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■施策体系  

 イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 
 多様な創業と新事業展開の促進 
 多様な投資誘致の促進 
 産業競争力の強化 
 世界と直結するビジネス支援 
 観光地ひろしまの推進 
 担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 

新たな経済成長 

～ イノベーションの躍動 

人づくり 

～ 「欲張りなライフスタイル」実践の後押し 

 少子化対策 

 働き方改革 

 女性の働きやすさ日本一への挑戦 

 多様な人材の就職に向けた後押し 

 東京圏等から広島への定住促進 

 社会で活躍する人材の育成 
 

 すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり 

 信頼される医療・介護提供体制の構築 

 がん対策日本一に向けた取組の強化 

 健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 
 
 
 
 

安心な暮らしづくり 

～ 「欲張りなライフスタイル」を支える基盤 

豊かな地域づくり 

～ 「欲張りなライフスタイル」を楽しむ機会の創出 

 中山間地域の地域力強化 
 多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 
 瀬戸内 海の道構想の推進 
 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 
 暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 

 

 災害に強いまちづくり 

 ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 
 減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 

 
 
 

広島の価値の共鳴・共振 

 国際平和拠点ひろしまの形成 
 「ひろしま」ブランド価値向上の推進 

 
 
 

１ ひろしま未来チャレンジビジョンの実現に向けた 
 重点施策への集中的な取組 

 重点施策体系別 主要事業予算規模    

 

  
◆ 重点施策における主要事業 ３９８億 ７５百万円  

再掲に伴う重複を除いた額 

 
前年度比＋７３億５６百万円  

新たな経済成長 ～イノベーションの躍動  ７５億 ４９百万円 

人づくり ～「欲張りなライフスタイル」実践の後押し    ６３億  ３百万円 

安心な暮らしづくり ～「欲張りなライフスタイル」を支える基盤 ５２億 ２２百万円 

豊かな地域づくり ～「欲張りなライフスタイル」を楽しむ機会の創出 ８億 ７５百万円 

災害に強いまちづくり １９９億 ３１百万円 

広島の価値の共鳴・共振 ３億 ６３百万円 

※ 各区分の事業費は，Ｐ38～39記載の主要事業の計である。（次頁以降も同様） 
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Ｈ２９事業費 ７５億円 
 

（１） 新たな経済成長 

■ 人口減少と経済・社会のグローバル化が進む中，地域社会の活力を維持し，  
 「欲張りなライフスタイル」を実現するためには，イノベーションを通じて競争力 
 を高め，強い経済をつくることが不可欠である。 
   このため，更なるイノベーションにつながる仕組みの構築や，イノベーション 
  に関わる人材の育成・集積のための取組を進めるほか，ものづくり産業の集積 
  や，変化に富んだ自然環境が育む多様な農林水産資源，世界に認められた豊 
  富な観光資源などを生かして，産業振興と雇用創出，交流人口の拡大などに 
  取り組む。 

 イノベーションが持続的に創出される環境を整備するため，産学金官が組織の枠組みを超
えて交流等を行う「場」の運営や，イノベーションを担う次世代リーダーの育成，地域企業の
デジタルイノベーションの創出に向けた環境整備・先端的なデジタル技術に係る人材育成の
支援，外国企業との連携を通じた新しい価値を生み出すビジネス展開の支援 

ワーク 

※ イノベーション・エコシステム 
   国・地方自治体，大学，公的研究機関，企業，金融機関などの様々な主体が 
  相互に関与して，イノベーションが持続的に創出される環境や仕組み 

産学金官のパートナーシップ構築と多様な交流機会の創出（ワーク番号29-②） 

■ひろしまオープン・イノベーション推進事業【一部新規】   138百万円 

 〔「チャレンジする人が集まる常設の場（仮称）」施設管理運営事業〕 
 ・ 新たなビジネスや地域づくりに向けた取組にチャレンジする人々が集まる「常設の場」の管理運営 

 〔ひろしまイノベーション・ハブ形成促進事業〕 
 ・ イノベーションの創出を促す機運醸成を図るイベントの開催 
  ・ 起業家を育成するプログラムの実施 
 ・ 事業展開を支援するプログラムの実施 
 ・ 異分野間交流イベントによる事業化の促進 

 〔ひろしまイノベーション・リーダー養成塾〕 
 ・ 次世代の経営層を対象とした実践教育を行う塾の運営 
 ・ 卒業生等のネットワーク化 

 〔ひろしまデジタルイノベーション推進事業〕 
 ・ 高度なシミュレーション技術の活用を通じた開発プロセスの改善等に資する高性能計算機能（スー 
  パーコンピュータ）の利活用や操作方法，技術等に係る人材育成，利用促進，普及啓発の支援   

≪ワーク構成事業≫ 

① イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 

   新しい事業が次々と生まれる事業環境「イノベーション・エコシステム」を形成する
ため，イノベーションの原動力となる人材の育成・集積を進めるとともに，イノベーショ
ン促進に向けた様々な取組を連携させ，様々な分野の人材，資金，情報等を集積・
結合するなど，新たなビジネスの創出などに取り組む。 
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◆プロフェッショナル人材の正規雇用人数 

  （Ｈ２７）４１人 ⇒ （Ｈ２９）７０人 ⇒ （Ｈ３１）３５０人  ※Ｈ27からＨ31までの累計 

◆県内企業における高度で多彩な産業人材の育成人数 

  （Ｈ２９）３８人 ⇒ （Ｈ３２）２００人   ※Ｈ28からＨ32までの累計 

◆常設拠点利用者数 

  （Ｈ２９）３,０００人 ⇒ （Ｈ３１）６,０００人 

 企業の新分野への展開や地域産業の活性化等を図るため，高度な技術・技能や経営感
覚を持ったプロフェッショナル人材など，イノベーションを生み出す多彩な人材の育成と集積
等を推進 

主な成果目標 

■イノベーション人材等育成・確保支援事業   164百万円 

 〔プロフェッショナル人材マッチング支援事業〕 
 ・ プロフェッショナル人材戦略拠点の運営 
 ・ プロフェッショナル人材の受入に伴うコストの支援 

 〔イノベーション人材等育成事業〕 
 ・ 中小・中堅企業が社員を国内外の研修に派遣する費用の支援 
 ・ 個人の専門職大学院等の修学費用支援 
 ・ 経営者層を対象とした実践的マネジメント講座及び人材育成セミナーの開催 
 

 〔広島県ものづくりグローバル人材育成事業〕 
 ・ 優秀な理工系留学生を受け入れ，ものづくり企業のノウハウを生かしたカリキュラムによる人材育成 

イノベーション人材等の育成・確保（ワーク番号33-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

■海外ビジネス展開支援事業【一部新規】   24百万円 

 〔新しい価値を生み出すビジネス展開支援〕 
   ・ 現地コーディネーターを活用したシリコンバレー等の企業と県内企業のビジネスマッチングの実施 
  ・ 友好提携20周年を迎えるハワイとの経済交流を通じた次世代ビジネスリーダーの育成 など 

◆常設拠点利用を通じた事業化件数 

  （Ｈ２９）５件 ⇒ （Ｈ３１）１５件 

※ ワークとは・・・  
  チャレンジビジョンに掲げる各施策の推進に必要な複数の事業を束ねたもので，ワーク毎に成果目標を設定 
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② 多様な創業と新事業展開の促進 

 イノベーションが持続的に生み出される環境整備を進めるため，オール広島創業
支援ネットワークの創業支援機能の強化等を図るとともに，創業機運の醸成等，
潜在的創業希望者の確保・拡大に向けて，地域の創業熱を更に高めていく取組を
推進する。 
 あわせて，県内総生産の大半を占める一方で，生産性が低いサービス産業の生
産性向上に取り組む。 

 県内産業の付加価値の拡大や競争力の強化を図るため，幅広い創業や新たなビジネスが
絶えず創出される環境づくりと中小企業の新事業展開やサービス産業の生産性の向上を支
援  

ワーク 

■創業・新事業展開等支援事業【一部新規】   278百万円 

 ・ オール広島創業支援ネットワークの強化 
 ・ ひろしま創業サポートセンターの運営 
 ・ 創業意識啓発セミナーや創業者への憧れの形成に向けた広島出身創業者等との交流イベントの 
  開催，豊富な社会経験を有するシニア層の創業促進，ポータルサイトでの情報発信等による創業希 
  望者の拡大 
 ・ 専門家で構成する支援チームによる中小企業の新事業展開等の集中支援 
 ・ 中小企業の生産改善や新事業展開を支援する指導人材の育成・派遣 
 ・ 意欲のある経営者の意識改革やＩＴ利活用の促進等によるサービス産業の生産性向上支援 など 

創業や新事業展開の創出（ワーク番号２9-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：広島県中小・ベンチャー企業成長支援事業 等 

  

◆生産性向上（一人当たり付加価値額の増）  

  （Ｈ２４）４５２万円 ⇒ （Ｈ３２）４９３万円以上 

◆開業率 （Ｈ２７）４.４％ ⇒ （Ｈ２９）７.０％ ⇒ （Ｈ３１）１０.０％以上 

主な成果目標 

※ オール広島創業支援ネットワーク 
   県内に“強く”“多様で”“多数の”創業を創出することを目的として，創業支援機     
 関が各々の役割を果たすとともに，関係機関と相互に連携・協力するネットワーク 
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③ 多様な投資誘致の促進 

多様な投資の拡大（ワーク番号29-④） 

 絶え間ないイノベーションが持続的に起こる状況を生み出すため，企業の留置も
含めた従来型の企業誘致に加え，企業の本社・研究開発機能や人材に着目した
多様な投資誘致活動を進めるとともに，企業の立地ニーズを踏まえ，様々な手法
により今後の産業団地の確保に向けた取組を進める。 

ワーク 

 イノベーションが創出される好循環を生み出すため，産業団地への従来型の企業誘致に

加え，本社や研究開発など，機能面に着目した戦略的な企業誘致を促進  

  
◆県内企業の留置（県内への工場集約・拠点化等）件数及び県外企業（工場・物流  
   拠点等）の誘致件数 
  （Ｈ２９）３５件 ⇒ （Ｈ３２）３５件           

■企業立地促進対策事業   4,370百万円 

 ・ 老朽化した動力設備等の更新を含めた，大規模設備投資への助成 
 ・ 基盤産業の設備投資を幅広く支援するための助成 
 ・ 本社機能を移転した企業に対する，社員の転居費用やオフィス改修費等の助成 
 ・ 情報サービス事業所に対する，オフィス賃料と通信回線使用料の助成 
 ・ 産業用地確保のための市町に対する助成 
 ・ 立地ガイドや動画による本県の生活環境も含めた立地環境のＰＲ など  

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：広島港機能施設運営費（造成地分譲促進事業） 

◆本社・研究開発機能等の移転・拡充  
  （Ｈ２９）３０件 ⇒ （Ｈ３１）３０件   

主な成果目標 
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④ 産業競争力の強化 
  県外企業や新興国企業との競争が激化する中，県内企業の更なる競争力の強

化を図るため，医療関連分野における広島の訴求力を高める環境の整備や環境
浄化産業の海外でのビジネス機会の創出支援など，クラスター形成に向けて，関
連産業の振興と集積を着実に進める。 
 また，新たな成長分野等への参入や製品開発など，県内企業の挑戦を後押しす
るため,今後の成長が期待できる航空機関連産業の裾野の拡大に向けた取組や，
関係団体と連携した感性工学に基づく製品開発などを促進する。 

 医療関連産業の振興・集積を図るため，企業活動の支援やひろしま発のビジネス創出を促進 

■医療関連産業クラスター形成事業【一部新規】   129百万円 

 ・ 県内企業による付加価値が高い製品開発の支援 
 ・ 県内企業の技術シーズの提案力強化 
 ・ ビジネスマッチング，県外企業とのネットワークづくり 
 ・ 医療機関等と連携し，医療機器の評価・臨床試験などを行う，訴求力の高い実証フィールドの構築 
 ・ 課題発見型の人材育成プログラムである「バイオデザインプログラム」の推進 
 ・ 「広島」の強みを生かしたモデルプロジェクト創出 など 

医療関連産業の育成によるクラスター形成（ワーク番号31-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

ワーク 

 環境浄化産業の集積や生産規模の拡大を促進するため，市場が拡大する海外での県内
企業のビジネス機会の創出などを支援 

■環境浄化産業クラスター形成事業【一部新規】   65百万円 

 ・ ベトナムやインドネシアにおいて，現地の有力調査機関を活用したマッチングや県内企業の技術を   
   紹介するセミナーを開催 
 ・ 企業の海外展開に係る実証実験や現地拠点の開設への助成等による重点案件の推進 
 ・ 欧州での展示会への出展によるビジネス機会の創出 

 ・ 外部資金を活用したプロジェクト事業への参入促進 など  

環境浄化関連産業の育成によるクラスター形成（ワーク番号31-②） 

≪ワーク構成事業≫ 
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◆医療機器等生産額  
  （Ｈ２７）１６０億円 ⇒ （Ｈ２９）４７０億円 ⇒ （Ｈ３２）１,０００億円             

◆医療機器等製造企業数 
  （Ｈ２７）５０社 ⇒ （Ｈ２９）５５社 ⇒ （Ｈ３２）１００社  

◆環境浄化分野の売上高 
  （Ｈ２７）１,１６２億円 ⇒ （Ｈ２９）１,２５６億円 ⇒ （Ｈ３２）１,５００億円 

主な成果目標 

◆新規参入・受注拡大企業数（航空機関連産業） 

  （Ｈ２９）４社 ⇒ （Ｈ３２）１６社   ※Ｈ28からＨ32までの累計 

 本県の基幹産業において，事業環境の変化に伴って生じる新たな成長機会を高い技術力
で獲得するため，県内企業が行う研究開発を支援し，新技術の芽出しから事業化までの一
連の活動を支援 

