　　　実施主体　広島国際ｱﾆﾒｰｼｮﾝﾌｪｽ

　　　　　　　　ﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会、
  市債 　　　　　　　　広島市、（財）広島

1,500万円 　　　　　　　　市未来都市創造財団

一般財源 　　　開催期間　26年８月21日～25日
1億4,317万8千円

　　（主な拡充内容）
　　　30周年となる第15回大会を記念
　　　し、関連事業を実施する。
　　　①100日前イベント
　　　②野外上映会
　　　③市民前夜祭

　　新
　　博物館資料を活用した企画展示の
　　の開催準備 40万3千円

　　（被爆70周年記念事業）

　　　本市が収集している博物館資料
　　　を有効活用し、第二次世界大戦
　　　前後の広島市のまち及び市民生
　　　活をテーマにした展示会の開催
　　　に向けた準備を行う。

　　　（スケジュール）
　　　　
　　　　26年度　展示シナリオの作成
　　　　　　　　等

　　　　27年度　展示会開催
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

豊かな文化環境の創造 1億1,812万7千円

　　
　　広島交響楽団等による花と音楽の
　　イベント 901万7千円

　　　花の飾り付けや多様な選曲によ
　　　り、市民が季節を感じることの
　　　できるクラシックコンサートを
　　　開催する。

　　　時　期　春・秋・冬の３回

　　　事業費　2,221万7千円

　　　(負担区分） 
　　　　 広島市　　　 　  901万7千円
　　　　 入場料収入等 　1,320万円

　　「平和の夕べコンサート」の
　　開催 478万2千円

　　　時　期　26年８月５日

　　　事業費　975万2千円

　　　(負担区分） 
　　　　 広島市　　　 　  478万2千円
　　　　 入場料収入等 　　497万円

　　威風堂々クラシック in Hiroshima
　　の開催　 331万9千円

　　　本市出身の大植英次氏がプロデ
　　　ュースする音楽イベントを開催
　　　する。

　　　　実施主体　威風堂々クラシッ
　　　　　　　　　ク in Hiroshima
      　　　　　　実行委員会、広島
　　　　　　　　　市、(財)広島市未
　　　　　　　　　来都市創造財団

　　　　時　　期　26年11月

　　　　場　　所　市役所市民ロビー、
　　　　　　　　　広島国際会議場な
　　　　　　　　　ど10か所
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　新
　　広島交響楽団特別事業「摂氏4000
　　度からの未来」プロジェクト 500万円

　　（被爆70周年記念事業）

　　　被爆70周年を記念する作曲を委
　　　嘱し、演奏会で公開するととも
　　　に、ＣＤ化して来広する世界の
　　　為政者等に配布する。

　　　事業費　1,000万円

　　　(負担区分） 
　　　　 広島市　　　 　  500万円
　　　　 入場料収入等     500万円

　　（スケジュール）
　　　　　
　　　26年度　新曲委嘱、演奏会、録音

　　　27年度　ＣＤ制作・配布、演奏会

　　大邱広域市への芸術団等の派遣　338万9千円

　　　　芸術団の派遣 170万6千円

　　　　　時　期　26年10月

　　　　　人　員　21人

　　　　　内　容　「カラフル大邱フ
　　　　　　　　　ェスティバル」へ
　　　　　　　　　の参加等

　　　　広島交響楽団員の派遣 168万3千円

　　　　　時　期　26年８月

　　　　　人　員　７人

　　　　　内　容　大邱広域市交響楽
　　　　　　　　　団との合同公演等
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　第９回ヒロシマ賞受賞記念展「ド
　　リス・サルセド展」の開催等 7,251万2千円

　　　時　期　26年７～10月

　　　場　所　現代美術館

　　こども文化科学館プラネタリウム
　　整備 2,010万8千円

　　（整備内容）
　　　①星空投影機のオーバーホール
　　　②画像投影機及び操作卓の更新
　　　③観覧用椅子の更新

　　（スケジュール）
　　　　　
　　　26年度　実施設計等

　　　27年度　更新整備

新
子どもが見て聞いて楽し
む三大プロ 306万円 本市に拠点を置く三大プロ（カープ、

サンフレッチェ、広島交響楽団）の試
財源内訳 合や演奏会に、児童養護施設に入所す

る児童等やひとり親世帯の親と子を招
　一般財源 待する。

306万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

地域におけるスポーツ・
レクリエーション活動の 1億2,077万2千円 中央庭球場の改修 1億1,760万円

振興
財源内訳 　　クレー(土)コートから水はけの良

　　い全天候型の人工クレーコートに
  市債 　　改修する。

2,940万円

　　（スケジュール）
　雑入

7,840万円 　　　25年度　実施設計

  一般財源 　　　26年度　改修工事
1,297万2千円

サッカースタジアム検討協議会運営補
助 317万2千円

　　サッカースタジアムに係る諸課題
　　について、有識者が議論し、解決
　　策を取りまとめ、提案するための
　　協議会に対し、その運営費の一部
　　を補助する。

　　　事業費　980万5千円
　　　（内訳）
　　　　協議会の運営　　　116万5千円
　　　　外部への調査委託　864万円
　　　（負担者）
　　　　県サッカー協会、県、市、
　　　　商工会議所

