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（企画総務局）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
三世代同居・近居支援 子育てや介護などの支え合いを推進す 907万円

事業 るとともに、地域コミュニティの次世
代の担い手の確保を図るため、小学生
以下の子がいる世帯が、市内に居住す

　 る親世帯の近くに住み替える（同居を
含む。）場合に、引越し費用等の一部
を助成する。

　補助率　１／２

　限度額　100万円

（市民局）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

犯罪や事故の起こりに 地域防犯カメラ設置補助 1,208万2千円

くい安全なまちづくり
の推進 　　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
　 　　内会・自治会、防犯組合等に対し、

　　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

子どもが見て聞いて楽 本市に拠点を置く三大プロ（カープ、 275万9千円

しむ三大プロ サンフレッチェ、広島交響楽団）の試
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
待する。

男女共同参画社会の形 男女共同参画普及啓発事業 164万2千円

成 　　　
　　男女共同参画推進事業所顕彰の実施 14万9千円

　　事業所等向け男女共同参画支援講座
　　の開催 19万2千円

　　男女共同参画情報誌の作成等 70万1千円

325

23

273

315

217

311

1



事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　小中学生向け男女共同参画啓発用
　　冊子の作成 60万円

ＤＶ防止・被害者支援対策 208万6千円

　 　　

　　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
　　 88万6千円

デートＤＶ防止対策 56万2千円

　　デートＤＶ防止啓発リーフレット
　　の作成 32万8千円

　　デートＤＶ防止啓発パネルの作成 23万4千円

配偶者暴力相談支援センターの運営 1,135万5千円

　　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。

（健康福祉局）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

障 害 者 自 立 支 援 障害児支援給付 34億9,986万7千円

　　障害児通所給付費・肢体不自由児
　　通所医療費 29億6,865万円

　　障害児入所給付費・障害児入所医
　　療費 2億4,074万円

　　障害児相談支援 1億473万5千円

　　心身障害児福祉施設措置費 1億8,574万2千円

福祉のまちづくりの推 福祉のまちづくり環境整備 3億546万円

進

137「DV被害者支援の充実」
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（こども未来局）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

子どもが健やかに育つ 広島キッズシティ２０１５開催負担金 100万円

ための支援
　　広島青年会議所及び県との共催で、
　　子どもが主役となる街をつくり、
　　職業体験を中心とする事業を実施
　　する。

　　　実施時期　27年10月　２日間

冒険遊び場事業 317万2千円

　　ＮＰＯ法人に委託して中央公園及
　　び寺山公園の市内２か所で冒険遊
　　び場を開催し、子どもが自然に触
　　れながら、創造性、社会性、危険
　　回避能力を身につける場を提供す
　　る。

妊婦乳児健康診査 11億2,948万3千円

　　妊娠・出産に係る経済的負担の軽
　　減と、妊婦及び乳児の保健管理の
　　向上を図るため、妊婦及び乳児の
　　健康診査の費用を助成する。

　　　妊婦健康診査 10億1,153万2千円

　　　　健診補助券（14枚）及び子宮
　　　　頸がん検診受診券を交付し、
　　　　妊娠中の健診等に係る費用を
　　　　助成する。

　　　乳児健康診査 1億500万7千円

　　　　医療機関への委託により、満
　　　　１歳までに２回の一般健診を
　　　　実施する。

　　　妊婦・乳児精密検査その他 1,294万4千円

　　　　一般健診を受診した際に精密
　　　　検査が必要と認められた妊婦・
　　　　乳児について、保険診療によ
　　　　る精密検査の自己負担分を助
　　　　成する。
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

発達障害者支援事業 424万1千円

　　広島市発達障害者支援体制づくり
　　推進プログラムに基づき、発達障
　　害者家族の集いの開催や発達障害
　　者オープン相談の場の運営など、
　　発達障害者のライフステージに応
　　じた支援を行う。

小児慢性特定疾病児童等自立支援事業 325万3千円

　　慢性的な疾病にかかっていること
　　により長期にわたり療養を必要と
　　する児童等の健全育成及び自立促
　　進を図るため、児童等及び家族か
　　らの相談に応じ、必要な情報の提
　　供、助言等を行う。

