
 
 
 

平成２２年度事業仕分けの実施について  

 

１ 要 旨 

公開の場で，外部の客観的な視点により事業を点検することによって， 
県政全般にわたる事業見直しに反映させるとともに，県政運営の透明性の 
向上を図る。 

 

２ 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ インターネットライブ放送の実施 

当日の仕分け作業は，県庁ホームページにリンクしたサイトから，同時配信

する。 

  URL: http://www.pref.hiroshima.lg.jp/  
    (「インターネット放送局」をクリック。) 

区 分 概    要 

日  時 

平成２２年９月１８日（土）～２０日（月・祝） 〔３日間〕 

・１日目 ９:００ ～ １７：００ 

・２日目 ９:３０ ～ １７：３０ 

・３日目 ９:３０ ～ １７：００ 

場  所 広島県庁講堂〔本館６Ｆ〕 

仕分体制 

 ３班体制 

 １班あたり７名により構成  

コーディネーター：１名 

外部委員(専門家等)：２名 

県民委員(有識者,公募)：４名 

対象事業 １０１事業 

スケジュール １事業あたり，３０分程度で仕分結果をとりまとめる。 

仕分結果 仕分け結果は，平成２３年度当初予算編成において，参考とする。 

協  力  構想日本 
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挑戦そして実現！ 
経営戦略課 財政課

全　般(右を除く。) 対象事業

担 当 出原，倉田 山中，山高

内 線 ２３４１ ２２９１

課 名

資　料　提　供

平成２２年９月１日
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検 索 広島県

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/


荒　井　　英　明　（あらい　ひであき）
厚木市こども未来部
こども育成課長

伊　藤　　　　 伸　（いとう　 しん）
構想日本　政策担当ディレクター
行政刷新会議事務局参事官

小瀬村　寿美子　（こせむら　すみこ）
厚木市協働安全部
人権男女参画課課長

小　村　　雄　大　（こむら　たけひろ） 内閣府行政刷新会議事務局企画官

中　村　　 　　卓　(なかむら　たかし) 構想日本　政策担当ディレクター

大　澄　　憲　雄　（おおすみ　のりお） 浜松市企画部行政経営課経営改革グループ

海　東　　英　和　（かいとう　ひでかず）
前高島市長/
公益認定等委員会委員

喜　治　　賢　次　（きじ けんじ）
(有)喜治プロジェクトH&M
代表取締役

小　林　　利　典　（こばやし　としのり）
内閣府
行政刷新会議事務局
総括参事官

鈴　木　　邦　彦　（すずき　くにひこ） 東京都江東都税事務所長

染　野　　憲　治　（そめの　けんじ）
東京財団
研究員兼政策プロデューサー

丹　治　　幹　雄　（たんじ みきお） 構想日本　研究員

都　築　　直　哉　（つづき　なおや）
静岡県経営管理部
行政改革課

南　　　　　　　学　（みなみ まなぶ）
横浜市立大学
エクステンションセンター長

宮　島　　広　成　（みやじま　ひろなり）
内閣府
行政刷新会議事務局
参事官補佐

山　内　　　　 敬　（やまうち たかし）
元高島市副市長/
高島一徹堂顧問

吉　武　　智　子　（よしたけ ともこ）
宇部市総合政策部
政策推進課

事業仕分けを行う委員等の一覧表

コーディネーター
　　（５名）

外部委員
　　（１２名）

氏　名 備考区　分
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安　藤　　周　治　（あんどう　しゅうじ） (特活)ひろしまＮＰＯセンター　代表理事