■次世代ものづくり基盤形成事業【一部新規】    164百万円 

 ・ 「ひろしま自動車産学官連携推進会議」の活動を通じた独創的技術の創出や人財育成等の支援 
 ・ 自動車メーカーのニーズに合致するサプライヤーの技術等を実験や試作を通じて評価・検証 
 ・ 県内企業が取り組む，応用・実用化段階の技術開発や試作品開発に対する支援 
 ・ カーテクノロジー革新センターの運営を通じた研究開発・人材育成の支援 

 ・ 自動車関連産業サプライヤーのコスト競争力強化及び販路拡大の支援 など  

基幹産業の高度化に向けた研究開発環境の活性化（ワーク番号30-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

※ ひろしま自動車産学官連携推進会議 
   広島地域の自動車産業を活性化することを目的として，自動車メーカー，行政，  
 大学などにより設置された団体 

航空機関連産業の育成・受注獲得に向けた企業活動の活性化（ワーク番号30-③） 

感性工学を活用したものづくりの活性化（ワーク番号30-④） 

 県内企業の国内での生産活動を維持するため，先端技術が求められている航空機関連産
業への新事業展開や感性工学を活用した製品の創出などによる高付加価値なものづくりを
促進 

■新成長分野・新技術創出支援事業【一部新規】   28百万円 

 〔航空機関連産業〕 
 ・ 海外個別商談会の開催  

 ・ 一貫生産体制構築のため，展示商談会に向けた専門家による体制構築の支援 など   

 〔感性工学〕 
 ・ 感性イノベーション講座の開催 
 ・ 製品化支援機関等とのマッチング，モニター調査支援 

≪ワーク構成事業≫ 
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ワーク 

■海外ビジネス展開支援事業【一部新規】   62百万円 

 〔食  品〕    対象地域（四川省，マレーシア，上海等）における商談会等を通じた販路拡大支援 

 〔消費財等〕 西部国際博覧会（四川省）への出展による販路拡大等支援 

 〔日本酒〕   卸売業者との共同プロモーション（フランス）の実施 など 

 県内企業の海外事業展開を促進するため，企業のニーズが高く，ビジネスチャンスが見込
まれる地域・業種において，販路拡大やビジネスマッチングの支援等を実施 

海外ビジネス展開の活性化（ワーク番号32-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：国際経済交流推進事業 

⑤ 世界と直結するビジネス支援 
  海外の成長市場へ積極的に参入するため，現地政府との関係構築や，ビジネス

パートナーの発掘，商談会の開催等により，海外展開を行う県内企業に対する支
援に取り組む。 
 また，本県のグローバルゲートウェイの一つである広島空港の拠点性を一層高
めるため，東アジア・東南アジア路線を中心とした路線網の拡充やＬＣＣの誘致等
を進めるとともに，定時性向上等によるアクセス改善に向けた取組を推進する。 

 航空ネットワークの拡充や航空機利用の利便性向上を図り，中四国地方の拠点空港として
の競争力・拠点性を高めるため，航空会社等に対し，増便や新規路線就航に向けた取組を
実施するとともに，空港アクセスの改善に向けた取組を実施 

■広島空港拠点性強化事業【一部新規】    52百万円 

 ・ エアポートセールスの実施 
 ・ チャーター支援の実施 

 ・ 空港アクセスの改善（白市駅と空港間の路面凍結対策）   など   

広島空港（国際線）の利用拡大（ワーク番号42-①） 

広島空港（国内線）の利用拡大（ワーク番号43-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：新規国際定期路線誘致事業 等 

■次世代ものづくり基盤形成事業   3百万円 

 〔自動車〕    海外展開している自動車関連産業の操業環境の整備 
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主な成果目標 

  
◆県事業による海外売上高増加額（Ｈ２５比） 
 ・食品     （Ｈ２７）８.４億円増 ⇒ （Ｈ２９）１０.３５億円増 ⇒ （Ｈ３４）７０億円増 
 ・消費財等 （Ｈ２７）３.１億円増 ⇒ （Ｈ２９）２４.９億円増  ⇒ （Ｈ３４）１００億円増 
 ・自動車   （Ｈ２７）   ―      ⇒ （Ｈ２９）２０.４億円増  ⇒ （Ｈ３４）３００億円増 

◆国際定期路線数・便数 
  （Ｈ２８）５路線・３２便/週 ⇒ （Ｈ２９）７路線・３６便/週 ⇒ （Ｈ３０）７路線・３６便/週 

◆国内定期路線数・便数 
  （Ｈ２８）５路線・２６便/日 ⇒ （Ｈ２９）６路線・２７便/日 ⇒ （Ｈ３０）６路線・２７便/日 



 

 

⑥ 観光地ひろしまの推進 
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◆総観光客数   
  （Ｈ２７）６,６１８万人 ⇒ （Ｈ２９）６,８００万人 ⇒ （Ｈ３２）７,０００万人 

◆観光消費額 
  （Ｈ２７）３,８６５億円 ⇒ （Ｈ２９）４,０５０億円 ⇒ （Ｈ３２）４,８００億円 

主な成果目標 

ワーク 

■観光地ひろしま推進事業【一部新規】   391百万円 

 〔プロダクトの開発〕 
 ・ 県内周遊の促進や滞在時間の延長に向け，市町等が行うプロダクト開発及び民間事業者等の企  
  画・開発力を活用したプロダクト開発を支援 

 〔国内プロモーション〕 
 ・ テレビや雑誌を通じた情報発信 
 ・ タウン情報誌等によるターゲットエリアを定めた情報発信，宿泊予約サイトを活用した宿泊促進 

 〔国際プロモーション〕 
 ・ 世界最大級の口コミサイトと連携した情報発信 
 ・ 現地旅行会社と連携した広島の観光資源を組み込んだ商品造成，販売促進 など 

 〔マーケティング機能の強化〕 
 ・ 外国人観光客のニーズ，動向等調査 

観光地の魅力向上（ワーク番号39-①） 

外国人観光客の増加（ワーク番号41-①） 

 総観光客数と観光消費額を増加させるため，観光消費につながるプロダクトを生み出す環
境づくりと，戦略的なプロモーションを実施 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：広島島根連携・冬季誘客促進事業，中国５県連携事業 等 

◆外国人観光客数 
  （Ｈ２７）１６６.１万人 ⇒ （Ｈ２９）２３０万人 ⇒ （Ｈ３２） ３００万人 

 地域経済への波及効果の大きい観光関連産業の活性化を図るため，観光消費
額の増加につながるプロダクトを生み出す環境づくりと，効果的なプロモーションを
展開するとともに，外国人観光客に対するサービスの向上や，おもてなしの充実に
よる魅力ある観光地づくりなど，総観光客数と観光消費額の増加に向けた取組を
進める。 
 また，2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて，多くの外国人観光客が
訪れるよう，国や地域ごとの特性に応じた誘客戦略に基づき，インバウンド観光の
促進に向けた取組を進める。 

 

 



 担い手が将来の生活設計を描ける農林水産業の確立を図るため，新規就農者
の雇用の受け皿となるインキュベーション法人の育成や就農実践研修体制の整備
など，キャリアパスの仕組みづくりに向けた支援のほか，農地中間管理機構等を活
用した農地集積など，担い手の規模拡大と経営力強化に向けた支援に取り組む。 
 また，農林水産業のグローバル化による影響も考慮しつつ，本県農林水産業の
経営体質の一層の強化を図るため，畜産やかんきつ経営の競争力強化に向けた
対策などに取り組む。 

⑦ 担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 
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ワーク 

■ひろしま農業創生事業   152百万円 

 ・ 独立就農に向けた生産技術・経営スキルを習得するための実践型研修施設整備を支援 
 ・ 園芸品目の作付を行う担い手に集積する農地の所有者等に対し，協力金を交付 
 ・ 担い手の経営リスクを軽減し，園芸品目等の導入を図るためのリース事業を支援 

県産農産物のシェア拡大（ワーク番号35-①） 

 青年農業経営者の確保・育成や担い手の経営発展，園芸産地等の拡大を加速させるた
め，ＪＡグループ等と連携し，産地の担い手育成システムを構築するとともに，担い手への農
地集積や経営リスク軽減などを一体的に支援 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：かんきつ産地競争力強化緊急対策事業 
                    農産物生産供給体制強化事業 等 

  

主な成果目標 

◆農産物の生産額 
  （Ｈ２７）６３０億円 ⇒ （Ｈ２９）７００億円 ⇒ （Ｈ３２）７３４億円 

◆広島県産和牛出荷頭数 
  （Ｈ２７）３,８００頭 ⇒ （Ｈ２９）４,２００頭 ⇒ （Ｈ３２）６,０００頭 

■広島血統和牛増産緊急対策事業   11百万円 

 ・ 酪農経営や肥育経営が収益力強化のために実施する受精卵移植の拡大や和牛肥育への転換 
   を支援 

広島県産和牛の生産拡大・畜産物の販売力強化（ワーク番号36-①） 

 乳用牛等肥育経営や酪農経営の経営改善及び和牛子牛の増頭による県産和牛の生産
拡大を図るため，和牛受精卵の供給体制強化と乳用牛への和牛受精卵移植の取組を推進 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：家畜人工授精事業 等 
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Ｈ２９事業費 ６３億円 
 

（２） 人づくり 
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■ 広島県に多くの人が集まり，県民みんなで子供たちを育み，すべての県民 

 が生き生きと活躍することができる「欲張りなライフスタイル」の実践に向けて， 

 希望をかなえ，ゆとりを創り出す活動を行うための後押しとなるよう，少子化 

 対策，働き方改革や女性の活躍促進に取り組む。 
 

■ また，国勢調査において４０年ぶりに県人口が社会増に転じるなど，現れ 

 始めた動きを軌道に乗せ，広島を「選ばれる」地域として定着させるため， 

 大都市圏にはない「都市」と「自然」の両方の魅力を強みとした移住・定住の 

 促進や，将来の広島県を支える，様々な変化に対応し社会で活躍できる人 

 材の育成に向けて，幼児期から社会人まで一貫した取組を進める。 

① 少子化対策 

 
 結婚を希望する人が出会い，結婚し，また，子供を希望する人が安心して妊娠・出
産，子育てできる環境を整備するため，男女の新たな出会いの場の創出や，県民全
体で，積極的に結婚を応援する機運の醸成，さらに男性を含めた不妊治療の早期開
始の促進に取り組む。 
 また，子育てへの不安や負担感が解消され，誰もが安心して子育てができるよう，
身近な場所における子供と家庭に関する切れ目のない相談・支援体制の整備に向
けて取り組む。 

ワーク 

■出会い・結婚支援こいのわ事業【一部新規】   34百万円  

 ・ 結婚したい独身男女のみならず，今は結婚を考えていない人も結婚を考えるきっかけとなるような 
   啓発プロモーションを実施 
 ・ より多くの出会いの場を創出し，県民全体の出会い・結婚の機運を高めるため民間のレストランやカ 
   フェ等主催のこいのわカフェを実施 
 ・ 地域で結婚支援やカップルフォローを行う「ひろしま出会いサポーターズ」の任命，こいのわカフェの 
   運営支援やカップルフォローを行う「こいのわボランティア」を養成 

≪ワーク構成事業≫ 

有配偶者率の向上（ワーク番号1-①） 

 県が行う出会い・結婚支援施策の認知度を高め，若者の婚活参加率の向上を図るため，
若者独身者を対象としたプロモーションの展開や出会いの場等を創出 

 ※その他のワーク構成事業：ひろしま出会いサポートセンター運営事業 
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子育ての不安を解消するワンストップ相談体制の確立（ワーク番号4-①） 

 誰もが安心して子育てができるように，身近な場所における子供と家庭に関する切れ目の
ない相談・支援体制の整備を進めるため，「ひろしま版ネウボラ」のモデル的な設置を支援す
るとともに，その効果や課題を検証 

■ひろしま版ネウボラ構築事業【新規】   78百万円  

 ・ 妊娠期から子育て期までの切れ目のないサービスをワンストップで提供し，妊娠・出産・子育て中 
  の親等の相談拠点となる「ネウボラ」をモデル的に設置する市町を支援（尾道市，福山市，海田町） 
 ・ モデル事業の効果的な推進や，全県への設置促進に向けた効果及び課題を検証するため， 
  「モデル事業推進会議」を設置 
 ・ 「ひろしま版ネウボラ」の構築に必要な保健師，助産師，看護師等の専門職を確保するため， 
  人材の掘り起しや資質向上に向けた研修等を実施 

≪ワーク構成事業≫ 

  