まちの活力創出に向けた 新
スポーツの振興 2,209万8千円 全国規模のスポーツ大会等の誘致と大

会会場等受入体制の検討 89万8千円

財源内訳
　　全国規模のスポーツ大会等の誘致

　一般財源 　　に取り組むとともに、その大会会
2,209万8千円 　　場となる多目的スポーツ広場等の

　　受入体制について、検討を行う。

　　　先進他都市の施設運営状況及び
　　　全国大会開催視察等 60万2千円

　　　ＪＯＣや各種中央競技団体との
　　　協議・調整等 29万6千円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

スポーツ大会開催補助 2,120万円
　

　　　　　 　　天皇盃第20回全国都道府県対抗男 　　

　　子駅伝競走大会 900万円

　　第19回ヒロシマ国際ハンドボール
　　大会 450万円

　　第48回織田幹雄記念国際陸上競技
　　大会 290万円

　　第34回ひろしま国際平和マラソン 320万円

　　第19回アジアカップひろしま国際
　　ソフトテニス大会 160万円

地域コミュニティ活動
の振興 1億4,510万円 集会所整備

財源内訳 　　瀬野学区集会所新築 5,810万円

　一般財源 　　（スケジュール）
1億4,510万円

　　　24年度　用地測量・用地取得

　　　25年度　実施設計

　　　26年度　建築工事

　　集会所福祉環境整備 200万円

　　　便所改修等

　　集会所一般整備 5,500万円

　　集会施設整備費補助 3,000万円

　　　補助率　対象経費の1/2以内

　　　限度額　新築・購入　　500万円
　　　　　　　増築・改修等　270万円
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

  

男女共同参画社会の形成 1,864万3千円 男女共同参画普及啓発事業 164万3千円

　　　
財源内訳 　　男女共同参画推進事業所顕彰の実

　　施 13万2千円

　国庫補助金
199万5千円 　　事業所向け男女共同参画支援講座

　　の開催 14万4千円

　国庫委託金
248万8千円 　　男女共同参画情報誌の作成等 68万4千円

　一般財源 　　小中学生向け男女共同参画啓発用
1,416万円 　　冊子の作成 68万3千円

ＤＶ防止・被害者支援対策 209万9千円

　 　　

　　民間シェルター支援 120万円

　　ＤＶ防止啓発リーフレットの作成
　　等 89万9千円

デートＤＶ防止対策 31万8千円

　　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
　　目的とした内容のパンフレットを
　　作成し、市内の高校１年生に配付
　　する。

新
男女共同参画に関するアンケート調査等 315万円

　　男女共同参画基本計画等の計画期
　　間の中間年である27年度の改定に
　　向け、市民意識や実態等を把握す
　　るためのアンケート調査等を実施
　　する。

配偶者暴力相談支援センターの運営 1,115万8千円

　　市内におけるＤＶ被害者の支援の
　　ため、配偶者暴力相談支援センタ
　　ーを運営する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
男女共同参画による防災等地域づくり
講座等の開催 27万5千円

　　男女共同参画の視点を取り入れた
　　地域の防災活動が行われるよう、
　　地域における女性リーダーを養成
　　するための講座等を開催する。

国際交流・国際協力の
推進等 1,454万5千円 大邱広域市との交流推進事業 40万8千円

財源内訳 　　代表団の派遣

  一般財源 　　　時　期　26年10月
1,454万5千円

　　　人　員　２人

新
広島国際会議場への無線ＬＡＮの整備 713万7千円

　　国際会議や学術会議の誘致・開催
　　を推進するため、会議中のインタ
　　ーネット利用などが可能となるよ
　　う広島国際会議場の会議室等に無
　　線ＬＡＮを整備する。

　（整備スケジュール）

　　26年度　設計、工事（配線）

　　27年度　サービス開始

国連訓練調査研究所（ユニタール）の
研修プロジェクトに対する支援 700万円

　　ユニタールが広島で開催するプロ
　　ジェクト「アフガニスタン奨学プ
　　ロジェクト」に要する経費の一部
　　を補助する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