伊　藤　　雅　次　（いとう　まさつぐ） 中小企業診断士，社会保険労務士

加　藤　　新三郎　（かとう　しんざぶろう） 公認会計士

川　﨑　　信　文　（かわさき　のぶふみ） 広島大学大学院社会科学研究科教授

川　瀬　　啓　子　（かわせ　けいこ） 安田女子大学文学部教授

戸　井　　佳奈子　（とい　かなこ） 安田女子大学現代ビジネス学部准教授

西　井　　裕　昭　（にしい　ひろあき） (社)広島青年会議所　理事長

原　田　　弘　子　（はらだ　ひろこ）
マネジメントオフィスＨＡＲＡＤＡ 代表
中小企業診断士

本　郷　　　　 満　（ほんごう　みつる） （社）中国地方総合研究センター主任研究員

吉　川　　富　夫　（よしかわ　とみお） 公立大学法人県立広島大学教授

川　元　　康　裕　（かわもと　やすひろ）

宍　戸　　幸　恵　（ししど　さちえ）

高　木　　秀　生　（たかぎ　ひでお）

土　井　　春　樹　（どい　 はるき）

藤　本　　　　 征　（ふじもと　すすむ）

前　岡　　　 　計　（まえおか　けい）

松　谷　　恵　子　（まつたに　けいこ）

山　内　　文　雄　（やまうち　ふみお）

山　下　　隆　司　（やました　たかし）

有識者
（１０名）

公　募
（９名）

県民委員

事業仕分を行う委員等の一覧表

区　分 氏　名 備考
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【 一般会計 】
（単位：千円）

一般財源

1 消防保安課 消防学校教育訓練費～派遣職員人件費
県消防学校に職員を派遣している市町に対す
る人件費負担 78,014 57,928

2 消防保安課 消防協会事業費補助 広島県消防協会に対する事業費補助 3,275 3,275

3 総務課
総務事務所等運営費
（総務事務所庶務事務嘱託員の設置）

総務事務所に庶務事務を行う嘱託員を配置 17,398 15,605

4 人事課 自治総合研修センター研修費
県及び市町職員に対する研修を市町と共同で
実施 69,302 37,169

5 人事課 健康相談員設置費
産業医の指示に基づいて職員の保健指導や健
康相談等を行う相談員を設置 6,511 5,812

6 税務課
特別徴収義務者報償金（ゴルフ場利用
税，産業廃棄物埋立税）

特別徴収義務者に対する報償金の交付 17,580 17,580

7 税務課 自動車保有手続きの一元化事業
自動車保有手続きに係るワンストップサービ
スシステム運営協議会への負担金 6,260 6,260

8 情報政策課 情報通信格差是正事業
携帯電話が利用できない地域で市町が行う情
報通信基盤整備事業に対する補助 649,444 93,077

9 国際課 ユニタール広島事務所支援事業
ユニタール広島事務所に対する活動費，事務
所維持費の補助等 90,632 90,632

10 国際課 （財）ひろしま国際センター支援事業
（財）ひろしま国際センターに対する事務所
賃借料等の補助 33,820 33,820

11 地域政策課
バス運行対策費補助事業
（第２種生活交通路線維持費）

バス事業者に対する路線維持に係る経費の補
助 68,426 68,426

12 地域政策課
離島交通対策事業
（離島航路補助）

離島地域で生活航路の維持を図る市町に対す
る補助 32,947 32,947

13 研究開発課 研究開発費
試験研究機関で実施する研究開発等に要する
経費 114,697 103,187

14 文化芸術課 広島交響楽協会補助事業 広島交響楽団の育成・支援のための補助 117,000 117,000

15 文化芸術課 けんみん文化祭開催事業
けんみん文化祭ひろしまの実施主体に対する
開催経費の負担 19,436 19,436

16 消費生活課 消費生活協同組合育成事業
消費生活協同組合に対して長期・低利の資金
を供給 64,612 69

17
人権男女

共同参画課 男女共同参画拠点づくり推進事業
男女共同参画社会づくりに向けた各種事業の
活動経費・運営費に対する補助 39,536 34,385

18 県民活動課 青少年育成県民会議補助金
各種啓発活動等青少年育成事業及び運営費に