　　（拡充内容）
　　　児童福祉法の改正に伴い、次の
　　　取組を行う。
　　　①対象疾病の拡大による対象者
　　　　の増等に対応するため、県市
　　　　が共同で広島大学に委託して
　　　　開設している「小児難病相談
　　　　室」の自立支援員を増員
　　　②家庭において療育している児
　　　　童等への巡回相談の実施

新
妊娠・出産包括支援事業 3,448万4千円

　　　母子保健コーディネーターの設置 2,172万1千円

　　　　妊娠・出産に係る相談に対応
　　　　し、妊産婦や家族の支援ニー
　　　　ズを把握し、必要なサービス
　　　　や関係機関への連携などのコ
　　　　ーディネートを行う母子保健
　　　　コーディネーターを設置する。

　　　産前・産後サポート事業 384万6千円

　　　　妊産婦の自宅において、沐浴
　　　　指導等を行い、育児技術の習
　　　　得支援を行う。

　　　　　利用上限回数　４回

　　　　　自己負担上限額　2,500円／回

46～47、50～53、55～58、64、86～89
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　産後ケア事業 891万7千円

　　　　宿泊型ケア 451万5千円

　　　　　産婦人科病院等において、宿泊
　　　　　により、産婦の心身のケア等を
　　　　　行う。

　　　　　利用上限回数　１回（７泊まで）

　　　　　自己負担上限額　15,000円／泊

　　　　デイケア 84万円

　　　　　産婦人科病院等の日帰り利用に
　　　　　より、産婦の心身のケア等を行
　　　　　う。

　　　　　利用上限回数　７回

　　　　　自己負担上限額　7,500円／回

　　　　ヘルパー派遣 356万2千円

　　　　　産婦の自宅において、ヘルパー
　　　　　が家事や育児支援等を行う。

　　　　　利用上限回数　10回

　　　　　自己負担上限額　1,000円／回

新
妊娠・出産包括支援施設整備補助 691万2千円

　　広島県助産師会が開設する産後ケ
　　ア事業の実施施設について、その
　　整備費用の一部を補助する。

　　　場所　安佐南区長束一丁目

　　　開設時期　平成27年10月

児童の養護体制の充実 児童養護施設退所児童等アフターケア事業 735万円

　　児童養護施設を退所し自立する児
　　童等に対し、生活・就業に関する
　　相談や児童等同士の意見交換・情
　　報交換の場などを提供する。

　　　名称　児童アフターケアひかり

　　　場所　東区光町二丁目

148
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

児童虐待防止対策 7,411万8千円

　　虐待通告を受けた場合の調査、安
　　全確認を行うとともに、健康診査
　　等の母子保健事業を通じて、虐待
　　の予防・早期発見を行う。

　　（主な実施内容）
　　　①虐待通告・相談について普及
　　　　啓発を図るため、市民へのリ
　　　　ーフレット等の配布や、民生
　　　　委員、保育士等に対して虐待
　　　　防止に関する研修を実施する。
　　　②虐待を未然に防ぐため、新生
　　　　児訪問や、乳幼児健康診査の
　　　　未受診者家庭の訪問等で、育
　　　　児の負担が重くなると考えら
　　　　れる家庭を把握し、保健師に
　　　　よる継続訪問や心理相談員に
　　　　よる個別相談等の支援を行う。
　　　③児童虐待が懸念される家庭に
　　　　対し、介護事業所に委託して
　　　　援助員を派遣し、育児・家事
　　　　援助を行う。
　　　④虐待通告や緊急を要する電話
　　　　相談に常時対応できるよう、
　　　　夜間、休日等の閉庁時間にお
　　　　ける電話相談員を配置する。
　　　⑤児童相談所に被虐待児の心理
　　　　的ケアを行う心理療法士や、
　　　　虐待通告への対応を補助する
　　　　協力員、相談員等を配置する
　　　　とともに、専門医や顧問弁護
　　　　士等との連携により、虐待の
　　　　早期発見・対応を行う。