主な成果目標 

◆女性（２５歳～３９歳）の有配偶者率  
  （Ｈ２７）５９.０％  ⇒ （Ｈ３２）６３.２％ 

◆いつでも安心して子供を預けて働くことができる環境が整っていると思う人の割合 
  （Ｈ２７）５０％ ⇒ （Ｈ２９）６５％ ⇒ （Ｈ３１）７０％ 

◆男性（２５歳～３９歳）の有配偶者率  
  （Ｈ２７）４９.８％  ⇒ （Ｈ３２）５３.５％ 

いつでも安心して預けられる保育環境の確保（ワーク番号3-①） 

 保育サービスの量的拡充や子育ての不安解消に向けたサービスの質の向上により，仕事と
子育てを両立しやすい環境整備を促進 

■多様な保育サービス充実事業【一部新規】   1,885百万円  

 ・ 認定こども園及び保育所等の整備等による保育の受入枠の確保 
 ・ 保育士人材バンクの運営による潜在保育士等と保育施設のマッチング 
 ・ 認可外保育施設を利用した場合の負担増に対する支援や，認可外保育施設に係る情報提供・発信に 
  よる利便性の向上 
 ・ 医療的ケア児を受け入れるための看護師等雇上経費の支援 
 ・ 病児保育の相互利用連携の促進や，将来のあり方の検討 など 

≪ワーク構成事業≫ 

※ ネウボラ 
   フィンランドで制度化されている妊娠・出産・子育てに関する支援施設のこと。 
  妊娠、出産から就学前までの育児を切れ目なく継続的に支援するのが特長。 
  フィンランド語で「アドバイスする場所」という意味。 
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主な成果目標 

多様な働き方に取り組む企業の増加（ワーク番号9・10-①） 

 県民の仕事と暮らしの充実に配慮できる環境を実現するため，働き方改革に取り組む県内
企業を支援することで，企業における多様な働き方の広がりを促進 

■働き方改革推進事業【一部新規】   100百万円  

 〔優良企業の取組事例の見える化・情報発信〕 
 ・ 県内経済団体が新設する認定制度と連携し，優良事例を見える化・情報発信 
 ・ 取組マニュアル・取組事例集の作成 
 ・ 企業コンサルティングによるモデル優良企業の創出 
  

 〔行動の後押し〕 
 ・ 経営者層への働きかけ（企業経営者勉強会，イクボス同盟の活動充実） 
 ・ 取組の導入・実践支援（外部視点によるアドバイス，企業内推進人材育成支援） 
 

 〔機運醸成〕 
 ・ 県内企業等が働き方改革や女性活躍への理解を深め，取組を進める契機となるフォーラムの開催 
                                                                                                               など 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：働き方改革・女性活躍推進事業 

② 働き方改革 

 

ワーク 

 長時間労働を前提としたこれまでの働き方を見直し，個人の置かれた状況やラ
イフスタイルに応じた多様な働き方ができるよう，県内企業の働き方改革促進に向
けた実効性のある施策を総合的に推進する。 
 また，経済団体・労働団体・行政等で構成する「働き方改革推進・働く女性応援
会議ひろしま」と連携して，県内全体で働き方改革に取り組む機運醸成を図る。 

  

◆一般事業主行動計画を策定し，次世代育成支援に取り組む企業 
  （従業員数３１人以上）の割合 
  （Ｈ２７）４１.８％ ⇒ （Ｈ２９）６４.０％ ⇒ （Ｈ３２）８０.０％以上 

◆一人当たりの年次有給休暇取得率 
  （Ｈ２７）４６.３％ ⇒ （Ｈ２９）５２.１％ ⇒ （Ｈ３２）６０.０％ 

◆週労働時間６０時間以上の雇用者の割合 
  （Ｈ２７）８.０％ ⇒ （Ｈ２９）７.３％ ⇒ （Ｈ３２）６.１％ 

◆在宅勤務制度や短時間勤務制度等，時間や場所にとらわれない多様な働き方が 
 できる制度を導入するなど働き方改革に取り組む企業 （従業員数３１人以上）の割合 
  （Ｈ２８）３５.５％ ⇒ （Ｈ２９）４０.０％ ⇒ （Ｈ３２）８０.０％以上 
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③ 女性の働きやすさ日本一への挑戦 

 女性がその個性と能力を十分に発揮し，働くことができる環境を整備するため，ラ
イフスタイルに応じて多様な働き方ができる「働き方改革」の推進はもとより，仕事と
家庭の両立のノウハウを学ぶ機会の提供や，将来管理職となる世代の女性従業員
のキャリアアップ研修など，企業等が行う女性活躍の取組を支援する。 
 また，「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま」とも連携しながら，男性の意
識変革に向けた取組，潜在的に働く意欲のある女性の再就職や創業の支援などの
取組を進める。 

  

主な成果目標 

◆女性（２５歳～４４歳）の就業率 
  （Ｈ２２）６８.０％ ⇒ （Ｈ２９）７１.５％ ⇒ （Ｈ３２）７３.０％ 

ワーク 

≪ワーク構成事業≫ 

 女性の活躍促進のため，仕事と子育てを両立しやすい職場環境づくりや就業継続，再就
職支援を行うとともに，女性の管理職登用を推進 

女性の就業率の向上（ワーク番号7-①） 

■女性の活躍促進事業【一部新規】   124百万円 

 ・ 女性活躍における先進的で活用度の高い事例を収集し，県内企業，女性に向けて発信 
 ・ 管理職登用に向けた人材育成を支援するため，女性従業員及び女性部下を持つ管理職に対す 
   る研修の実施 
 ・ 県内企業に対して働き方改革・女性活躍推進員が直接アプローチし，経営にプラスとなる事例等 
   を確実に届け，企業の取組を促進 
 ・ わーくわくママサポートコーナー（広島・福山）の運営による女性の再就職支援 
 ・ 出産・育児等により会社を辞めることなく就業継続ができるよう意識改革やノウハウを習得するた 
   めの研修会や出前講座の開催 

◆事業所における指導的立場に占める女性の割合 
  （Ｈ２８）１８.７％ ⇒ （Ｈ２９）２２.５％ ⇒ （Ｈ３２）３０.０％ 



④ 多様な人材の就職に向けた後押し 
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地域ぐるみの青少年の健全育成（ワーク番号20-④） 

■非行少年等就労支援事業【新規】   1百万円    

 ・ 非行や罪を犯した少年を対象に，民間支援団体が行う協力企業等における就労体験の取組を  
  支援  

 非行や罪を犯した少年の社会復帰を促進するため，民間支援団体が行う就労体験の取
組を支援 

ワーク 

 働くことを希望するすべての県民が，希望する職業に従事し，安定的な収入を得
ることができるよう，就職希望者に対する就業支援や，インターンシップの実施に
よる学生の就業体験の場の提供や県内企業の魅力の発信など，関係機関と連携
しながら，若者，高年齢者，障害者など，多様な人材やニーズに応じた就業支援
の取組を進める。 

≪ワーク構成事業≫ 

■若年者就職による社会減対策事業【一部新規】   24百万円 【一部再掲】 

 〔県内大学生地元就職者対象〕 
 ・ インターンシップの拡充，企業見学会等の開催  
 ・ 業界研究セミナー，イベントの実施 など 
  

 〔第二新卒者対象〕 
 ・ 第二新卒者の積極採用企業の掘り起し，第二新卒者向け合同企業面接会の開催 など 
 

 〔情報発信〕 
 ・ 県内外の大学生等向けにワンストップで情報発信できるサイトの再構築 など 

≪ワーク構成事業≫ 

新卒学生等の県内就職者数の増加（ワーク番号１1･13-②）≪一部再掲，本文p.17≫ 

 県内大学生の地元就職を促進するため，マッチング機会の提供や県内就職に向けた意識
を醸成するほか，第二新卒者の県内就職促進及び県内企業の情報発信を強化 
 

主な成果目標 

  

◆非行や罪を犯した少年の保護観察終了後の無職者数 
  （Ｈ２７）約６０名 ⇒ （Ｈ２９）３０名 

◆県内大学生の県内就職者数 
  （Ｈ２７）４,９０１人 ⇒ （Ｈ２９）４,９６１人 ⇒ （Ｈ３１）５,６０１人  



⑤ 東京圏等から広島への定住促進 
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県外からの移住者数の増加（ワーク番号11･13-①） 

■ひろしまスタイル定住促進事業【一部新規】   75百万円    

 〔広島らしいライフスタイルの魅力発信〕 
 ・ ホームページや雑誌等による情報発信  
 ・ 市町や企業等と連携した定住フェアの実施 

 〔移住希望者と地域のマッチング〕 
 ・ 相談窓口の運営 
 ・ 相談者の来広支援 
 ・ 就職・起業に係るサポートの充実 

 〔移住者に対する受け皿づくり〕 
 ・ モデル地域と連携した移住促進施策の実施 
 ・ 交流定住促進協議会への参画 

 「都市と自然の近接性」という地域特性を生かした広島らしいライフスタイルの魅力の発信
や，定住相談窓口などの定住サポート体制の強化等を通して，東京圏で高まりつつある地方
移住の機運を取り込み，移住・定住につなげる仕組みづくりを推進 
 また，空き家を地域の有用な資産として積極的活用を図るため，専門家のアドバイス等に
より市町の取組を支援するとともに，空き家再生に向けたコア人材を育成し，移住希望者との
マッチングを促進 

ワーク 

 東京圏で高まりつつある地方移住の機運を取り込み，定住につなげる仕組みづ
くりを推進するため，広島らしいライフスタイルの魅力発信や，移住希望者に対す
るきめ細かいサポート，定住の受け皿づくりを進める。 
 また，大学進学や就職時における転出超過の改善，県外学生のＵＩＪターン就職
の促進など，転入促進・転出抑制の両面から人口の社会減対策に集中的に取り
組む。 

■空き家活用検討事業【一部新規】   18百万円 

 ・ 空き家バンクＨＰによる情報発信，市町や地域への専門家派遣等 
 ・ 空き家の再生に向けた地域のリーダーとなる人材育成のためのリノベーション研修会の開催 
  

≪ワーク構成事業≫ 

新卒学生等の県内就職者数の増加（ワーク番号１1･13-②） 

 若年人口の転出超過を解消し，本県経済や地域活力の維持向上を図るため，県内大学
生の地元就職や県外大学生等のＵＩＪターン就職を促進 

■若年者就職による社会減対策事業【一部新規】   39百万円 

 〔県内大学生地元就職者対象〕 
 ・ インターンシップの拡充，企業見学会等の開催  
 ・ 業界研究セミナー，イベントの実施 など 

   

≪ワーク構成事業≫ 
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主な成果目標 

◆県外からの定住世帯数（定住施策捕捉分） 
  （Ｈ２７）１０９世帯 ⇒ （Ｈ２９）１２３世帯 ⇒ （Ｈ３１）１６２世帯 

◆新卒大学生のＵＩＪターン率（関東・関西） 
  （Ｈ２７）３２.６％ ⇒ （Ｈ２９）３３.９％ ⇒ （Ｈ３１）３６.４％  

  
 〔県外大学生ＵＩＪターン就職者対象〕 
 ・ 関東・関西圏での就職支援協定締結大学の拡充 
 ・ 大学生と県内企業社員との交流会等の開催 
 ・ 県事務所（東京・大阪）活用による企業説明会の開催 
 ・ 中四国・九州圏での大学キャリアセンターとの関係構築・連携強化 
 ・ １，2年生対象サマーワークショップの開催（現場体験プログラム，先輩社会人と学生の交流会） など 

 〔県外高校生就職者対象〕 
 ・ 九州の高校教員を対象とした県内企業説明会の開催 

 〔第二新卒者対象〕 
 ・ 第二新卒者の積極採用企業の掘り起し，第二新卒者向け合同企業面接会の開催 など 

 〔情報発信〕 
 ・ 県内外の大学生等向けにワンストップで情報発信できるサイトの再構築 など 

◆新卒大学生のＵＩＪターン率（中四国・九州） 
  （Ｈ２７）６５.２％ ⇒ （Ｈ２９）６７.０％ ⇒ （Ｈ３１）７０.３％  

◆県内大学生の県内就職者数 
  （Ｈ２７）４,９０１人 ⇒ （Ｈ２９）４,９６１人 ⇒ （Ｈ３１）５,６０１人  

◆県外高校生の県内就職者数 
  （Ｈ２７）１,１９６人 ⇒ （Ｈ２９）１,２２１人 ⇒ （Ｈ３１）１,３４６人  
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■「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト【一部新規】   28百万円 

 ・ 「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランの普及・啓発 
 ・ 幼児教育アドバイザーの訪問指導による教育内容の充実 
 ・ 家庭での具体的な取組に関する情報提供 
 ・ 家庭教育支援チーム組織化に係る支援 
 ・ 「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランを「オール広島県」で推進する体制の検討  など 

≪ワーク構成事業≫ 

幼児教育の充実（ワーク番号17-①） 

 全県的な乳幼児期の教育・保育の質の向上に向け，家庭教育への支援や教育・保育施
設への支援などの取組を実施 

⑥ 社会で活躍する人材の育成 

ワーク 

小・中学校における学力向上（ワーク番号17-②） 

高等学校における学力向上（ワーク番号17-③） 

■小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト   20百万円 

 ・ 「学びの変革」パイロット校（30校） 
 ・ 実践指定校（46校） 
 ・ 各市町の「学びの変革」推進協議会における普及促進 など 

 広島版「学びの変革」アクション・プランに基づき，小・中・高等学校における「課題発見・解
決学習」を推進し，児童生徒の主体的な学びを促進 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：基礎学力定着プロジェクト事業 等 

■高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト【一部新規】   35百万円 

 ・ 探究コアスクール（６校） 
 ・ 活用コアスクール（18校） 
 ・ 中核教員養成（30名） 
 ・ スーパーグローバルハイスクール（広島高等学校） 
 ・ 各校のリーダー教員養成（80名） 
 ・ 優れた課題発見・解決学習をまとめた事例集の作成  など 