対する補助 9,088 9,088

19 県民活動課 夢配達人プロジェクト推進事業
子ども達の夢を実現するための取組みに対す
る補助 4,300 4,300

20 学事課 私学振興補助金（高等学校）
私立高等学校の経常費（人件費等）に対する
補助 7,568,162 6,440,816

21 学事課 私学振興補助金（幼稚園）
私立幼稚園の経常費（人件費等）に対する補
助 5,398,710 4,605,141

22 学事課 私学振興補助金（退職金掛金補助金） 退職金掛金に係る補助 283,103 283,103

平成２２年度　事業仕分け対象事業一覧

環境

総務

企画

NO 担当 事　業　名 事業概要 Ｈ22当初予算額

危機

別紙 ３
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（単位：千円）

一般財源

23 学事課
公立大学法人県立広島大学標準運営費
交付金

標準的な業務運営に係る経費の交付 3,479,000 3,479,000

24 学事課
公立大学法人県立広島大学特定運営費
交付金

職員の退職手当など，年度間で変動がある臨
時的経費の交付 175,089 175,089

25 自然環境課 自然保護協力奨励事業
指定区域内の立木伐採の制限に対する森林所
有者への補償 18,516 0

26
循環型
社会課 小型浄化槽設置整備事業

小型合併浄化槽の設置に助成を行う市町に対
する補助 182,544 182,544

27
循環型
社会課 環境保全融資費

中小企業者等が実施する公害防止施設の設置
等に対して長期・低利の資金を供給 223,000 0

28
こども
家庭課 放課後児童クラブ事業費 放課後児童クラブの運営費の補助 520,679 260,340

29
こども
家庭課 保育対策等促進事業

市町が実施する延長保育や病児・病後児保育
等に要する経費の補助 325,042 162,521

30
こども
家庭課 産休等代替職員費補助金

児童福祉施設の産休等代替職員を任用する経
費の補助 26,061 26,061

31 医務課 看護師等養成所運営費補助金 看護師等養成所に対する運営費補助 278,266 147,253

32 医務課 助産師緊急確保対策事業
助産師養成施設への派遣期間中における代替
要員雇用経費の補助等 18,600 18,600

33 医療政策課 産科・救急医確保支援事業
医療機関の分娩手当，救急勤務医手当等の支
給に対する補助 266,864 66,334

34 医療政策課 心身障害者等歯科診療確保対策費
心身障害者及び休日歯科の診療体制の確保に
対する補助 7,682 7,682

35 医療政策課 臓器移植普及推進事業
（財）ひろしまドナーバンクの臓器移植コー
ディネーターの設置・活動に対する補助 4,000 4,000

36 健康対策課 健康増進事業
市町が実施する健康増進事業に要する経費の
補助 43,269 21,636

37
食品生活
衛生課 公衆浴場対策費

公衆浴場経営者に対する設備整備資金の利子
補給及びボイラー等設備改善に対する補助 8,871 8,871

38 地域福祉課 社会福祉協議会補助金 県社会福祉協議会への運営費補助 51,028 51,028

39 地域福祉課 福祉サービス利用援助事業
福祉サービス利用援助センター等の運営費の
補助 59,780 29,890

40
高齢者
支援課 軽費老人ホーム運営費補助金 軽費老人ホームの運営費補助 803,015 803,015

41 介護保険課
低所得者に対する介護保険サービスに
係る利用者負担軽減事業

市町が行う低所得者に対する利用者負担額の
軽減事業に要する経費の補助 18,698 6,234

42 介護保険課 介護保険サービス苦情処理体制推進事業
介護保険サービスに係る苦情・相談の処理に
要する経費の補助 5,614 5,614

43
雇用人材
確保課 高年齢者就業支援事業

(社)広島県シルバー人材センター連合会に対
する運営費補助 10,140 10,140

44
職業能力