オレンジリボンキャンペーンの実施 271万円

　　児童虐待の問題に対する市民の理
　　解を深めるため、「子ども虐待防
　　止オレンジリボン運動」を推進し、
　　広島県と連携して、児童虐待の防
　　止をテーマとした講演会の開催や
　　ポスターの作成・掲示等の広報・
　　啓発活動を行う。

135

129
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

児童相談所及びこども療育センター建替え 600万円

　　狭あい化・老朽化している児童相
　　談所及びこども療育センターを建
　　て替える。

　　　整備場所　東区光町二丁目（現在地）

　　　（整備スケジュール）
　　　　平成27年度　　　基本計画
　　　　平成28・29年度　基本設計、実施設計
　　　　平成30～33年度　建設工事

保 育 の 充 実 待機児童対策 10億468万8千円

　　子ども・子育て支援事業計画に
　　基づく施設整備補助 5億7,563万8千円

　　　民間保育園 4億2,429万7千円

　　　　新設　３園

　　　　定員増　200人

　　　　　東区戸坂地区（公募）
　　　　　　定員 80人

　　　　　南区大州地区（公募）
　　　　　　定員 60人

　　　　　西区中広地区（公募）
　　　　　　定員  60人

　　　　増築　１園

　　　　定員増　15人

　　　　　ひまわりやまもと保育園
　　　　　（安佐南区）
　　　　　　定員　45人→60人

　　　民間認定こども園 1億409万1千円

　　　
　　　　新設　１園

　　　　定員増　49人

241

44
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　　　河戸認定こども園（仮称）
　　　　　　安佐北区亀山
　　　　　　定員　151人

　　　民間小規模保育事業所 4,725万円

　　　　新設　１園

　　　　定員増　19人

　　　　　安佐南区祇園東地区（公募）
　　　　　定員　19人

　　認可外保育施設認可化移行支援事業 3億3,153万2千円
　　
　　　５年以内に認可保育所又は認定
　　　こども園へ移行するための認可
　　　化移行計画を策定した認可外保
　　　育施設に対し、認可基準を満た
　　　すために必要な経費等の補助を
　　　行う。

　　　　定員 511人
　　　
　　　　整備支援事業 1億1,599万6千円

　　　　　認可基準を満たすために必
　　　　　要な設備改修費及び賃借料
　　　　　等に対する補助

　　　　　　補助対象　４施設

　　　　運営支援事業 2億1,047万6千円

　　　　　認可を受けるまでの間の運
　　　　　営費に対する補助

　　　　　　補助対象　11施設

　　　（拡充内容）
　　　　助言指導支援事業 506万円

　　　　　移行に必要な施設の運営基
　　　　　準などについて、国制度に
　　　　　より、専門家から助言指導
　　　　　を受けるための経費に対す
　　　　　る補助

　　　　　　補助対象　11施設

240
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　保育サービス相談事業 2,986万9千円

　　　各区役所に保育サービスアドバ
　　　イザーを配置し、一時預かり事
　　　業や幼稚園預かり保育など多様
　　　な保育サービスや希望する保育
　　　園以外の空きのある保育園の情
　　　報提供等を行う。

　　　　保育サービスアドバイザー配
　　　　置人員

　　　　　安佐南区３人、中区・西区・
　　　　　安佐北区・佐伯区各２人、
　　　　　東区・南区・安芸区各１人

　　私立保育園等における一時預かり
　　事業 6,110万9千円

　　　乳幼児が保育園等に入園してい
　　　ない世帯において、保護者の出
　　　産・病気、保育園の待機、不定
　　　期勤務等により家庭での保育が
　　　困難になった場合に、一時預か
　　　りを実施する。