 本県の更なる成長や持続的な発展を支えていくため，幼児期から大学・社会人ま
でを見据え，生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値
を創造することのできる人材の育成を進める。 
 乳幼児期については，本県が目指す乳幼児の姿を共有し，その実現に向けた施
策を具体化するとともに，総合的・計画的に取組を進める。 
 小・中・高等学校段階においては，全県的な「学びの変革」に取り組み，児童生徒
が自ら問題を発見し，解決する「課題発見・解決学習」や，グローバルマインド・実践
的なコミュニケーション能力を育成する「異文化間協働活動」を系統的に進める。 
 また，「学びの変革」を先導的に実践する「グローバルリーダー育成校（仮称）」の
平成３１年４月の開校に向けて，着実に準備を進める。 
  

 本県の更なる成長や持続的な発展を支えていくため，幼児期から大学・社会人ま
でを見据え，生涯にわたって主体的に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値
を創造することのできる人材の育成を進める。 
 乳幼児期については，本県が目指す乳幼児の姿を共有し，その実現に向けた施
策を具体化するとともに，総合的・計画的に取組を進める。 
 小・中・高等学校段階においては，全県的な「学びの変革」に取り組み，児童生徒
が自ら問題を発見し，解決する「課題発見・解決学習」や，グローバルマインド・実践
的なコミュニケーション能力を育成する「異文化間協働活動」を系統的に進める。 
 また，「学びの変革」を先導的に実践する「グローバルリーダー育成校（仮称）」の
平成３１年４月の開校に向けて，着実に準備を進める。 
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■異文化間協働活動推進事業～高校生海外留学１万人プロジェクト～ 【一部新規】   74百万円 

 ・ 海外教育行政機関と連携した共同プロジェクトの実施（広島版受入モデル） 
 ・ 小中高で連携した姉妹校受入支援 
 ・ 姉妹校を活用した高校段階での留学促進 
 ・ 短期留学プログラムの改善運用  
 ・ 英語教育の早期化・高度化に向けた教育カリキュラムの研究開発 など 

≪ワーク構成事業≫ 

グローバル・マインド，実践的なコミュニケーション能力の育成（ワーク番号18-②） 

 全ての小・中・高等学校において異文化間協働活動が活発に行われるとともに，高校段階
で毎年1,000人以上の生徒が海外に留学することを目指して必要な教育環境を整備 

■「学びの変革」牽引プロジェクト【一部新規】   314百万円 

 ・ 海外の教育機関等と連携した「国際協働型プロジェクト学習」の実践・研究 
 ・ 研究機関や有識者等との連携によるカリキュラムの研究開発 
 ・ 学校案内等の作成，国内外での学校説明会の開催 
 ・ サマースクール(宿泊体験型オープンスクール)の実施 
 ・ 教職員の海外大学等長期研修派遣の実施 
 ・ 学校施設の基本設計・実施設計 など  

≪ワーク構成事業≫ 

コンピテンシー育成に向けた先進的な教育環境の整備（ワーク番号18-①） 

  「学びの変革」を先導的に実践する全寮制中高一貫教育校（グローバルリーダー育成校（
仮称））を設置するとともに，そのノウハウを全県的に共有することにより，広島県全体の「学び
の変革」を早期に実現 

■オリンピック・パラリンピック教育推進事業【新規】   10百万円 

 ・ オリンピアン・パラリンピアンの派遣による出張授業 
 ・ モデル授業や教材等の開発  
 ・ 広島県コンソーシアム推進校ワークショップの開催 
 ・ オリンピック・パラリンピック教育推進セミナーの開催   

≪ワーク構成事業≫ 

体力・運動能力の向上（ワーク番号17-⑤） 

 学校でオリンピック・パラリンピック教育を実施することにより，オリンピック・パラリンピックムー
ブメントを推進し，児童生徒のスポーツに対する学びを促進 



- 21 - 

  

主な成果目標 

◆「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プランに定める５つの力が育まれている 
 年長児の割合 
  （Ｈ２７）７２.０％ ⇒ （Ｈ２９）７４.０％ ⇒ （Ｈ３２）８０.０％以上 

◆高校段階での留学経験者数 
  （Ｈ２７）２９６人 ⇒ （Ｈ２９）７５０人 ⇒ （Ｈ３０）１,０００人以上 

■「学びの変革」ＩＣＴ活用推進プロジェクト【新規】   55百万円 

 ・ ＩＣＴ機器を試行導入し，授業におけるＩＣＴの活用方法を検討 
 ・ 今後のＩＣＴの環境整備について調査検討 など 

≪ワーク構成事業≫ 

ＩＣＴの効果的な活用による主体的に学ぶ力の育成（ワーク番号18-③） 

 広島版「学びの変革」アクション・プランに基づいて推進している「課題発見・解決学習」にお
いて，ＩＣＴを効果的に活用することにより，生徒の主体的に学ぶ力の育成を促進 

◆全国学力・学習状況調査の平均正答率におけるトップ県とのポイント差 
   目標：（Ｈ26）小６：▲5.2，中３：▲5.0 ⇒ （Ｈ32）小６：▲4.0，中３：▲4.0  
   実績：（Ｈ28）小６：▲2.3，中３：▲4.1  



  

 

Ｈ２９事業費 ５２億円 
 

（３） 安心な暮らしづくり 
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■ 子供の将来がその生まれ育った環境に左右されることのない社会の実 

 現など，すべての人が共に生きる社会の仕組みづくりに取り組む。 

 

■ また，地域の実情に応じた医療・介護の提供体制の構築や，がん対策日 

 本一に向けた取組の強化，健康医療情報等を活用した健康づくりなどに取り 

 組み，「欲張りなライフスタイル」を支える基盤として，県民の安心な暮らしづ 

 くりを推進する。   

 子供の将来がその生まれ育った環境に左右されることのない社会の実現に向け，
子供の貧困対策における効果的な支援の在り方を検討するため，子供の生活実態や
学習環境等の調査に取り組む。  
 また，施設・設備が老朽化している県立医療型障害児入所施設について，療育環境
の改善を図るとともに，重症心身障害児(者)の抱える課題やニーズを踏まえた施設の
機能強化を行う。 

① すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり 

ワーク 

≪ワーク構成事業≫ 

すべての子供を社会全体で育む仕組みの充実（ワーク番号56-①②③） 

 経済的事情などに関わらず教育機会へアクセスできる環境の構築に向けた検討や，児童
養護施設等の支援機関における支援の具体例等を把握するための調査等を実施          

 ※その他のワーク構成事業： 児童虐待防止対策事業 
                      ひとり親家庭生活支援事業  等 

■子供の生活に関する実態調査【新規】   13百万円 

 ・ 子供の生活実態や学習環境を把握するため子供・保護者調査を実施 
 ・ 支援事例等の収集，課題，子供や家庭のニーズを把握するため支援機関等調査を実施  

■家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業【新規】     
  3百万円 

 ・ 有識者からの意見聴取や先進事例等の調査 
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② 信頼される医療・介護提供体制の構築 

 

ワーク 

医療資源の効果的な活用（ワーク番号44-①）,在宅医療連携体制の確保（ワーク番号45-①） 

介護サービス基盤の整備（ワーク番号45-②） 

介護サービスの質向上と適正化（ワーク番号45-③） 

認知症サポート体制の充実（ワーク番号45-④），医師の確保（ワーク番号47-①） 

看護師等の確保（ワーク番号47-②），介護人材の確保・育成，定着（ワーク番号48-①） 

■地域医療介護総合確保事業【一部新規】   5,049百万円 
  ※基金積立を除く実質事業費 

 〔医療資源の効果的な活用〕  
 ・ 病床機能の転換に向け，医療機関を支援するための相談窓口を設置 

 ・ 地域医療連携情報ネットワーク（ＨＭネット）に参加する医療機関等への支援 など 

 〔在宅医療連携体制の確保〕 
 ・ 市町の地域包括ケア体制の構築に向けた取組に対し，専門職派遣等による支援を実施 
 ・ 在宅の認知症高齢者等の服薬支援等を行う在宅医療薬剤師支援センターの整備を支援 など 

 
 〔介護サービス基盤の整備〕 
 ・ 市町の介護保険事業計画に基づく介護施設等の整備や開設準備を支援 

 
 〔介護サービスの質向上と適正化〕  
 ・ ケアマネジャーの資質向上とネットワークの構築のための事例検討会等を実施 
 ・ 地域リハビリテーションの普及拡大に向け，実例に基づくマニュアルを作成 など 

 地域において，限りある医療・介護資源を効果的に活用して，急性期医療から在宅医療・
介護まで一連のサービスが適切に提供されるよう，効率的かつ質の高い医療提供体制と地
域包括ケア体制を構築 

≪ワーク構成事業≫ 

 県民が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活できるよう，限りある医療資源
を効率的に活用するための医療機能の分化・連携と，在宅医療・介護サービスの基
盤となる地域包括ケアシステムの構築を一体的かつ着実に推進する。 
 また，医師・看護職員等の医療従事者や介護職員について，地域の実情に応じた
人材の確保・育成に取り組む。 

  

主な成果目標 

◆県立施設（わかば療育園）の発達外来初診待機期間  
  （Ｈ２７）９か月 ⇒ （Ｈ２９）６か月 ⇒ （Ｈ３０）５か月 

≪ワーク構成事業≫ 

障害特性に対応した保健・医療・療育体制の充実（ワーク番号55-②） 

 施設・設備が老朽化している県立医療型障害児入所施設（３施設）の療育環境の改善，
重症心身障害児（者）の在宅支援機能の強化及び医療体制の効率化による診療の充実  

 ※その他のワーク構成事業：高次脳機能障害支援体制整備事業 等 

■県立医療型障害児入所施設整備事業【新規】  44百万円 

 ・ わかば療育園，若草療育園，若草園の移転・改修等に必要な工事の基本設計を実施  
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主な成果目標 

◆広島都市圏の基幹病院の平均在院日数  
  （Ｈ２６）１２.２８日 ⇒ （Ｈ２９）前年度比短縮 ⇒ （Ｈ３２）１０日以内 

◆地域包括ケア実施日常生活圏域数（評価指標による評価が基準を満たす圏域） 
  （Ｈ２７）４９圏域 ⇒ （Ｈ２９）１２５圏域   ※Ｈ26からＨ29までの累計 

◆県内医療に携わる医師数（人口１０万人対の医療施設従事医師数）  
  （Ｈ２６）２５２.１人 ⇒ （Ｈ２９）前回調査比増 ⇒ （Ｈ３２）２６４.６人以上 

◆医療施設従事看護職員数  
  （Ｈ２６）４１,４５１人 ⇒ （Ｈ３０）４４,８６４人 ⇒ （Ｈ３７）５０,３００人 

■広島都市圏の医療機能強化事業【一部新規】   16百万円 

 ・ 基幹病院等連携強化実行会議などの開催 
 ・ 基幹病院等連携に向けた経営のあり方に関する調査・分析 

≪ワーク構成事業≫ 

 今後の医療需要の増大に対応するため，医療資源が集中する広島都市圏における医療
提供体制の効率化と若手医師を惹きつける医療環境の整備を促進 

広島都市圏の医療提供体制の効率化・高度化（ワーク番号46-①） 

 〔認知症サポート体制の充実〕  
 ・ 認知症患者の生活障害の改善を目指し，食事場面でのリハビリテーション手技を開発 

 ・ 認知症ケアに係る介護従事者等への研修を実施 など 
 

 〔医療従事者の確保〕 
 ・ 広島大学ふるさと枠・岡山大学地域枠等の医学生へ奨学金を貸付 
 ・ 看護師等養成所の運営を支援 など 

 
 〔介護人材の確保・育成，定着〕 
 ・ 介護人材に係る就職面談会の実施や職場環境の改善を支援 
 ・ 介護従事者の負担軽減のため，介護事業所における介護ロボット導入を支援 など 

 ※その他のワーク構成事業：認知症にやさしい地域づくり支援事業 等 

◆介護職員数  
  （Ｈ２７）４３,７４７人 ⇒ （Ｈ２９）前回調査より向上 ⇒ （Ｈ３７）５４,７６２人 



  がん対策日本一の実現に向け，がんになるリスクを軽減するための予防対策や
がん検診受診促進の取組強化，がんに対する正しい理解と行動変容の促進など，
総合的ながん対策を進める。 
 また，治療を受けながら豊かに生活できる社会の実現に向けて，「Ｔｅａｍがん対
策ひろしま」等の全国に先駆けた取組を実施することにより，がんになっても働き続
けやすい環境づくりに取り組む。 

③ がん対策日本一に向けた取組の強化 
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ワーク 

≪ワーク構成事業≫ 

がん予防（ワーク番号52-①）,がん検診受診によるがんの早期発見（ワーク番号52-②） 

がんに対する正しい理解と行動変容（ワーク番号52-④） 

■「がん対策日本一」推進事業【一部新規】   63百万円 

 〔がん予防〕 
 ・ 肝疾患患者フォローアップシステムを活用した肝炎ウイルス陽性者への受診勧奨及び定期検査 
   費用助成による肝がんへの移行防止 など 
 

 〔がん検診受診によるがんの早期発見〕 
 ・ 「がん検診」への関心を定着させる効果的な情報発信，イベント・キャンペーンを実施 
 ・ 市町が行う対象者を絞り込んだ受診勧奨・再勧奨へのきめ細かな支援を実施  
 ・ 市町が行うがん検診の精度向上のため，専門家による評価・助言，研修等を実施  
 