開発課 職業能力開発協会補助金 職業能力開発協会への補助 47,226 23,613

45
職業能力
開発課 認定職業訓練補助事業

法令に基づき認定を受けた職業訓練を行う企
業に対する補助 21,514 10,757

46 産業技術課 産学協同研究体制推進費
(公財)ひろしま産業振興機構が実施する産学
官連携事業に対する補助 27,213 27,213

Ｈ22当初予算額NO 担当 事　業　名 事業概要

環境

健康

商工

2



（単位：千円）

一般財源

47 新産業課 ひろしま産業創生補助金
ベンチャー企業や企業グループによる技術・
商品開発に対する補助 87,517 87,517

48 新産業課 広島県中小・ベンチャー総合支援センター事業
中小企業・ベンチャー総合支援センター事業
に対する補助 69,832 69,832

49 新産業課 研究開発型ベンチャー企業誘致事業
ベンチャーオフィスを運営している事業者へ
の補助 7,702 7,702

50 経営支援課 小規模事業経営支援事業費補助金
商工会議所，商工会及び県商工会連合会に対
する人件費及び事業費の補助 2,316,004 2,316,004

51 金融課 損失補償
金融機関への代位弁済によって生じる信用保
証協会の損失の一部補填 512,972 455,591

52 金融課 保証料補給費
信用保証協会の保証料率の低減に伴う保証協
会への低減分の一部補助 59,000 59,000

53 金融課 預託融資制度
中小企業者等に対して長期・低利の資金を供
給

29,509,000 0

54 企業立地課 企業立地促進対策事業 企業立地促進助成金の交付等 2,718,679 2,718,516

55 企業立地課 国際経済交流推進事業
産振構が行う海外事務所の運営や県内企業の
相談業務等に対する負担金 12,047 12,047

56 観光課 国際観光推進事業
外国人観光客誘致促進に係る事業を実施する
ために設置した協議会（構成員：国・他県
等）への負担金

25,513 25,513

57 観光課 広島セールスプロモーション強化事業 県観光連盟が行う観光振興事業に対する補助 20,000 20,000

58 観光課 中国５県観光連携事業
観光客誘致促進を図るために設置した協議会
（中国５県及びJR西日本で構成）への負担金 5,506 5,506

59
農業活性化

推進課 集落法人育成加速化支援事業
集落法人の設立を促進するため，経営面積に
応じた設立促進費を補助 201,888 78,228

60
農業活性化

推進課 農業外企業参入促進事業
農業外企業の参入を促進するため，初期投資
に必要な施設・設備整備費を補助 55,000 55,000

61
農業活性化

推進課 集落法人経営強化支援事業
広島県集落法人連絡協議会が実施する事業費
の補助 6,744 6,744

62 農業技術課 ひろしまフードフェスティバル開催事業
ひろしまフードフェスティバルの実施主体に
対する開催経費の負担 12,500 12,500

63 農業技術課 地産地消拡大事業
効率的に物量を確保したインショップモデル
の展開等に対する補助 5,300 5,300

64 農業経営課
園芸産地構造改革推進事業
（集落法人人材確保）

集落法人の研修施設（ハウス）の整備に対す
る補助 10,545 10,545

65 農産課
生産調整推進対策事業
（推進指導事業：市町分）

地域別需要量に関する情報提供及び推進指導
費等に要する経費の補助 37,600 37,600

66 農産課
園芸産地構造改革推進事業
（園芸産地育成）

集落法人等が経営規模を拡大するために必要
な機械・施設等の整備に対する補助 29,511 29,511

67 農産課 野菜価格安定対策費
野菜の価格が著しく低落した場合の差額を補
填 12,229 12,229

68 水産課 漁港維持修繕費 県管理漁港(20漁港)に係る維持修繕 87,220 87,220

69 水産課
漁業経営安定対策事業
（漁業共済対策赤潮特約事業）

漁業共済の赤潮特約掛金の一部を補助 18,000 18,000

70 農業基盤課 団体営土地改良事業県費継足