　　保育士確保対策 654万円

　　　認可外保育施設保育士資格取得
　　　支援事業 187万6千円

　　　　保育士の確保を支援するため、
　　　　認可外保育施設に対し、従事
　　　　者の保育士資格取得に係る経
　　　　費を補助する。

　　　　　代替職員雇用費補助
　　　　　　補助限度額　5,920円／人・日

　　　　　受講料等補助
　　　　　　補助限度額　30万円

　　　保育士合同就職説明会の開催 333万5千円

　　　
　　　　私立保育園等が安定的に人材
　　　　を確保できるよう、市内の私
　　　　立保育園等合同の就職説明会
　　　　を年２回開催する。

234

230「一時預かり（預かり保育）」
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244
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　私立保育園等職員研修 132万9千円

　　　　私立保育園等の保育サービス
　　　　の質の確保を図るため、広島
　　　　市私立保育園協会へ委託し、
　　　　職員研修を実施する。

病児・病後児保育事業 1億9,514万6千円

　　保育園入園中の児童等が病気の回
　　復期等で集団保育の困難な期間に
　　医療機関に付設された保育施設等
　　で一時預かりを行う事業を実施す
　　る。

　　（拡充内容）
　　　①病児・病後児保育施設
　　　　　子ども・子育て支援事業計
　　　　　画に基づき12施設→13施設
　　　　　　　　　　　　（安佐南区）
　　　②病後児保育施設
　　　　　病気の回復期にある児童の
　　　　　みを対象とする病後児保育
　　　　　施設を、私立保育園内に開
　　　　　設する。（佐伯区）

民間保育園整備補助（大規模修繕分） 634万9千円

　　広島キリスト教社会館保育所

　　　実施主体　社会福祉法人西中国
　　　　　　　　キリスト教社会事業
　　　　　　　　団

　　　場　　所　西区小河内町

　　　構 造 等　鉄筋コンクリート造
　　　　　　　　２階建

保育園耐震化対策 1億5,980万円

　　耐震診断　25園 7,000万円

　　耐震補強工事実施設計等　25園 8,980万円

保育園一般整備 8,800万円

219「保育園等職員の資質向上」
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事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

子育て家庭に対する 地域子育て支援拠点事業 8,504万3千円

支援
　　育児不安の軽減や乳幼児の健全育
　　成を図るため、常設オープンスペ
　　ースにおいて、子育て親子の交流
　　の場の運営、子育てに関する相談・
　　情報提供や子育てに関する講習会
　　等を実施する。

　　（拡充内容）
　　　社会福祉法人、ＮＰＯ法人等が
　　　自主的に運営する常設型のオー
　　　プンスペースについて、子ども・
　　　子育て支援事業計画に基づき新
　　　たに１か所補助を行う。

　　　　開設場所　安佐南区

　　　　開設時期　27年７月

　　　　開設か所　４施設→５施設

　　地域団体が主体となって運営して
　　いるオープンスペースについて、
　　総合補償制度のある公民館以外で
　　開催する場合に、市が参加者の傷
　　害保険料を負担することで、親子
　　が安心して参加できるよう支援す
　　る。

子育て世帯臨時特例給付金給付事業 6億7,115万円

　　消費税率の引き上げの影響を踏ま
　　え、子育て世帯に対して臨時的な
　　給付措置を行う。

　　　子育て世帯臨時特例給付金 4億7,115万円

　　　　支給対象　27年５月31日現在、
　　　　　　　　　本市の住民基本台
　　　　　　　　　帳に記録されてい
　　　　　　　　　る者のうち、27年
　　　　　　　　　６月分の児童手当
　　　　　　　　　(特例給付を除く。)
　　　　　　　　　の受給者

　　　　給 付 額　対象児童１人につ
　　　　　　　　　き３千円

203

270

11



事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　　給付手続　本人からの申請に
　　　　　　　　　基づき、給付要件
　　　　　　　　　への該当の適否を
　　　　　　　　　判定の上、支給

　　　事務費 2億円

　　　　システム改修、給付に関する
　　　　問い合わせに対応するための
　　　　コールセンターの設置、制度
　　　　周知のための広報等

　　（負担割合）
　　　国庫補助金　10／10

新
保育園等入園世帯への教材購入費等補助 1,942万6千円

　　子ども・子育て支援法に基づき、
　　保育園等に入園している子どもが
　　いる生活保護世帯に対し、教材の
　　購入に要する費用等の一部を補助
　　する。

　　（助成上限額）
　　　教材費・行事費等 　2,500円／月
　　　給食費(副食費のみ) 4,500円／月

ひとり親家庭、寡婦の ひとり親家庭学習支援事業 303万5千円

福祉の充実
　　ひとり親家庭の児童生徒を対象に、
　　大学生等が学習支援や進路相談等
　　を実施することにより、進学や将
　　来への不安を解消し、自立を促進
　　する。