 〔がんに対する正しい理解と行動変容〕 
 ・ がん予防や就労支援等に取り組む「Ｔｅａｍがん対策ひろしま」登録企業への支援を実施   
 ・ 身近なかかりつけ医や薬剤師を「がんよろず相談医」・「がん検診サポート薬剤師」として養成し， 
   検診の受診勧奨等を実施  

 がん対策推進計画に掲げる６つの柱のうち，がんと診断される前の取組である「がん予防」
と「がん検診」の取組を強化するとともに，がんに対する正しい理解と行動変容を促進            

  

主な成果目標 

◆がん検診受診率 
 ・胃がん   （Ｈ２５）４０.５％ ⇒ （Ｈ２９）５０.０％以上 
 ・肺がん   （Ｈ２５）４１.３％ ⇒ （Ｈ２９）５０.０％以上 
 ・大腸がん （Ｈ２５）３７.２％ ⇒ （Ｈ２９）５０.０％以上 

◆肝がんによる７５歳未満年齢調整死亡率（人口１０万人対） 
  （Ｈ２７）６.６人  ⇒ （Ｈ３２）５.６人 

◆「Ｔｅａｍがん対策ひろしま」登録企業数 
  （Ｈ２７）２５社  ⇒ （Ｈ２９）４５社（累計） 

※ Ｔｅａｍがん対策ひろしま 
   社員のがん検診受診率の向上や就労支援など“総合的ながん対策”に 
   主体的・積極的に取り組む企業の登録制度 
 



 県民の健康寿命の延伸を図るため，特定健康診査の結果やレセプト情報等を活
用した効果的な疾病予防・重症化予防の推進や，健康づくりの取組を後押しする
ヘルスケアポイント制度の普及など，健康づくりに向けた行動変容が県民全体に
広がっていくよう，市町，医療保険者，企業等と連携して取り組む。 

④ 健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 

ワーク 

≪ワーク構成事業≫ 

健康な県民の割合の増加（ワーク番号49-①） 

■疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業   4百万円 

 ・ レセプトデータ等の健康医療情報等を活用した，糖尿病に係る「疾病予防・重症化予防モデル事 
   業」の全県展開 
 ・ 県民の健康に関する取組に対しポイントを付与し，様々な特典が得られる仕組みである「ヘルス 
   ケアポイント制度」の普及促進  

 県民の健康寿命の延伸を図るため，一人ひとりの健康状態に応じた支援に重点を置いた
ヘルスケア事業の手法の確立と環境の整備により，県民の健康づくりへの行動変容を促進              

 ※その他のワーク構成事業：健康ひろしま２１推進事業 等 
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主な成果目標 

◆特定健康診査受診率  
  （Ｈ２６）４２.９％ ⇒ （Ｈ２９）６５.０％ ⇒ （Ｈ３２）７０.０％ 

◆メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率（Ｈ２０比） 
  （Ｈ２６）５.６％増加 ⇒ （Ｈ２９）２５.０％減少 

◆健康寿命の延伸  
  （Ｈ２５）男性７０.９３年  女性７２.８４年 
⇒ （Ｈ３４）全国平均を上回り，平均寿命の伸び以上に延伸 



  

 

Ｈ２９事業費 ９億円 
 

（４） 豊かな地域づくり 
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■ 本県が有する地域特性や資源を活用した魅力を創出し，新たな活力を 

 生み出していくため，都市と自然の近接性，世界に誇れる「瀬戸内海」など, 

 魅力あふれる多彩な資源を生かして，県民が「欲張りなライフスタイル」を楽 

 しみ，県外の人々からも「住んでみたい」と評価されるよう，市町と連携した地 

 域活性化に取り組む。 

 

① 中山間地域の地域力強化 

 人口減少や少子高齢化が進む中山間地域においては，地域づくりの原動力とな
る多様な主体の自主的・主体的な活動を一層加速させる必要がある。このため，
中山間地域の価値に共鳴する若い世代を地域に呼び込み，その活力を地域に根
付かせていくための取組を促進する。 

 中山間地域の未来をリードし，サポートする人材のネットワークづくりを加速させるため，その
起爆剤となる県民参加型の大規模プロジェクトを開催するとともに，若手リーダーの育成や地
域貢献に意欲のある首都圏の若者と地域のマッチングを図る取組を推進 
 また，こうした取組を通じて，県内全域で展開される多様な人材の交流促進や活動の継
続・拡大を支援するための人材プラットフォームを運営 

地域における≪つながり力≫の強化と活躍人材の育成・ネットワークづくり 
（ワーク番号76-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

ワーク 

■「ひろしま さとやま未来博2017」開催事業   172百万円 
 〔ココロザシ応援プロジェクト〕 
 ・ 地域づくりに向けた県民の多様な実践活動を支援 

 〔シンボルプロジェクト〕 
 ・ 廃校リノベーション，さとやまソーシャルライド，さとやま未来展など，中山間地域への共感と誘客 
  促進を図るためのシンボルプロジェクトを展開 
 〔プロモーション〕 
 ・ さとやま未来博の認知度の向上と幅広い参画を得るためのプロモーション活動を展開 

  ◆地域づくり活動をリードする人材の育成 
     （Ｈ２８）３６人 ⇒ （Ｈ２９）２５５人 ⇒ （Ｈ３２）３６０人 
       ※１月末現在 

 ※その他のワーク構成事業：ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト 

■中山間地域元気づくり推進事業【一部新規】    20百万円 

 ・ 「ひろしま『ひと・夢』未来塾」による地域リーダーの育成 
    （はじめの一歩コース，プロフェッショナルコース） 
 ・ 地域づくり活動をリードする人材のプラットフォームとなる「ひろしま里山・チーム５００」の運営 など 
 

主な成果目標 



 広島都市圏の活力と賑わいを生み出す中心である広島市都心部の活性化に向
けて，目指す姿や取組の方向性を描く「ひろしま都心活性化プラン」（平成２９年３
月策定予定）を実現するため，官民一体となったまちづくりを推進する。 
 また，デザイン性のある魅力あるまちなみづくりに取り組む市町への支援や，魅
力ある建築物の創造など，質の高い地域環境の創出に向けた取組を推進する。 
 

② 多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 
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ワーク 

多様な人材を惹きつける魅力的な地域環境の創出（ワーク番号70-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

 県内外の多様な人材を惹きつける地域環境を創出するため，広島駅周辺や紙屋町・八丁
堀地区の活性化に向けた体制づくりや，福山駅前地区の拠点性向上などの取組を支援 
 また，本県における集客・交流の促進など地域の賑わい創出に向けて，魅力ある景観等，
デザイン性のある都市空間の形成を図るため，市町が行う魅力あるまちなみづくりを支援 

■都市圏魅力創造事業【一部新規】    2百万円 

 〔都心の活性化に向けた体制づくり〕 
 ・  広島駅周辺地区内の事業者等によるエリアマネジメント組織の設立等の支援及び紙屋町・八丁 
   堀地区での推進体制の構築に向けた検討 
 
 〔都心の地区計画の見直し〕 
 ・ 紙屋町・八丁堀地区等における低層部へのにぎわい施設等の誘導と容積率緩和を併せて制度 
  化するなどの都市計画制度による規制等の見直しの検討に参画 

■福山駅前地区再生への支援【新規】    

 ・ 福山駅前地区の再生を図るため，福山市が策定する「（仮称）福山駅前再生ビジョン」 の検討に 
  参画  

 ※その他のワーク構成事業：魅力ある建築物創造事業 等 

■魅力ある「まちなみづくり」支援事業   10百万円 

 ・ モデル地区におけるデザインコンセプト策定に向けたデザイン審査会の設立・運営，ワークショップ 
   の運営支援等（Ｈ２６選定の宮島口地区（廿日市市）・街道東城路周辺地区（庄原市），Ｈ２７選定 
  の忠海地区（竹原市）の他，Ｈ２８は１市町を公募により選定） 
 ・ 県市町勉強会を通じた情報提供によるモデル地区以外の地域への普及促進 
 ・ 県ホームページによるモデル地区の取組状況などの情報発信 
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主な成果目標 

◆広島市と連携した取組件数 
  （Ｈ２７）５件 ⇒ （Ｈ２９）６件  ⇒ （Ｈ３２）１０件      ※Ｈ27からの累計 

◆魅力ある景観等に配慮したまちづくりに取り組む地区数 
  （Ｈ２７）２６地区 ⇒ （Ｈ２９）２９地区 ⇒ （Ｈ３１）３３地区 

■サッカースタジアム検討事業【新規】   4百万円 
 中央公園広場を含めた3つの候補地の比較検証を行うため，広島市と共同で，中央公園広場にお
ける実現可能性の調査を実施 
 ・ スタジアム配置の検討 
 ・ 全国類似施設での事例調査等 

■広島西飛行場跡地活用推進事業【一部新規】   70百万円 
 広島都市圏における高次都市機能集積強化により中枢拠点性の向上を図るため，広島西飛行場
跡地利用計画（平成29年3月策定予定）に基づき，広島市と共同して活用を推進 
 ・ 跡地の事業予定者の募集 
 ・ 跡地活用に必要な交通アクセスの改善に向けた道路整備及びマリンスポーツや観光振興の促進 
   に資する陸揚げスロープ等の整備に係る測量，設計等 



 瀬戸内の魅力ある資源を生かして，瀬戸内ブランドを確立し豊かな地域社会を
実現するため，観光庁の広域観光周遊ルート形成促進事業で認定された「せとう
ち・海の道」の形成促進に向けて，（一社）せとうち観光推進機構等とも連携しなが
ら，戦略的なプロモーションや，外国人観光客の受入環境の整備，滞在コンテンツ
の充実等により，瀬戸内エリアへの誘客促進に取り組む。 
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③ 瀬戸内 海の道構想の推進 

  

主な成果目標 

ワーク 

観光ブランド「瀬戸内」の実現（ワーク番号73-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

  「瀬戸内 海の道構想」の実現に向けて，瀬戸内エリアが一体となって「瀬戸内ブランド」
の形成を促進する取組を実施 
 また，アジアを中心にクルーズ市場が急成長する中，裾野の広い観光産業の振興を図る
ため，多くの観光客の訪問につながるクルーズ客船の誘致・受入を積極的に実施 

 ※その他のワーク構成事業：みなとの賑わいづくり事業 等 

■瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）   98百万円 
 ・ クルーズ客船の誘致・受入のため，客船寄港時のおもてなしの実施，客船寄港に伴うＣＩＱ対応や      
  警備の実施等 

◆瀬戸内７県の外国人延宿泊者数 
  （Ｈ２７）２６０.３万人泊 ⇒ （Ｈ２９）３６４万人泊 ⇒ （Ｈ３２）６００万人泊 

■海の道プロジェクト推進事業【一部新規】   60百万円 

 〔瀬戸内ブランドの形成〕 
 ・ （一社）せとうち観光推進機構（せとうちＤＭＯ）による国内外へのプロモーションやプロダクト開発 
  の促進 
 ・ 広域観光周遊ルート「せとうち・海の道」の形成促進  など 

 〔観光資産の魅力づくり〕 
 ・ 国際サイクリング大会「サイクリングしまなみ」の次回開催に向けた準備 
 ・ 民間事業者と連携したしまなみ海道等の海外プロモーション 

◆首都圏・関西圏における瀬戸内への強い来訪意向を持つ人の割合 
  （Ｈ２７）２７.７％ ⇒ （Ｈ２９）３２％ ⇒ （Ｈ３２）５０％ 

※ CIQ 
   税関（Customs），出入国管理（Immigration），検疫（Quarantine）を包括した略称 

※ DMO（Destination Management/Marketing Organization） 
   戦略策定，各種調査，マーケティング，商品造成，プロモーション等を一体的に実  
   施する，主に米国・欧州で見られる組織体 
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④ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 

主な成果目標 

◆国際レベルまたは全国レベルで本県の魅力を発信する合宿・大会・イベント等の実施 
  （Ｈ２７）１件 ⇒ （Ｈ２９）４件 ⇒ （Ｈ３２）５件以上      ※Ｈ27からの累計 
      

ワーク 

東京オリンピック・パラリンピックを活用した本県の魅力向上・発信（ワーク番号69-④） 

■東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業【一部新規】   23百万円 

 ・ 事前合宿の受入に向けたメキシコ合衆国関係者との誘致調整 
 ・ 県域での多様な交流の実現に向けた関係機関との調整 
 ・ 市町，競技団体等が一体となった運営・サポート体制の充実等に向けた国際大会等の受入支援  
                                                            

≪ワーク構成事業≫ 

 ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックの開催効果を地域活性化につなげるため，市町
等と連携して大会参加国の事前合宿を受け入れることにより，県域で幅広い分野での交流を
実現し，大会以降の多方面にわたる施策の推進につながる取組を実施 
 また，障害者の健康の保持増進や社会参加を促進するとともに，東京パラリンピックに向け
た競技力向上のための障害者スポーツの振興や，芸術文化活動支援に関する取組を実施 

  日本で５６年ぶりに開催される世界最大のスポーツと平和の祭典である「２０２０
東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催効果の全国的な波及に向けて，
国等が取り組む様々な施策と効果的に連携しながら，観光振興，スポーツ，文化，
教育等，多方面にわたる施策を積極的に進め，一層の県勢の発展につなげる。 

■パラムーブメント推進事業【一部新規】   37百万円 

 〔障害者スポーツの推進〕 
 ・ 障害者スポーツ体験イベント等による普及啓発・広報 
 ・ 広島大学病院スポーツ医科学センター等と連携した，選手の育成・強化 
 ・ 障害者スポーツ指導員等の養成 
 ・ 広島県障害者スポーツ協会への運営支援   