市町が行う集落排水整備，ため池整備，基盤
整備促進事業等に対する補助 193,210 193,210

Ｈ22当初予算額NO 担当 事　業　名 事業概要

商工

農林
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（単位：千円）

一般財源

71 林業課 林道整備事業 市町が行う林道開設に対する補助 23,950 23,950

72 森林保全課 公社造林推進費
県農林振興センター実施の森林整備に対する
資金貸付と借入金の損失補償 616,277 616,277

73 森林保全課 小規模崩壊地復旧事業 市町が行う森林復旧予防工事に対する補助 144,200 144,200

74 建設産業課 建設業経営革新支援事業
建設事業者が行う経営革新のための調査・研
究開発や販路開拓に係る経費に対する補助 31,500 31,500

75
道路河川
管理課

ひろしまアダプト活動支援事業
（奨励金交付事業）

ＮＰＯ法人を通じてアダプト活動団体に奨励
金を交付 8,910 8,910

76 道路整備課 道路維持修繕費 県が管理する道路施設の補修・補強，除雪等 6,857,991 5,314,491

77 河川課 河川維持修繕費
県が管理する河川の維持修繕工事や施設管理
等 1,571,458 1,544,874

78 砂防課 急傾斜地崩壊対策事業補助金
市町が行う急傾斜地崩壊防止工事に対する補
助 410,200 22,400

79 空港振興課
広島空港航空ネットワーク拡充事業
（利用者対象事業）

広島県空港振興協議会が行う空港利用促進事
業に対する経費の負担 11,132 11,132

80 病院 県立病院課
県立広島病院  病院運営費
（政策医療）

県の基幹病院としての機能を担うため，病院
事業会計に対する繰出 985,542 985,542

81 文化財課 文化財保存事業費補助金
所有者等が実施する保存修理事業等に係る経
費の一部を補助 32,384 32,384

82 学校経営課 小中学校規模適正化支援事業
学校統合に伴って市町が行う通学対策事業に
対する補助 22,403 22,403

83 指導第二課 定時制通信制教育修学奨励費
定時制・通信制生徒に対する修学奨励費の貸
付 39,057 33,202

84 指導第二課 自主教育研究活動支援事業
教育研究活動を実施する教育研究会等対する
補助 5,110 5,110

85 生涯学習課 放課後子ども教室推進事業
市町が設置する放課後子ども教室の運営に対
する補助 56,337 28,249

86
スポーツ
振興課 スポーツ県ひろしま推進事業

競技団体等が実施する国体選手・ジュニア選
手の強化等に対する補助 231,263 231,263

87
スポーツ
振興課

未来のトップアスリート
育成事業

ジュニア選手の発掘・育成・強化に対する補
助 28,850 28,850

88
スポーツ
振興課 競技スポーツ振興対策事業

オリンピック入賞者等の表彰，各種大会の開
催費及び派遣経費の補助等 16,295 16,295

89
スポーツ
振興課 生涯スポーツ振興事業

全国スポレク祭への本県選手団の派遣経費を
補助 5,232 5,232

90
生活安全
企画課 減らそう犯罪推進事業（一般事業）

県民の防犯意識の向上や自主防犯活動の促進
等に要する経費 16,392 15,788

91 少年対策課 スクールサポーター活用事業
学校等における非行集団の解体・補導や非行
防止活動等を行う嘱託員を配置 11,756 10,610

92
科学捜査
研究所 科学捜査充実整備費

高度な技術習得や鑑定機器整備など，鑑定の
高度化対策に要する経費 35,091 35,091

93 交通規制課 電子計算機運営費(OSS運営協議会負担金)
｢自動車保有関係手続きのﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｻｰﾋﾞｽ(OSS)｣
の維持管理費及び推進協議会会費の負担 5,590 5,590

94 運転免許課
交通指導費(自動車安全運転センター
負担金)