市民と区役所の協働まち
づくりプログラム 1億1,228万9千円 区の魅力と活力向上推進事業 1億円

財源内訳 　　区役所が、市政車座談義や区長と
　　住民との対話等を踏まえ、企画・

  一般財源 　　立案力を十分に発揮し、地域の魅
1億1,228万9千円 　　力や活力の向上に資する住民の主

　　体的かつ継続的な活動を効果的に
　　支援することによって、魅力と活
　　力のあるまちづくりを推進する。

　　住民主体のまちづくり活動への支
　　援 6,584万円

　　　中区 855万6千円

　　　　地域力を高めるまちづく
　　　　り 389万3千円

　　　　　まちづくり座談会等により、
　　　　　地域団体等の意見を聞きな
　　　　　がら、地域が抱える課題の
　　　　　解決や地域活動の活性化な
　　　　　どを支援する。

　　　　にぎわいのあるまちづく
　　　　り 100万1千円

　　　　
　　　　　にぎわいがあり、安全で安
　　　　　心して過ごせるまちなかま
　　　　　ちづくりの推進やワークシ
　　　　　ョップを開催し、住民自ら
　　　　　が行うまちづくりを支援す
　　　　　る。

　　　　ふれあいのあるまちづく
　　　　り 211万2千円

　　　　　花づくり活動や交流イベン
　　　　　トなど、地域のコミュニテ
　　　　　ィをはぐくむ活動を支援す
　　　　　る。

　　　　地域の魅力を活用したまちづ
　　　　くり 138万8千円

　　　　　歴史・文化や自然等の地域
　　　　　資源を活用し、個性と魅力
　　　　　あるまちづくり活動を支援
　　　　　する。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　　安全・安心なまちづくり 16万2千円

　　　　　区民の防災・防犯意識を高
　　　　　めるとともに、住民自ら取
　　　　　り組む活動を支援する。

　　　東区 862万9千円

　　　　もてなしのまちづくり 318万6千円

　　　　　「東区もてなしの場」の創
　　　　　出、花のある街並みの形成
　　　　　を行う。

　　　　地域資源を生かしたにぎわい
　　　　づくり 356万3千円

　　　　　「二葉の里歴史の散歩道」
　　　　　のブラッシュアップ、緑と
　　　　　水に親しむ環境づくり、大
　　　　　学との地域連携によるまち
　　　　　づくりの推進を行う。

　　　　みんなで支え合う地域づく
　　　　り 188万円

　　　　　未来の大人をはぐくむまち
　　　　　づくり、市民の健康づくり、
　　　　　認知症高齢者の支援、安全
　　　　　・安心なまちづくりの推進
　　　　　を行う。

　　　南区 827万3千円

　　　　みなとのにぎわいづくり 238万1千円

　　　　　宇品のにぎわいづくり、ア
　　　　　ース・ミュージアム元宇品
　　　　　の魅力づくり、似島の魅力
　　　　　づくりを行う。

　　　　地域の宝づくり 365万7千円

　　　　　地域資源の発掘・活用、み
　　　　　なみ区魅力発信を行う。
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事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　　ふれあいともてなしのまちづ
　　　　くり 223万5千円

　　　　　旧国鉄宇品線跡地の活用、
　　　　　みなみ区自転車さんぽ、
　　　　　みなみ区花いっぱいづく
　　　　　りを行う。

　　　西区 826万1千円

　　　　区の魅力を活用したまちづく
　　　　り 238万円

　　　　　三滝の自然・歴史、西区や
　　　　　まなみハイキングルート、
　　　　　西国街道沿線の歴史・文化
　　　　　を活用した事業、子ども神
　　　　　楽の継承支援を行う。

　　　　にぎわいのあるまちづくり
368万3千円

　　　　　水辺環境を活かしたイベン
　　　　　トの開催、出会いと交流の
　　　　　にぎわいづくり、花を活用
　　　　　した「もてなしの場づくり」
　　　　　の推進を行う。

　　　　元気アップをめざしたまちづ
　　　　くり 95万円

　　　　　環境保全意識の醸成、夢は
　　　　　ぐくむのびのび子育て事業
　　　　　を行う。

　　　　まちづくり活動団体の基盤支
　　　　援 124万8千円

　　　　　まちづくりのアイデア等の
　　　　　募集、まちづくり活動の資
　　　　　金確保の場を提供する。

－27－



事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　安佐南区 854万9千円

　　　　地域への愛着と誇りが持てる
　　　　まち 89万3千円

　　　　　魅力的なまちの顔づくり事
　　　　　業、安佐南マイタウンレポ
　　　　　－ター事業、ふるさと安佐
　　　　　南再発見事業を行う。

　　　　人と人のつながりを大切にす
　　　　るまち 360万2千円

　　　　　安佐南区さわやかあいさつ
　　　　　運動、めざせ子育てほっと
　　　　　タウンあさみなみ、安佐南　　
　　　　　区民交流駅伝大会、安佐南　
　　　　　区花いっぱい運動、安佐南
　　　　　グリーンプラットホーム事
　　　　　業、ＮＰＯと地域の連携を
　　　　　行う。