 〔障害者芸術文化の振興〕 
 ・ 普及啓発，人材育成等を通した芸術文化活動基盤の強化 
 ・ 「あいサポートアート展」の開催（年２回：広島市，福山市） 
 ・ 障害者舞台芸術祭の開催（年１回：広島市） 

■オリンピック・パラリンピック教育推進事業【新規】   10百万円【再掲】 

 ・ オリンピアン・パラリンピアンの派遣による出張授業 
 ・ モデル授業や教材等の開発  
 ・ 広島県コンソーシアム推進校ワークショップの開催 
 ・ オリンピック・パラリンピック教育推進セミナーの開催   
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⑤ 暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 

  

主な成果目標 

◆県立美術館及び縮景園入館（園）者数の増加 
  （Ｈ２６） ６０.８万人  ⇒ （Ｈ２９）７０万人より増加         

「ひろしま」ブランドの価値向上（ワーク番号68-①）≪一部再掲，本文p.37≫ 

■ひろしまブランド推進事業【一部新規】   47百万円 【一部再掲】 

 〔ブランド価値の向上〕 
 ・ 食の魅力向上に向けた食体験イベント，県内の食関係者の活性化に向けた県内料理人や県産 
   食材のＰＲイベント等の実施，食関係資産調査の実施 
 ・ ひろしまブランドの認知・理解を促進する県民参加型ＷＥＢサイトの運営 など 

≪ワーク構成事業≫ 

 持続的な地域経済の活性化や県民の地域に対する愛着・誇りの向上を図るため，「ひろし
ま」ブランドの認知・評価を高める取組の推進 

 文化・芸術，スポーツ，食，レジャー等において，県民のみなさんが世代を超えて
楽しむことができる機会を創出するため，本県の豊富な資源の情報発信や環境の
充実などの取組を進める。  

ワーク 

■観光地ひろしま推進事業【一部新規】   287百万円 【一部再掲】 

 〔プロダクトの開発〕 
 ・ 県内周遊の促進や滞在時間の延長に向け，市町等が行うプロダクト開発及び民間事業者等の企  
  画・開発力を活用したプロダクト開発を支援 

 〔国内プロモーション〕 
 ・ テレビや雑誌を通じた情報発信 
 ・ タウン情報誌等によるターゲットエリアを定めた情報発信，宿泊予約サイトを活用した宿泊促進 

観光地の魅力向上（ワーク番号39-①）≪一部再掲，本文p.10≫ 

 観光消費に繋がるプロダクトを生み出す環境づくりと，戦略的なプロモーションを実施 

≪ワーク構成事業≫ 

文化・芸術に親しむ環境の充実（ワーク番号69-①） 

≪ワーク構成事業≫ 

 多様な世代が文化・芸術を楽しめるコンテンツの充実や仕組みづくり，効果的な情報発信
を行う。 

 
 
 

 ※その他のワーク構成事業：美術館・縮景園管理運営費 等 

■美術館生涯学習活動費    35百万円 

 県立美術館において多様な世代が楽しめるコンテンツの充実を図り，幅広く優れた美術作品を鑑賞
する機会を県民に提供 

 （Ｈ29特別展開催例） ・レオナルド・ダ・ヴィンチと「アンギアーリの戦い」展 
                ・ひつじのショーン展       など 
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① ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 
 多発する集中豪雨や大規模地震など，いつどこで発生するかわからない災害に
備えるため，「社会資本未来プラン」等に基づく計画的な防災施設の整備などのハ
ード対策と，土砂災害警戒区域等の指定を始めとしたソフト対策による一体的な防
災・減災対策を進めるとともに，これまで整備してきた社会インフラの機能保全の
ための適切な維持管理を行う。 

インフラの防災機能向上（ワーク番号62-②） 

ワーク 

≪ワーク構成事業≫ 

 ※その他のワーク構成事業：通常砂防費，急傾斜地崩壊対策事業費，高潮対策費，河川改修費， 
                   道路災害防除費，山地治山事業費，ため池等整備事業費 等 

 土石流・がけ崩れ・地すべり・洪水・高潮などの災害から県民の生命・財産を保全するため，
砂防・治山施設や護岸・防潮堤などの防災施設を整備するとともに，各種ソフト対策を強化 

■防災・減災対策事業   18,699百万円 

 ・ 土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定を加速化 
 ・ 砂防堰堤等の整備を実施 
 ・ 渓間工等の治山施設の整備及び改修等の実施 
 ・ 護岸等の施設整備を実施 
 ・ 防潮堤等の海岸保全施設の整備等を実施 
 ・ ため池の耐震診断及び改修等の実施 
  

Ｈ２９事業費 １９９億円 
 

（５） 災害に強いまちづくり 

  

 

 

■ 平成２６年８月の広島市における土砂災害や，昨年６月の梅雨前線による 

 福山市を中心とした豪雨災害などを踏まえ，ハード・ソフトが一体となった防 

 災・減災対策や，減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開など，災害に強いま 

 ちづくりに取り組む。 

主な成果目標 

  

◆土砂災害対策（砂防，急傾斜，地すべり） 

  Ｈ２８～Ｈ３２の対策箇所数 ９３箇所（保全される家屋数２,０００戸の増）  

◆老朽ため池対策 

  Ｈ３２までの対策箇所数  １,７９０箇所 

◆土砂災害警戒区域等の指定 

  Ｈ２７～Ｈ３１の指定完了小学校区数 ３８１小学校区 

  （Ｈ３１までにすべての土砂災害警戒区域等の指定を完了）  

◆洪水高潮対策（河川，高潮）   

  Ｈ２８～Ｈ３２の主要河川における護岸整備延長 ５,４００m（防護人口１４,０００人の増） 

◆山地災害対策（治山） 

  Ｈ２８～Ｈ３２の対策箇所数 １００箇所 
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② 減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 

 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」における５つの行動目標の達成を
図るため，地域特性や年齢，生活形態などに応じたアプローチにより，県民一人ひ
とりにこの運動を浸透させるとともに，災害の危険性が高まった時の行動変容を促
すため，県民，自主防災組織，事業者，行政が一体となって，災害時の被害をでき
る限り軽減するための減災対策に取り組む。 

ワーク 

県民の防災意識の醸成（自助）（ワーク番号6１-①） 

自主防災組織の活性化（共助） （ワーク番号61-②） 

県・市町の災害対処能力の向上（公助）（ワーク番号62-①） 

 災害に強い広島県を実現するため，県民及び自主防災組織等が災害から命を守るために
適切な行動をとることができるよう，県民，自主防災組織，事業者，行政等が一体となって
県民総ぐるみ運動を展開 

≪ワーク構成事業≫ 

■「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業【一部新規】   276百万円 

 〔県民の防災意識の醸成〕 
 ・ 報道機関と連携し，テレビ，ラジオ等を通じた定期的な広報活動や，各放送局の気象予報士等に委 
  嘱している「みんなで減災」推進大使による周知を実施 
 ・ 企業訪問等を通じて，従業員に対する防災教育の実施を促進 
 ・ 防災情報システムの更新に併せて，避難情報や津波情報など，県民が自ら命を守るために欠かせな 
   い情報を，県防災情報メールにより一括配信できるよう改修 
 ・ 県下一斉に防災教室や防災訓練を実施（土砂災害・洪水：５～６月，地震・津波：１１月） 
 ・ 女性が参画する団体・サークル等を対象に，防災活動の女性リーダーを育成するセミナーを実施 

 〔自主防災組織の活性化〕 
 ・ 自主防災組織の活動を推進する人材である「防災リーダー」を養成する市町を支援 
 ・ 自主防災組織の設立の機運が高まらない地区や活性化していない組織へ，「自主防災アドバイザー」 
   を派遣して，継続的に指導助言 

 〔市町防災体制総点検〕 
 ・ 市町が災害時に迅速かつ的確な初動対応を取ることができるよう，図上訓練マニュアルを活用した 
   訓練を支援（６市町） 
 ・ 激甚化する近年の災害への対応力を向上させるため，市町長対象の防災セミナーを実施 

 ※その他のワーク構成事業：総合防災訓練費 等 

  

主な成果目標 

◆自主防災組織率 

  （Ｈ２７）９０.７％ ⇒ （Ｈ２９）９３.０％ ⇒ （Ｈ３２）９５.０％ 

◆災害の種類に応じた避難場所・避難経路の確認   

  （Ｈ２７）５４.０％ ⇒ （Ｈ２９）６０.０％ ⇒ （Ｈ３２）６０.０％ 

※Ｈ32目標は，広島県「みんなで減災」県民総ぐるみ運動行動計画（Ｈ27年10月策定）に基づくものである。 



  

 

Ｈ２９事業費 ４億円 
 

（６） 広島の価値の共鳴・共振 
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■ 昨年４月のＧ７広島外相会合や５月のオバマ米国大統領の歴史的な 

 訪問により，世界の注目が広島に集まっているこの機を逃さず，改めて，広 

 島の使命である世界の人々に向けた核兵器廃絶の働きかけを進める。 

 

■ また，「ひろしま」ブランドの価値向上に向け，４つのブランドコンセプトや， 

 広島の地域資産であるスポーツ，文化などとの相乗効果とも併せて，広島の 

 価値に対する県民の共感の獲得と，広島の国内外での認知・評価の向上に 

 取り組む。 

 
 ※ひろしまブランドの4つのコンセプト 

   「自然と都市が融合した暮らし」「平和への希望が集う場所」 

   「内海と山々が織りなす食文化」「創造性あふれる次世代産業」 

 

ワーク 

■国際平和拠点ひろしま構想推進事業【一部新規】   23百万円 

 〔核兵器廃絶〕 

 ・ ひろしまラウンドテーブル（北東アジアの核軍縮に焦点を当てた円卓会議）の開催 
 ・ ひろしまレポート（各国の核軍縮・不拡散の取組状況の調査・研究）の作成・発信  

≪ワーク構成事業≫ 

核兵器廃絶に向けたプロセスの進展（ワーク番号79-①） 

 国際社会における核軍縮・不拡散のプロセスの進展を促進するため，核兵器廃絶に向けた
機運を醸成する取組を実施 

 昨年のオバマ大統領の訪問により高まった，核兵器のない平和な世界の実現に
向けた国際的機運を確かなものとするため，海外の研究機関と連携した課題解決
方策の検討や平和を発信できる国際平和貢献人材の育成の充実などに取り組む。 
 さらに，広島から平和を発信する取組を一層強化するため，世界から平和に関す
る人材，知識・情報，資金などを呼び込むための新たなセンター機能の整備につい
て調査・検討を進める。 

① 国際平和拠点ひろしまの形成 
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■国際平和拠点ひろしま構想推進事業【一部新規】   29百万円 

 〔持続可能な平和支援メカニズムの構築〕 
 ・ 国際平和拠点ひろしま構想推進委員会の開催等 
 ・ ＮＰＴ運用検討会議準備委員会への参加（シンポジウムの開催，メッセージ発信）等 
 ・ 国際平和のための世界経済人会議ミニフォーラム（仮称）の開催  

  

主な成果目標 

≪ワーク構成事業≫ 

◆県及び県の関係機関で平和を学ぶ人数 
  （Ｈ２９）３,６００人 ⇒ （Ｈ３０）５,５００人   ※Ｈ２８からの累計             

持続可能な平和支援メカニズムの構築（ワーク番号81-①） 

 持続可能な平和支援メカニズムを構築するため，平和に関する人材，知識・情報，資金な
どの資源の集積を図る取組を推進する。 
 また，国際平和拠点性の向上を図るため，海外から高校生を招聘して，県内の高校生と
国際平和についての討議や交流等を行い，国際的な相互理解を促進するとともに，平和の
メッセージを世界に発信 

■ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業   19百万円 

 （開催時期）   平成２９年８月予定（４日間程度） 
 （会議参加者） 外国人高校生４０名程度（うち海外から２０名程度），県内高校生４０名程度， 
           県内留学生２０名程度 
 （内容）      基調講演，グループ討議，発表，文化交流体験，平和関連行事 

■国際平和拠点ひろしま構想推進事業【一部新規】   ８百万円 

 〔復興・平和構築〕 
 ・ 高校生を対象にした国際平和貢献人材育成プログラム「グローバル未来塾inひろしま」の実施 
 ・ 国際平和貢献人材育成プログラムの充実（オンライン学習）に向けた調査・検討 
 ・ 広島の復興プロセス研究を基にした教材の活用促進，補完研究 
 ・ 県内平和関連機関によるネットワークの連携強化に向けた情報交換，情報発信  

≪ワーク構成事業≫ 

平和構築のための人材育成と研究集積（ワーク番号80-①） 

 広島の復興経験を生かした平和構築人材の育成や研究集積の取組を推進するとともに，
次代を担う国際平和貢献人材の育成に向けた取組を実施 

 ※その他のワーク構成事業：放射線被曝者医療国際協力推進事業 等 
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② 「ひろしま」ブランド価値向上の推進 

  

主な成果目標 

◆（株）ブランド総合研究所「地域ブランド調査魅力度ランキング」 
  （Ｈ２８）全国２３位 ⇒ （Ｈ２９）全国１５位以内 ⇒ （Ｈ３１）全国８位以内  

ワーク 

「ひろしま」ブランドの価値向上（ワーク番号68-①） 

■ひろしまブランド推進事業【一部新規】   285百万円 

 〔ブランド価値の向上〕 
 ・ 食の魅力向上に向けた食体験イベント，県内の食関係者の活性化に向けた県内料理人や県産 
   食材のＰＲイベント等の実施，食関係資産調査の実施 
 ・ ひろしまブランドの認知・理解を促進する県民参加型ＷＥＢサイトの運営 など 