｢累積点数通知業務｣等を実施する団体に対し
て負担金を交付 3,162 3,162

68,497,565 33,106,311

警察

合　　　　計

NO 担当 事　業　名 事業概要 Ｈ22当初予算額

土木

教育

農林
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【 特別会計 】

（単位：千円）

1 農林 森林保全課 県営林事業費特別会計 県営林の適正管理及び効率的経営を実施

2 都市環境課
流域下水道事業費特別会計
（流域下水道管理事業費）

流域下水道の維持管理

3 都市環境課
流域下水道事業費特別会計
（流域下水道建設事業費）

流域下水道の建設及び改修

4 住宅課
県営住宅事業費特別会計
（住宅管理費）

県営住宅の維持管理

5 住宅課
県営住宅事業費特別会計
（住宅建設費）

県営住宅の建設及び改修

【 基　　金 】

（単位：千円）

1 環境
循環型
社会課 産業廃棄物抑制基金

産業廃棄物の排出抑制等，産業廃棄物の適正
な処理に関する施策に必要な経費の財源に充
てるために設置

2 健康 地域福祉課 地域福祉基金
地域福祉の向上を図り，住みよい福祉社会を
き築くことを目的とした施策に必要な経費の
財源に充てるために設置

※　基金残高は，Ｈ22.5.31現在

1,893,205

4,169,756合　　　　計

Ｈ22当初予算額

181,373

5,337,899

2,871,000

3,238,199

1,989,496

13,617,967

2,276,551

NO 担当 基　金　名 事業概要

都市

現在高（現金）

合　　　　計

NO 担当 会　計　名 事業概要
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第１日目(9/18(土))のスケジュール 

 
 

 9:00～  開会 
 

・ 知事あいさつ 

・ 構想日本あいさつ 

・ コーディネーター等紹介 

 

 9:30～  事業仕分け【テーマ：暮らしの安全・安心，産業(商工業)・雇用】 

 

NO. 事業名 所管部局 NO. 事業名 所管部局 NO. 事業名 所管部局

9:30 ～ 10:00 1 情報通信格差是正事業 情報政策課 9:30 ～ 10:00 1 研究開発費 研究開発課 9:30 ～ 10:00 1 ひろしま産業創生補助金 新産業課

10:05 ～ 10:35 2 特別徴収義務者報償金
（ゴルフ場利用税，産業廃棄物埋立税）

税務課 10:05 ～ 10:35 2 離島交通対策事業
（離島航路補助）

地域政策課 10:05 ～ 10:35 2 職業能力開発協会補助金
職業能力開発
課

10:40 ～ 11:10 3 総務事務所等運営費
（総務事務所庶務事務嘱託員の設置）

総務課 10:40 ～ 11:10 3
ユニタール広島事務所支援事
業

国際課 10:40 ～ 11:10 3
広島県中小・ベンチャー総合
支援センター事業

新産業課

11:15 ～ 11:45 4 自治総合研修センター研修費 人事課 11:15 ～ 11:45 4 バス運行対策費補助事業
（第２種生活交通路線維持費）

地域政策課 11:15 ～ 11:45 4 認定職業訓練補助事業
職業能力開発
課

11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) － 11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) － 11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) －

13:00 ～ 13:30 5 健康相談員設置費 人事課 13:00 ～ 13:30 5
（財）ひろしま国際センター支
援事業

国際課 13:00 ～ 13:30 5
研究開発型ベンチャー企業誘
致事業

新産業課

自動車保有手続きの一元化
事業

税務課

電子計算機運営費
(OSS運営協議会負担金)

交通規制課

14:10 ～ 14:40 7 科学捜査充実整備費
科学捜査研究
所

14:10 ～ 14:40 7
小規模事業経営支援事業費
補助金

経営支援課 14:10 ～ 14:40 7 国際経済交流推進事業 企業立地課

14:40 ～ 14:50 － （休　憩） － 14:40 ～ 14:50 － （休　憩） － 14:40 ～ 14:50 － （休　憩） －

14:50 ～ 15:20 8 交通指導費
(自動車安全運転センター負担金)

運転免許課 14:50 ～ 15:20 8 産学協同研究体制推進費 産業技術課 14:50 ～ 15:20 8
広島セールスプロモーション
強化事業

観光課

預託融資制度

保証料補給費

16:00 ～ 16:30 10 スクールサポーター活用事業 少年対策課 16:00 ～ 16:30 10 損失補償 金融課 16:00 ～ 16:30 10 中国５県観光連携事業 観光課