　　　実施時期　27年６月～28年３月

　　　実施場所　中区・東区・西区・
　　　　　　　　安佐南区

　　　対 象 者　市内のひとり親家庭
　　　　　　　　の小学生及び中学生

16

2

12



事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

母子家庭等就業支援事業 2,161万2千円

　　母子家庭の母等の安定した就業を
　　支援するため、広島市母子家庭等
　　就業支援センターにおいて、就業
　　相談や求人情報の提供等を行う。

民間母子生活支援施設整備補助 2億7,188万3千円

　 (鈴峰園の建替え）

　　　実施主体　社会福祉法人広島県
　　　　　　　　同胞援護財団

　　　建替場所　南区段原山崎一丁目

　　　定　　員　20世帯

　　　開設時期　28年度

6

13



（経済観光局）

事　　　業　　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　　明

新
女性が再就職しやすい 出産等により離職した女性の再就職を促進す 972万円

職場環境づくりモデル るため、地元中小企業を対象に、女性が働き
事業 やすい職場環境づくりに必要なコンサルティ

ング等の支援を行う。
　

　対象企業数　10社程度

　（支援内容）
　　①企業診断等（現状分析、課題等の調査、
　　　改善策の提案など）
　　②再就職等に資する各種人事・労務制度
　　　の構築支援
　　③出産等により離職した女性とのマッチ
　　　ング
　　④企業等への相談対応・助言、フォロー
　　　アップ

（道路交通局）

事　　業　　名 説　　 　　　　　　　　　　　　　明

自転車都市づくりの 自転車運転免許制度の実施 284万6千円

推進１２３４５６７
　　継続的な自転車交通ルールの遵守を促す
　　ために自転車運転免許証等を交付する。
　　
　　　自転車運転免許証の交付

　　　　対象　市立小学校及び広島特別支援
　　　　　　　学校小学部の３年生

　　　自転車通学許可証の交付

　　　　対象　市立中学・高等学校、広島特
　　　　　　　別支援学校中学・高等部及び
　　　　　　　参加を希望する国、県、私立
　　　　　　　学校に自転車で通学する生徒

道路・橋りょう整備 　　福祉環境整備 1億3,500万円

　　安心・安全な通学路の整備 7,000万円

　　防犯灯設置（ＬＥＤ化） 890万円

318

330

303

321

322
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（教育委員会）

事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

知・徳・体の調和の 「ひろしま型カリキュラム」の推進 1億7,232万円

と れ た 教 育 の 推 進
　　小学校５年生からの「言語・数理
　　運用科」や「英語科」を柱とする
　　｢ひろしま型カリキュラム｣を市立
　　の全小・中学校で実施し、言語と
　　数理の運用能力の向上を図る。

学力・体力向上プロジェクト事業の推進 536万5千円

　　学力向上推進事業 346万4千円

　　　児童生徒の一人一人の課題に応
　　　じたきめ細かな指導や学力補充
　　　などを計画的に行うとともに、
　　　小・中学校が連携し、９年間を
　　　見通した系統的な取組等を実施
　　　することにより、児童生徒の学
　　　力の向上を図る。

　　体力向上推進事業 190万1千円

　　　体力向上推進校における授業改
　　　善や体育授業の質の向上を図る
　　　ための研修会等を実施すること
　　　により、児童生徒の体力の向上
　　　を図る。

道徳教育推進事業 2,330万2千円

　　規範性をはぐくむ教育の充実 141万3千円

　　　児童生徒の豊かな人間性や社会
　　　性などの道徳性の育成を図るた
　　　め、道徳教育実践研究校を指定
　　　し、地域の先人の伝記等を題材
　　　とした教材開発や道徳の指導方
　　　法の工夫改善に係る実践研究を
　　　行う。