 

 〔ひろしまブランドショップＴＡＵの運営〕 
 ・ ＴＡＵの施設管理・運営 
 ・ 飲食，物販，情報発信機能を通じた広島の魅力発信 
 ・ 県内事業者の首都圏における販路拡大支援 

≪ワーク構成事業≫ 

 持続的な地域経済の活性化や県民の地域に対する愛着・誇りの向上を図るため，「ひろし
ま」ブランドの国内外での認知・評価を高める取組の推進及び広島ファンの拡大と広島の地
域ブランドの価値向上を図る拠点「ひろしまブランドショップＴＡＵ」の運営 

 ※その他のワーク構成事業：地場産業等振興事業 等 

 オバマ米国大統領の来訪や広島東洋カープのリーグ優勝など，全国の注目が
広島に集まっているこの機を逃さず，４つのコンセプトの更なる浸透など，「ひろし
ま」ブランドの確立に向けた情報発信などに取り組む。 

 また，「都市と自然の近接性」などの地域特性を生かした広島らしいライフスタイ
ルの魅力を東京圏等に効果的に発信し，広島のイメージの向上や定住の促進を
図るとともに，食の魅力向上に向けた取組を強化するなど「ひろしま」ブランドの価
値向上に向けた取組を進める。 

 ※ ４つのコンセプト 
   「自然と都市が融合した暮らし」， 「平和への希望が集う場所」  
   「内海と山々が織りなす食文化」，「創造性あふれる次世代産業」 
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（単位：百万円） 
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区分 新規等 事業費 局名

ひろしまオープン・イノベーション推進事業 一部新規 138 商工

海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） 一部新規 24 商工

イノベーション人材等育成・確保支援事業 164 商工

創業・新事業展開等支援事業 一部新規 278 商工

企業立地促進対策事業 4,370 商工

医療関連産業クラスター形成事業 一部新規 129 商工

環境浄化産業クラスター形成事業 一部新規 65 商工

新成長分野・新技術創出支援事業 一部新規 28 商工

次世代ものづくり基盤形成事業 一部新規 164 商工

海外ビジネス展開支援事業 一部新規 62 商工

次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） 3 商工

広島空港拠点性強化事業 一部新規 52 土木

観光地ひろしま推進事業 一部新規 391 商工

ひろしま農業創生事業 152 農林

広島血統和牛増産緊急対策事業 11 農林

かんきつ産地競争力強化緊急対策事業 6 農林

農産物生産供給体制強化事業 1,279 農林

瀬戸内水産資源増大対策事業 一部新規 235 農林

計 7,549

出会い・結婚支援こいのわ事業 一部新規 34 健康

多様な保育サービス充実事業 一部新規 1,885 健康

ひろしま版ネウボラ構築事業 新規 78 健康

地域子ども・子育て支援事業 一部新規 2,098 健康

働き方改革推進事業 一部新規 100 商工・健康

女性の活躍促進事業 一部新規 124 健康

[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 一部新規 24 商工

非行少年等就労支援事業 新規 1 環境

ひろしまスタイル定住促進事業 一部新規 75 地域

空き家活用検討事業 一部新規 18 土木

若年者就職による社会減対策事業 一部新規 39 商工

「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト 一部新規 28 教育

小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト 20 教育

高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト 一部新規 35 教育

オリンピック・パラリンピック教育推進事業 新規 10 教育

「学びの変革」牽引プロジェクト 一部新規 314 教育

異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～ 一部新規 74 教育

「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト 新規 55 教育

留学生受入・定着倍増促進事業 一部新規 26 地域

フレキシブルスクール（仮称）整備事業 1,264 教育

計 6,303

人
づ
く
り

①少子化対策

②働き方改革

③女性の働きやすさ日本一への挑戦

④多様な人材の就職に向けた後押し

⑤東京圏等から広島への定住促進

⑥社会で活躍する人材の育成

事　　業　　名

新
た
な
経
済
成
長

①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化

②多様な創業と新事業展開の促進

③多様な投資誘致の促進

④産業競争力の強化

⑤世界と直結するビジネス支援

⑥観光地ひろしまの推進

⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立


29施策体系別事業一覧（170131）③





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト				20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29施策体系別事業一覧（170131）②





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29施策体系別事業一覧（170131）





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533









														40,243





















































































































【2月補正】



29重点事業数

		H29年度当初予算　重点施策体系別主要事業本数 ネン ド トウショ ヨサン ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ ホンスウ





										事業数 ジギョウ スウ								本文掲載 ホンブン ケイサイ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン

														新規 シンキ

				新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ						18		(18)		11		(11)

						①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ				3		(3)		2		(2)

						②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン				1		(1)		1		(1)

						③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン				1		(1)		0		(0)

						④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ				4		(4)		4		(4)

						⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン				3		(3)		2		(2)

						⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン				1		(1)		1		(1)

						⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ				5		(5)		1		(1)

				人づくり ヒト						20		(19)		19		(18)

						①少子化対策 ショウシカ タイサク				4		(4)		4		(4)

						②働き方改革 ハタラ カタ カイカク				1		(1)		1		(1)

						③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニホンイチ チョウセン				1		(1)		1		(1)

						④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ				2		(1)		2		(1)

						⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケンナド ヒロシマ テイジュウ ソクシン				3		(3)		3		(3)

						⑥社会で活躍する人材の育成				9		(9)		8		(8)

				安心な暮らしづくり アンシン ク						10		(10)		8		(8)

						①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク				4		(4)		4		(4)

						②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク				2		(2)		2		(2)

						③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニホンイチ ム トリクミ キョウカ				1		(1)		1		(1)

						④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウナド カツヨウ ケンコウ スイシン				1		(1)		0		(0)

						⑤その他 タ				2		(2)		1		(1)

				豊かな地域づくり ユタ チイキ						14		(11)		10		(7)

						①中山間地域の地域力強化				2		(2)		1		(1)

						②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出				4		(4)		3		(3)

						③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン				2		(2)		1		(1)

						④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン				3		(2)		3		(2)

						⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン				3		(1)		2		(0)

				災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ						5		(5)		3		(3)

						①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク				4		(4)		2		(2)

						②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン フサ ウンドウ テンカイ				1		(1)		1		(1)

				広島の価値の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン						3		(3)		2		(2)

						①国際平和拠点ひろしまの形成				2		(2)		1		(1)

						②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン				1		(1)		1		(1)

				合計（再掲に伴う重複を除いた数） ゴウケイ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ カズ						66				49

																※　（　）内は再掲分を除いた数 ナイ サイケイ ブン ノゾ カズ































































































































29重点事業数（再掲除き）

		H29年度当初予算　重点施策体系別主要事業本数 ネン ド トウショ ヨサン ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ ホンスウ





										事業数 ジギョウ スウ						集中協議 シュウチュウ キョウギ		本文掲載 ホンブン ケイサイ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン

												新規等 シンキ トウ

				新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ						18		11

						①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ				3		2

						②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン				1		1

						③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン				1		0

						④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ				4		4

						⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン				3		2

						⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン				1		1

						⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ				5		1

				人づくり ヒト						19		17

						①少子化対策 ショウシカ タイサク				4		4

						②働き方改革 ハタラ カタ カイカク				1		1

						③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニホンイチ チョウセン				1		1

						④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ				1		1

						⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケンナド ヒロシマ テイジュウ ソクシン				3		3

						⑥社会で活躍する人材の育成				9		7

				安心な暮らしづくり アンシン ク						10		8

						①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク				4		4

						②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク				2		2

						③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニホンイチ ム トリクミ キョウカ				1		1

						④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウナド カツヨウ ケンコウ スイシン				1		0

						⑤その他 タ				2		1

				豊かな地域づくり ユタ チイキ						11		7

						①中山間地域の地域力強化				2		1

						②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出				4		3

						③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン				2		1

						④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン				2		2

						⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン				1		0

				災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ						5		3

						①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク				4		2

						②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン フサ ウンドウ テンカイ				1		1

				広島の価値の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン						3		2

						①国際平和拠点ひろしまの形成				2		1

						②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン				1		1

				合　計　 ゴウケイ ケイ						66		48

































































































































29重点事業数（再掲込）

		H29年度当初予算　重点施策体系別主要事業本数 ネン ド トウショ ヨサン ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ ホンスウ





										事業数 ジギョウ スウ						集中協議 シュウチュウ キョウギ		本文掲載 ホンブン ケイサイ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン

												新規等 シンキ トウ

				新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ						18		11

						①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ				3		2

						②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン				1		1

						③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン				1		0

						④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ				4		4

						⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン				3		2

						⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン				1		1

						⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ				5		1

				人づくり ヒト						20		18

						①少子化対策 ショウシカ タイサク				4		4

						②働き方改革 ハタラ カタ カイカク				1		1

						③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニホンイチ チョウセン				1		1

						④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ				2		2

						⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケンナド ヒロシマ テイジュウ ソクシン				3		3

						⑥社会で活躍する人材の育成				9		7

				安心な暮らしづくり アンシン ク						10		8

						①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク				4		4

						②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク				2		2

						③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニホンイチ ム トリクミ キョウカ				1		1

						④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウナド カツヨウ ケンコウ スイシン				1		0

						⑤その他 タ				2		1

				豊かな地域づくり ユタ チイキ						13		9

						①中山間地域の地域力強化				2		1

						②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出				4		3

						③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン				2		1

						④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン				2		2

						⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン				3		2

				災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ						5		3

						①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク				4		2

						②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン フサ ウンドウ テンカイ				1		1

				広島の価値の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン						3		2

						①国際平和拠点ひろしまの形成				2		1

						②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン				1		1

				合計（再掲に伴う重複を除いた数） ゴウケイ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ カズ						66		48

































































































































29施策体系別事業一覧（170120）





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29施策体系別事業一覧 (2)





				【H28】重点施策の主要事業 ジュウテン セ サク シュヨウ ジギョウ

																						Ｈ28						Ｈ27

						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						事業費 ジギョウ ヒ		うち補正 ホセイ		一般財源 イッパン ザイゲン		事業費 ジギョウ ヒ		うち補正 ホセイ		一般財源 イッパン ザイゲン		進捗状況 シンチョク ジョウキョウ		重点理由 ジュウテン リユウ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ				ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		143		商工 ショウコウ						143,498				139,489		67,998		67,998		0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				75,500

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806				100,165		172,782				111,640		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 8,976

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ				商工 ショウコウ																				重点 ジュウテン				0

										企業立地促進対策事業		一部新規 イチブ シンキ		4,370		商工 ショウコウ						4,369,889				4,369,889		5,958,086				5,934,413		知事済 チジ スミ		元重点 モト ジュウテン				▲ 1,588,197

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654				13,827		29,175				29,175		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 1,521

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307				129,069		209,465				104,600		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 80,158

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ				土木 ドボク																				重点 ジュウテン				0

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715				390,201		467,555				271,419		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 76,840

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347				152,347		166,642				166,642		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 14,295

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993				878		23,986				16,450		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 12,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,786				5,786		5,776				5,776		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				10

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712				41,071		47,281				27,381		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				187,431

										計 ケイ				5,629								5,628,707		0		5,342,722		7,148,746				6,667,496								▲ 1,520,039

						人づくり ヒト				ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ				健康 ケンコウ																		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				0

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373				25,854		42,211				18,406		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 7,838

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113				418,620		1,813,334				441,646		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				71,779

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117				2,092,269		1,928,991				1,921,241		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				169,126

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243				98,993

広島県: ？
		15,074		15,074		0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				85,169

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678				112,464

広島県: ？		89,492		64,705		24,787		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				34,186

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924				38,335		16,662		16,424		238		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				22,262

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374				75,220		78,414		78,414		0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 3,040

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976				17,976		37,545				37,545				重点 ジュウテン









						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		教育 キョウイク						25,937				25,937		39,522				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 13,585

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685				58,565		54,703				35,088		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				18,982

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト				20		教育 キョウイク						20,481				20,481		23,193				23,193		知事済 チジ スミ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン				▲ 2,712

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989				24,989		37,408				27,408		知事済 チジ スミ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン				▲ 2,419

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616				54,616								知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				54,616

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026				21,895		14,286				14,286		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				13,740

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ				教育 キョウイク																		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				0

										計 ケイ				4,611								4,611,532		0		3,086,214		4,190,835				2,543,838								420,697

						安心な アンシン				広島都市圏の医療機能強化事業				16		健康 ケンコウ						16,279				16,279		16,990				16,990		知事済 チジ スミ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン				▲ 711

										地域医療介護総合確保事業（医療分） イリョウ ブン				1,618		健康 ケンコウ						1,617,871				162,718		2,215,100				114,806		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 597,229

										地域医療介護総合確保事業（介護分） カイゴ ブン				3,377		健康 ケンコウ						3,376,718				0		66,678				0		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				3,310,040

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082				35,677		67,292				39451		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業		新規 シンキ		4		健康 ケンコウ						3,607				3,607		68,140				68,140		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 64,533

										計 ケイ				5,078								5,077,557		0		218,281		2,434,200		0		239,387								2,643,357

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ		新規 シンキ		172		地域 チイキ						171,600				171,600		161,500				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				10,100