企業立地促進対策事業 企業立地課～ 15:55 15:25 ～金融課915:25 ～ 15:55 15:25生活安全企画課9 減らそう犯罪推進事業
（一般事業）

高年齢者就業支援事業 6

15:55 9

13:35 ～ 14:05 613:35 ～ 14:05 6

予定時間 予定時間 予定時間

雇用人材確保
課

13:35 ～ 14:05 国際観光推進事業 観光課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016:35～  事業仕分け結果公表（当日）  ⇒ 終了 
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【第 1班】 【第 2班】 【第 3班】

別 紙 ４ 



第２日目(9/19(日))のスケジュール 

 
 

 9:00～  開会 
 

・ 経営戦略審議官あいさつ 

 

 

 9:30～  事業仕分け 【テーマ：教育・文化，環境，健康・福祉】 

 

NO. 事業名 所管部局 NO. 事業名 所管部局 NO. 事業名 所管部局

9:30 ～ 10:00 1 広島交響楽協会補助事業 文化芸術課 9:30 ～ 10:00 1 産業廃棄物抑制基金 循環型社会課 9:30 ～ 10:00 1 県立広島病院  病院運営費
（政策医療）

県立病院課

10:05 ～ 10:35 2 消費生活協同組合育成事業 消費生活課 10:05 ～ 10:35 2 小型浄化槽設置整備事業 循環型社会課 10:05 ～ 10:35 2 看護師等養成所運営費補助金 医務課

10:40 ～ 11:10 3 けんみん文化祭開催事業 文化芸術課 10:40 ～ 11:10 3 文化財保存事業費補助金 文化財課 10:40 ～ 11:10 3 臓器移植普及推進事業 医療政策課

11:15 ～ 11:45 4
男女共同参画拠点づくり推進
事業

人権男女共同
参画課

11:15 ～ 11:45 4 環境保全融資費 循環型社会課 11:15 ～ 11:45 4 助産師緊急確保対策事業 医務課

11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) － 11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) － 11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) －

13:00 ～ 13:30 5 青少年育成県民会議補助金 県民活動課 13:00 ～ 13:30 5 保育対策等促進事業 こども家庭課 13:00 ～ 13:30 5
心身障害者等歯科診療確保
対策費

医療政策課

私学振興補助金
（高等学校）

私学振興補助金
（幼稚園）

私学振興補助金
（退職金掛金補助金）

14:10 ～ 14:40 7
夢配達人プロジェクト推進事
業

県民活動課 14:10 ～ 14:40 7
小中学校規模適正化支援事
業

学校経営課 14:10 ～ 14:40 7 産科・救急医確保支援事業 医療政策課

14:40 ～ 14:50 － （休　憩） － 14:40 ～ 14:50 － （休　憩） － 14:40 ～ 14:50 － （休　憩） －

公立大学法人県立広島大学
標準運営費交付金

公立大学法人県立広島大学
特定運営費交付金

スポーツ県ひろしま推進事業

未来のトップアスリート
育成事業

16:00 ～ 16:30 10
消防学校教育訓練費
～派遣職員人件費

消防保安課 16:00 ～ 16:30 10 自主教育研究活動支援事業 指導第二課 16:00 ～ 16:30 10
軽費老人ホーム運営費補助
金

高齢者支援課

放課後児童クラブ事業費 こども家庭課

放課後子ども教室推進事業 生涯学習課

9

8

6

15:20 8

11

9

定時制通信制教育修学奨励
費

健康対策課

競技スポーツ振興対策事業

生涯スポーツ振興事業

スポーツ振興課 13:35 ～ 14:05 6 健康増進事業13:35 ～ 14:0514:05 6～13:35 学事課

～ 17:05

公衆浴場対策費
食品生活衛生
課

予定時間 予定時間 予定時間

産休等代替職員費補助金

- 15:55 15:55
スポーツ振興
課

15:25

15:20指導第二課 14:5014:50 ～ 15:20 8

16:35 ～ 17:05 11 消防協会事業費補助 消防保安課 16:35

～学事課 14:50 ～

-15:25 - 15:55 9 自然保護協力奨励事業 自然環境課 15:25

こども家庭課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0017:10～  事業仕分け結果公表(当日)  ⇒ 終了 