　　　　土と緑に親しみ、自然の恵み
　　　　と環境を大切にするまち 298万6千円

　　　　　ルート７７グリーン街道推
　　　　　進事業（ボランティアによ
　　　　　る海外援助米生産事業、中
　　　　　王楽農塾事業、森いきいき
　　　　　戸山林業体験教室、ふれあ
　　　　　い農業教室、戸山ＰＲ事業、
　　　　　とんど交流まつり事業）、
　　　　　ボランティアによる権現山
　　　　　憩の森の整備事業を行う。

　　　　地域と大学の交流と連携によ
　　　　り、元気あふれるまち 106万8千円

　　　　　大学と地域の連携、あさみ
　　　　　なみ区民大学の運営、あさ
　　　　　みなみ地学地就支援事業を
　　　　　行う。

－28－



事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　安佐北区 711万7千円

　　　　ふるさとの自然発見 206万円

　　　　　トレイルランニングの開催、
　　　　　あさきた里山マスター制度
　　　　　認定者などによる交流づく
　　　　　りを行う。

　　　　ふるさとの歴史・文化発
　　　　見 100万2千円

　　　　　あさきた神楽発表会、郷土
　　　　　芸能等体験会を開催する。

　　　　まちなか元気づくり 41万4千円

　　　　　高陽地区のにぎわいづくり
　　　　　を行う。

　　　　地域のきずなづくり 114万6千円

　　　　　あさきた元気フェスタの開
　　　　　催、冒険の遊び場（プレー
　　　　　パーク）の開催、花のまち
　　　　　づくりの推進を行う。

　　　　実りの里づくり 249万5千円

　　　　　実りの里づくりを展開する。

　　　安芸区 831万4千円

　　　　地域のきずなづくり 208万円

　　　　　花と笑顔が広がるまち・安
　　　　　芸区、となり町との出会い
　　　　　と交流づくりを行う。

　　　　みんなでつくる元気なま 319万円

　　　　　里山あーと村ふるさと起こ
　　　　　し、矢野にぎわいづくりを
　　　　　行う。

ち

－29－



事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　　自然にふれるやすらぎの空間
　　　　づくり　 92万4千円

　　　　　絵下山お宝の山づくりを行
　　　　　う。

　　　　ふるさと魅力活用 212万円

　　　　　ぶらりふるさと魅力再発見
　　　　　事業を行う。

　　　佐伯区 814万1千円

　　　　地域資源を生かしたまちづく
　　　　り 37万9千円

　　　　　湯の山温泉・旧湯治場の利
　　　　　活用の促進を行う。

　　　　地域力を高めるまちづく
　　　　り 270万8千円

　　　　　住宅団地での新しいつなが
　　　　　りの場の創出、中山間地域
　　　　　での集落の活性化、町内会
　　　　　の加入促進、湯来地区まち
　　　　　起こし会議の設置、区民主
　　　　　体のまちづくりの推進を行
　　　　　う。

　　　　人が集い交流するまちづく
　　　　り 505万4千円

　　　　　区の木・区の花でまちづく
　　　　　り、さえきフラワー・プロ
　　　　　ジェクト、アートフェスタ
　　　　　佐伯区、五日市駅自由通路
　　　　　の活性化、おもてなしの花
　　　　　づくり、さくらマップを活
　　　　　用した魅力づくり、佐伯区
　　　　　の観光振興を行う。

－30－



事　　　業　　　名 事　業　費 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　区の魅力と活力向上推進事業補
　　助 3,416万円

　　　　補助率　１年度目　対象経費の
　　　　　　　　　　　　　2/3以内
　　　　　　　　２年度目　1/2以内
　　　　　　　　３年度目　1/3以内

　　　　限度額　１年度目　1事業当たり
　　　　　　　　　　　　　100万円
　　　　　　　　２年度目　 70万円
　　　　　　　　３年度目　 35万円

「まちづくり支援センター」の運営 304万4千円

　　まちづくり活動に対する相談や助
　　言などを行う。

商店街活性化事業費補助金（再掲） 924万5千円

　　商店街の振興を図るため、区役所
　　と連携しながら、３年以上継続的
　　に実施する事業に対し、補助を行
　　う。

　　　補助率　１年度目　対象経費の
　　　　　　　　　　　　2/3以内
　　　　　　　２年度目　1/2以内
　　　　　　　３年度目　1/3以内

　　　限度額　１年度目　1事業当たり
　　　　　　　　　　　　70万円
　　　　　　　２年度目　50万円
　　　　　　　３年度目　30万円

－31－