331

333

334
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　「山・海・島」体験活動“ひろ
　　しま全県展開プロジェクト” 2,183万3千円

　　　推進校の小学５年生を対象に、
　　　３泊４日の集団宿泊活動を実施
　　　し、児童の自立心や主体性、コ
　　　ミュニケーション能力の育成を
　　　図る。

　　広島グッドチャレンジ賞の実施 5万6千円

　　　社会や地域に貢献した中学生や
　　　生徒会等を表彰する「広島グッ
　　　ドチャレンジ賞」の授賞式を実
　　　施することにより、生徒による
　　　社会貢献活動を推進し、豊かな
　　　人間性、社会性の育成を図る。

特別支援教育におけるタブレット端末
の活用に係る調査・研究 117万2千円

　　モデル校19校に整備しているタブ
　　レット端末について、特別支援教
　　育における効果的な活用を調査・
　　研究する。

不登校等対策ふれあい事業 1億893万7千円

　　ふれあいひろば推進員が不登校・
　　不登校傾向児童生徒に対して、校
　　内外で相談活動等を行う。

新
幼稚園入園世帯への教材購入費等補助 17万3千円

　　子ども・子育て支援法に基づき、
　　市立幼稚園に入園している子ども
　　がいる生活保護世帯に対し、教材
　　の購入に要する費用等の一部を補
　　助する。

　　　助成上限額　2,500円／月

82

387

16
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

いじめに関する総合 「いじめは決して許されないことであ
対策 り、また、どの学校でも、どの子ども

でも起こりうるもの」という認識のも
と、「いじめの未然防止」と「認知し
たいじめへの適切な対応」を二つの柱
として、取組を継続し、いじめ対策に
万全を期す。

　⑴　いじめの未然 家庭、地域、学校が連携し「いじめを
　　　防止 生まない風土」を醸成

　　「みんなで語ろう！心の参観日」
　　の実施　 280万8千円

　　　各学校において外部講師（心の
　　　先生）を招へいした道徳の授業
　　　を公開し、その内容について、
　　　児童生徒や保護者・地域住民が
　　　意見交換を行う。

　　まちぐるみ「教育の絆」プロジェ
　　クトの実施 802万4千円

      学校と家庭・地域の連携による
　　　教育の充実・強化を図るため、
　　　モデル校（８校）の学校協力者
　　　会議にコーディネーターを１人
　　　配置して、家庭・地域による教
　　　育支援活動や体験活動、学校に
　　　よる地域貢献活動に関する企画・
　　　調整を行い、様々な取組を実施
　　　する。

　　いじめ防止対策推進審議会等の運営 234万9千円

　　　基本方針に基づき、いじめの防
　　　止等の対策を実効的に行うため、
　　　いじめ防止対策推進審議会等を
　　　運営する。

334「道徳教育推進事業」

354

398
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　⑵　認知したいじ 早期発見・早期対応の強化
　　　めへの適切な
　　　対応 　　小学校の生徒指導体制の強化 2,588万5千円

　　　いじめの早期発見・早期対応を
　　　行うため、小学校に生徒指導主
　　　事を配置するとともに、いじめ
　　　発生のおそれがある重点対応校
　　　30校に生徒指導主事を補助する
　　　ための非常勤職員を配置する。

　　スクールカウンセラーの配置 2億1,158万8千円

　　　小、中、高等学校及び特別支援
　　　学校にスクールカウンセラーを
　　　配置し、いじめの早期発見・早
　　　期対応の強化を図る。

　　　（配置方法）
　　　　①小、中学校については、中
　　　　　学校区単位で配置し、校区
　　　　　内の小学校も合わせて担当
　　　　　する。
　　　　②高等学校及び特別支援学校
　　　　　については、各校１人を配
　　　　　置する。

　　　（職務内容）
　　　　①児童生徒、保護者等へのカ
　　　　　ウンセリング
　　　　②教職員への助言・援助
　　　　③生徒指導に関する校内研修
　　　　　等における支援その他