 2

【第 1班】 【第 2班】 【第 3班】



第３日目(9/20(月))のスケジュール 

 
 

・ 経営戦略審議官あいさつ 

・  

・  

・ コーディネータ等紹介 

 9:30～  事業仕分け 【テーマ：産業(農林水産業，建設業)，公共インフラ】 

 

NO. 事業名 所管部局 NO. 事業名 所管部局 NO. 事業名 所管部局

9:30 ～ 10:00 1 社会福祉協議会補助金 地域福祉課 9:30 ～ 10:00 1 園芸産地構造改革推進事業
（集落法人人材確保）

農業経営課 9:30 ～ 10:00 1 建設業経営革新支援事業 建設産業課

10:05 ～ 10:35 2
低所得者に対する介護保険
サービスに係る利用者負担軽
減事業

介護保険課 10:05 ～ 10:35 2 生産調整推進対策事業
（推進指導事業：市町分）

農産課 10:05 ～ 10:35 2
広島空港航空ネットワーク拡
充事業（利用者対象事業）

空港振興課

10:40 ～ 11:10 3 福祉サービス利用援助事業 地域福祉課 10:40 ～ 11:10 3 漁業経営安定対策事業
（漁業共済対策赤潮特約事業）

水産課 10:40 ～ 11:10 3 小規模崩壊地復旧事業 森林保全課

11:15 ～ 11:45 4
介護保険サービス苦情処理
体制推進事業

介護保険課 11:15 ～ 11:45 4 園芸産地構造改革推進事業
（園芸産地育成）

農産課 11:15 ～ 11:45 4
急傾斜地崩壊対策事業補助
金

砂防課

11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) － 11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) － 11:45 ～ 13:00 － (昼食休憩) －

13:00 ～ 13:30 5 地域福祉基金 地域福祉課 13:00 ～ 13:30 5 漁港維持修繕費 水産課 13:00 ～ 13:30 5 道路維持修繕費 道路整備課

13:35 ～ 14:05 6
集落法人育成加速化支援事
業

農業活性化推
進課

13:35 ～ 14:05 6 野菜価格安定対策費 農産課 13:35 ～ 14:05 6 河川維持修繕費 河川課

14:10 ～ 14:40 7
ひろしまフードフェスティバル
開催事業

農業技術課 14:10 ～ 14:40 7 林道整備事業 林業課 14:10 ～ 14:40 7
ひろしまアダプト活動支援事
業（奨励金交付事業）

道路河川管理
課

14:40 ～ 15:00 － （休　憩） － 14:40 ～ 15:00 － （休　憩） － 14:40 ～ 15:00 － （休　憩） －

流域下水道事業費特別会計
（流域下水道管理事業費）

流域下水道事業費特別会計
（流域下水道建設事業費）

県営住宅事業費特別会計
（住宅管理費）

県営住宅事業費特別会計
（住宅建設費）

16:10 ～ 16:40 10 集落法人経営強化支援事業
農業活性化推
進課

16:10 ～ 16:40 10
団体営土地改良事業県費継
足

農業基盤課

16:05 9 公社造林推進費 9森林保全課 15:35 - 16:05地産地消拡大事業 農業技術課 15:35 -15:35 - 16:05 9

～ 15:30 8森林保全課15:00 ～ 15:30 8 農業外企業参入促進事業 農業活性化推進課 15:00 ～ 8 県営林事業費特別会計 15:00

予定時間 予定時間 予定時間

15:30 都市環境課

住宅課

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0016:50～  閉会式 
 

・事業仕分け結果公表(当日,全体) 

      ・構想日本あいさつ 等 

      ・知事あいさつ 

 3

【第 3班】【第 2班】【第 1班】
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