　　スクールソーシャルワーカーの配置 2,326万7千円

　　　社会福祉等の専門的な知識・技
　　　術を用いて、問題を抱える児童・
　　　生徒等の支援を行うスクールソ
　　　ーシャルワーカーを配置し、い
　　　じめの早期発見・早期対応の強
　　　化を図る。

　　　　配置人数　８人

397

382

383

18



事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　　（配置方法）
　　　　各区ごとに拠点校を設定して
　　　　１人を配置し、区内の学校を
　　　　担当する。

　　　（職務内容）
　　　　①いじめ、不登校、児童虐待

　　　　　等の問題を抱えている児童
　　　　　生徒や家庭への働きかけ及
　　　　　び具体的支援
　　　　②児童相談所等の関係機関や
　　　　　地域とのネットワーク構築、
　　　　　連携・調整
　　　　③保護者からの相談への対応、
　　　　　教職員に対する助言その他

　　生徒指導支援員の配置 2,144万9千円

　　　問題行動を起こす児童・生徒や
　　　学校への支援を行う生徒指導支
　　　援員を配置し、いじめの早期発
　　　見・早期対応の強化を図る。

　　　　配置人数　24人

　　　（配置方法）
　　　　学校からの派遣要請を受け、
　　　　教育委員会が配置先を決定す
　　　　る。

　⑶　教職員の資質 小学校生徒指導主事の集中研修 74万3千円

　　　向上
　　校内の生徒指導体制の充実を図る
　　ため、全小学校の生徒指導主事を
　　対象として、年間30時間の集中研
　　修を実施する。

新
平 和 教 育 の 推 進 中学生による「伝える ＨＩＲＯＳＨＩ 119万9千円

ＭＡ プロジェクト」の実施
（被爆70周年記念事業）

　　中学３年生の中からメッセージ発
　　信者を選考し、８月６日に平和記
　　念公園において、広島を訪れた海
　　外の人々に対して、英語で平和へ
　　のメッセージを伝える。

384「学校問題解決支援事業」

390

157
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

私 学 助 成 私立幼稚園就園奨励費補助 14億6,183万1千円

　　保護者の経済的負担の軽減及び就
　　園率の向上を図るため、入園料及
　　び授業料の一部を助成する。

私立幼稚園振興補助 4,856万6千円

　　教職員研修費、教材教具整備費、
　　協会事務費

私立幼稚園特別支援教育研究事業補助 42万2千円

　　特別支援教育研究事業に要する経費

家庭・地域社会・学校 子どもの安全対策推進事業
校の連携強化
　

　　「子ども安全の日」事業の実施 627万3千円

　　　毎月22日を「子ども安全の日」
　　　とし、学校や家庭、地域で様々
　　　な取組を実施する。

　　地域ぐるみの学校安全体制整備推
　　進事業 1,763万円

　　　地域学校安全指導員による学校
　　　巡回指導や学校安全ガードボラ
　　　ンティアへの指導・助言を行う。

　　緊急通報装置の設置 145万7千円

　　　公立幼稚園　19園

　　登下校体制整備 354万1千円

　　　新小学１年生を対象に防犯ブザ
　　　ーを支給する。

11

247

81

319
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

 

　　見守り・巡回活動推進 223万4千円
 

　　　教職員等による登下校時の巡回
　　　を実施する。

　　「こども１１０番の家」事業 153万4千円

　　　子どもが危険を感じ、助けを求
　　　めてきた際の一時的保護に協力
　　　する「こども１１０番の家」を
　　　設置し、市民総ぐるみで子ども
　　　たちの安全確保を図る。

　　　　設置数　市内 1万3,501か所

　　児童生徒の自己防衛意識の高揚 440万5千円

　　　小学校全クラスで「安全意識啓
　　　発マップ」を作成し、児童の危
　　　険予測能力を高めるとともに、
　　　小・中学校教員への研修を実施
　　　し、防犯教室の充実を図る。

　　子どもを守るまちづくりの推進 123万9千円

　　　保護者・地域の意識啓発及び校
　　　長等のリスクマネジメント力向
　　　上のための講演会の開催その他

新
青少年の育成・成長支 少年サポートセンターひろしまの設置・
支援 運営 5,202万9千円

　
　　非行防止対策の総合的かつ効果的
　　な施策を推進するため、市教育委
　　員会職員と県警職員等が常駐する
　　少年サポートセンターひろしまを
　　設置・運営する。

　　　設置時期　27年４月

　　　設置場所　市役所北庁舎別館１階
　　　　　　　　

320

385、420～422
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　（主な活動内容）
　　　①生徒指導上の課題を抱える中
　　　　学校への支援
　　　②スポーツやものづくり体験な
　　　　どを行う機会を提供する「少
　　　　年サポートルーム」の運営

子ど も の居 場 所 の 児童館の整備 2億53万2千円

確保
　　新設 1億6,593万2千円

　　　川内児童館 1億5,200万円

　
　　　　場　所　安佐南区川内五丁目

　　　（整備スケジュール）

　　　　26年度　地質調査、実施設計
　　　　
　　　　27年度　建設工事

　　　　28年度　開設

　　　中島児童館 721万6千円

　
　　　　場　所　中区加古町

　　　（整備スケジュール）

　　　　27年度　地質調査、実施設計
　　　　
　　　　28年度　建設工事

　　　　29年度　開設  

　　　緑井児童館 671万6千円

　
　　　　場　所　安佐南区緑井四丁目

　　　（整備スケジュール）

　　　　27年度　地質調査、実施設計
　　　　
　　　　28年度　建設工事

　　　　29年度　開設  

94「児童館整備の推進」

22



事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

　　耐震化・大規模修繕 3,460万円

　　　新耐震基準施行前に建設された
　　　児童館について、30年度までに
　　　耐震化対策を実施するとともに、
　　　施工に当たっては、老朽化に対
　　　する大規模修繕を一体的に行う。

　　　　耐震診断　11館 2,240万円

　　　　耐震補強工事実施設計等 1,220万円

　　　　４館

放課後児童クラブの増設 1億9,682万7千円

　　
　　26年９月に定めた放課後健全育成 4,178万5千円

　　事業の設備及び運営に関する基準
　　に従い、クラスの大規模化、過密
　　化への対応を図る。

　　（基準の内容）
　　　①１クラス当たり児童数
　　　　概ね40人以下
　　　　（31年度までは60人以下）
　　　②児童１人当たり面積
　　　　概ね1.65㎡以上
　　　　（31年度までは1.00㎡以上）

　　（対象学区）
　　　白島、神崎、観音、原南、長束

　　

　　待機児童が生じている学区におい
　　てクラスの増設を行う。

　　　余裕教室利用による増設 3,270万8千円
　　　
　　　　開設時期　平成27年９月

　　　（対象学区）　
　　　　福木、戸坂城山、安北、口田東、
　　　　口田、石内

　　　プレハブ設置による増設 1億2,233万4千円
　
　　　　開設時期　平成27年12月

　　　（対象学区）
　　　　大州、宇品東、三篠、井口、
　　　　井口明神、伴南、落合東、
　　　　矢野、五日市中央、五日市東
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96「放課後児童クラブ（留守家庭子ども会）の運営」
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事　　業　　名 説　　　　　　　　　　　　　　　　明

民間放課後児童クラブ運営費等補助 2億1,660万4千円

　　学校施設の活用等による留守家庭
　　子ども会の増設が困難な地区にお
　　いて、民間事業者に対する補助を
　　行い、クラスの大規模化、過密化
　　への対応を図る。

　　（対象学区）
　　　吉島東、本川、牛田、皆実、宇
　　　品、大芝、天満、古田、草津、
　　　緑井、中筋、山本

　　待機児童が生じている学区のうち、
　　学校施設の活用等によるクラスの
　　増設が困難な学区において、民間
　　事業者にクラブ運営費等の補助を
　　行う。

　　　開設時期　平成28年１月

　　（対象学区）
　　　広瀬、牛田、比治山、南観音、
　　　庚午、大町、深川、五日市
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