										都市圏魅力創造事業						地域 チイキ												11,818		11,818		11,818		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 11,818

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708				59,708		101,306				201,306		知事済 チジ スミ						▲ 41,598

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983				22,983		18,370				18,370		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				4,613

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500				195,338		487,952				238,207		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 203,452

										計 ケイ				539								538,791		0		449,629		780,946				469,701								▲ 242,155

						地方創生　計 チホウ ソウセイ ケイ								15,857								15,856,587		0		9,096,846		14,554,727		0		9,920,422								1,301,860

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695				111,595		272,297				45,897		知事済 チジ スミ		耐震 タイシン				474,398

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775						17,309,169						知事済 チジ スミ		公共 コウキョウ				1,389,606

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982				155,942		121,489				88,833		知事済 チジ スミ		耐震 タイシン				78,493

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190				58,196		56,300				56,100		知事済 チジ スミ		減災 ゲンサイ				219,890

						災害に強いまちづくり　計 サイガイ ツヨ ケイ								19,922								19,921,642		0		325,733		17,759,255				190,830								2,162,387

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		61		地域 チイキ						60,970				60,970		92,923		55,865		37,058		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 31,953

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業		新規 シンキ		19		地域 チイキ						19,000				19,000		19,000						知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				0

						広島の使命　計 ヒロシマ シメイ ケイ								80								79,970		0		79,970		111,923				37,058								▲ 31,953

						合　　計 ゴウ ケイ								35,859								35,858,199		0		9,502,549		32,425,905				10,148,310								3,432,294































































































































【2月補正】

【2月補正】



29集中協議Ⅱ対象事業一覧 

		　Ｈ２９ 集中協議Ⅱ対象事業一覧表 シュウチュウ キョウギ タイショウ ジギョウ イチラン ヒョウ



				番号 バンゴウ		事業名 ジギョウ メイ

				地-1 チ		国際平和拠点ひろしま構想推進事業 スイシン

				地-2 チ		ひろしまスタイル定住促進事業 テイジュウ ソクシン ジギョウ

				地-3 チ		都市圏魅力創造事業

				地-4		留学生受入・定着倍増促進事業

				地-5 チ		「ひろしま　さとやま未来博2017」開催事業 ミライ ハク カイサイ ジギョウ

				環-１ ワ		大学の魅力発信強化事業 ダイガク ミリョク ハッシン キョウカ ジギョウ

				健-1 ケン		出会い・結婚支援こいのわ事業

				健-2 ケン		ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ

				健-5 ケン		多様な保育サービス充実事業 タヨウ ホイク ジュウジツ ジギョウ

						地域こども・子育て支援事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ

				健-6 ケン		女性の活躍促進事業 ジョセイ カツヤク ソクシン ジギョウ

				商-1 ショウ		ひろしまオープン・イノベーション推進事業

				商-2 ショウ		創業・新事業展開等支援事業

				商-3 ショウ		観光地ひろしま推進事業 カンコウチ スイシン ジギョウ

				商-4 ショウ		ひろしまブランド推進事業（食の魅力向上） スイシン ジギョウ ショク ミリョク コウジョウ

				商-5
健-3 ケン		働き方改革推進事業 ハタラ カタ カイカク スイシン ジギョウ

				商-6 ショウ		若年者就職による社会減対策 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク

				商-7 ショウ		医療関連産業クラスター形成事業 イリョウ カンレン サンギョウ ケイセイ ジギョウ

				土-1 ド		広島空港拠点性強化事業 ヒロシマ クウコウ キョテンセイ キョウカ ジギョウ

				土-2 ド		空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ

				教-1 キョウ		「学びの変革」牽引プロジェクト マナ ヘンカク ケンイン

				教-2 キョウ		異文化間協働活動推進事業 イブンカ カン キョウドウ カツドウ スイシン ジギョウ

				教-3 キョウ		「遊び　学び　育つ　ひろしまっ子！」推進プロジェクト アソ マナ ソダ コ スイシン

				教-４ キョウ		「学びの変革」　ICT活用推進プロジェクト マナ ヘンカク カツヨウ スイシン

































































































































28集中協議Ⅱ対象事業一覧

		　Ｈ２８ 集中協議Ⅱ対象事業一覧表 シュウチュウ キョウギ タイショウ ジギョウ イチラン ヒョウ

						H27.12.08 現在 ゲンザイ

				番号 バンゴウ		事業名 ジギョウ メイ

				総-1 ソウ		東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業　等 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ トウ

				地-１ チ		ひろしまスタイル定住促進事業

				地-2 チ		創造活動活性化支援事業 ソウゾウ カツドウ カッセイカ シエン ジギョウ

				地-3 チ		留学生受入・定着倍増促進事業

				地-5 チ		都市圏魅力創造事業 トシケン ミリョク ソウゾウ ジギョウ

				地-6 チ		中山間地域人材ネットワーク推進事業 チュウサンカン チイキ ジンザイ スイシン ジギョウ

				地-7,8,9 チ		国際平和拠点ひろしま構想推進事業 コクサイ ヘイワ キョテン コウソウ スイシン ジギョウ

				環-1 カン		性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」事業

				環-2 カン		「エコの力でひろしまを元気に」具体化推進事業 チカラ ゲンキ グタイカ スイシン ジギョウ

				-		県内大学の魅力発信強化事業【見直し】について ケンナイ ダイガク ミリョク ハッシン キョウカ ジギョウ ミナオ

				健-1 ケン		出会い・結婚支援こいのわ事業 デア ケッコン シエン ジギョウ

				健-2 ケン		いつでも安心！進化系保育サービス アンシン シンカ ケイ ホイク

				健-3 ケン		女性の活躍促進（キャリアアップ） ジョセイ カツヤク ソクシン

				健-6 ケン		地域包括ケア体制の確立 チイキ ホウカツ タイセイ カクリツ

				健-7 ケン		広島都市圏の医療機能強化事業 ヒロシマ トシケン イリョウ キノウ キョウカ ジギョウ

				健-8 ケン		疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業 シッペイ ヨボウ ジュウショウカ ヨボウ ジギョウ

				商-1 ショウ		創業・新事業展開等支援事業 ソウギョウ シンジギョウ テンカイナド シエン ジギョウ

				商-2 ショウ		ひろしまオープン・イノベーション推進事業 スイシン ジギョウ

				商-3 ショウ		企業立地促進対策事業 キギョウ リッチ ソクシン タイサク ジギョウ

				商-4 ショウ		新成長分野・新技術創出支援事業 シン セイチョウ ブンヤ シンギジュツ ソウシュツ シエン ジギョウ

				商-5 ショウ		イノベーション人材等育成・確保支援事業 ジンザイ トウ イクセイ カクホ シエン ジギョウ

				商-6 ショウ		魅力ある観光地創造・発信事業 ミリョク カンコウチ ソウゾウ ハッシン ジギョウ

				商-7 ショウ		インバウンド強化事業 キョウカ ジギョウ

				商-8（健-4） ショウ ケン		働き方改革推進事業 ハタラ カタ カイカク スイシン ジギョウ

				商-9 ショウ		ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 キギョウ ジギョウ

				農-1 ノウ		担い手経営発展支援事業

				農-2 ノウ		青年農業経営者育成支援事業

				農-3 ノウ		かんきつ産地競争力強化緊急対策事業

				農-4 ノウ		広島血統和牛増産緊急対策事業 ヒロシマ ケットウ ワギュウ ゾウサン キンキュウ タイサク ジギョウ

				土-1 ド		広島空港拠点性強化事業 ヒロシマ クウコウ キョテンセイ キョウカ ジギョウ

				教-1 キョウ		「学びの変革」牽引プロジェクト マナ ヘンカク ケンイン

				教-2 キョウ		異文化間協働活動推進事業 イブンカ カン キョウドウ カツドウ スイシン ジギョウ

				教-3 キョウ		小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト ショウ チュウガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン

				教-4 キョウ		高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト コウトウ ガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン

				教-5 キョウ		幼児教育環境充実プロジェクト ヨウジ キョウイク カンキョウ ジュウジツ

				教-6 キョウ		ものづくり人材育成日本一プロジェクト ジンザイ イクセイ ニホンイチ





































































































































28施策体系別事業一覧





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン

																						Ｈ28						Ｈ27

						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						事業費 ジギョウ ヒ		うち補正 ホセイ		一般財源 イッパン ザイゲン		事業費 ジギョウ ヒ		うち交付金 コウフキン		一般財源 イッパン ザイゲン		進捗状況 シンチョク ジョウキョウ		重点理由 ジュウテン リユウ

						災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ		①被災された方々の生活再建と早期災害復旧・復興 ヒサイ カタガタ セイカツ サイケン ソウキ サイガイ フッキュウ フッコウ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「8.20土砂災害砂防・治山に関する施設整備計画」に基づき緊急に行う砂防・治山事業等 [公共事業] ドシャ サイガイ サボウ チサン カン シセツ セイビ ケイカク モト キンキュウ オコナ サボウ チサン ジギョウ トウ コウキョウ ジギョウ				2,988		農林・土木 ノウリン ドボク						2,987,500		309,000				2,760,050						知事前 チジ マエ		公共 コウキョウ				227,450

								②ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										防災拠点等耐震化事業（県庁舎）		新規 シンキ		63		総務 ソウム						62,970				70		0				0		知事前 チジ マエ		耐震 タイシン				62,970

										防災拠点等耐震化事業（地方機関庁舎）		一部新規 イチブ シンキ		209		総務 ソウム						209,327				136,327		27,859				27,859		知事前 チジ マエ		耐震 タイシン				181,468

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				21,058		農林・土木 ノウリン ドボク						21,057,869		3,748,700				15,592,136						知事前 チジ マエ		公共 コウキョウ				5,465,733

										建築物耐震化促進事業		一部新規 イチブ シンキ		121		土木 ドボク						121,489				88,833		24,000				24,000		知事前 チジ マエ		耐震 タイシン				97,489

										警察施設耐震改修整備事業				489		警察 ケイサツ						488,838				2,828		625,068				63,724		政調済 セイチョウ スミ		耐震 タイシン				▲ 136,230

								③減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		56		危機 キキ						56,300				56,100		72,449				72,449		政調済 セイチョウ スミ		減災 ゲンサイ				▲ 16,149

						災害に強いまちづくり　計 サイガイ ツヨ ケイ								24,984								24,984,293		4,057,700		284,158		19,101,562				188,032								5,882,731

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		68		商工 ショウコウ						67,998		67,998		63,998		51,998				46,998		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				16,000

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラシ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		17		商工 ショウコウ

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				173		商工 ショウコウ						172,782		56,000		231,640		89,338				84,196		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				83,444

								②多様な創業の促進 タヨウ ソウギョウ ソクシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		227		商工 ショウコウ						227,452		227,452		227,452		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				227,452

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										企業立地促進対策事業		一部新規 イチブ シンキ		5,958		商工 ショウコウ						5,958,086				5,934,413		6,227,842				6,227,842		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				▲ 269,756

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		29		商工 ショウコウ						29,175				29,175		23,000				23,000		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				6,175

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		209		商工 ショウ コウ						209,465				209,200		220,495				220,495		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 11,030

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		69		商工 ショウ コウ						68,593				68,593		72,279				72,279		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 3,686

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		149		商工 ショウコウ						148,537				147,037		178,464				178,464		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 29,927

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		63		商工 ショウ コウ						79,724				78,762		90,419				89,465		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 10,695

										広島空港拠点性強化事業		新規 シンキ		9		土木 ドボク						8,582				8,582		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				8,582

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		468		商工 ショウコウ						467,555				467,555		68,897				68,387		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				398,658

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしま農業創生事業		新規 シンキ		167		農林 ノウリン						166,642				166,642		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				166,642

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業		新規 シンキ		6		農林 ノウリン						5,776				5,776		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				5,776

										広島血統和牛増産緊急対策事業		一部新規 イチブ シンキ		24		農林 ノウリン						23,986				16,450		2,000				2,000		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				21,986

										農産物生産供給体制強化事業 ノウサンブツ セイサン キョウキュウ タイセイ キョウカ ジギョウ				46		農林 ノウリン						46,280		29,426		27								知事前 チジ マエ		ＴＰＰ				46,280

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		47		農林 ノウリン						47,281				27,381		22,271				22,271		政調済 セイチョウ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				25,010

										広島かき安定供給システム構築事業		一部新規 イチブ シンキ		13		農林 ノウリン						12,750				12,750		0				0		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				12,750

										計 ケイ				7,741								7,740,664		380,876		7,695,433		7,047,003				7,035,397								693,661

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		42		健康 ケンコウ						42,211				42,211		29,225				9,577		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				12,986

										不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ				16		健康 ケンコウ						15,900		15,900		7,950								知事前 チジ マエ		補正 ホセイ				15,900

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		931		健康 ケンコウ						930,966				65,215		657,696				196,163		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				273,270

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		15		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						15,074		15,074		15,022		9,225				966		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				5,849

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		65		健康 ケンコウ						64,705		64,705		64,098		62,881				29,900		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				1,824

								④東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		78		地域 チイキ						78,414		78,414		62,178		0				0		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				78,414

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		38		土木 ドボク						37,545		37,545

										新卒学生ＵＩＪターン就職応援事業		一部新規 イチブ シンキ		16		商工 ショウコウ						16,424		16,424		16,424		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				16,424

										創造活動活性化支援事業		新規 シンキ		13		地域 チイキ						12,787		12,787		12,787		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				12,787









						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

						人づくり ヒト		⑤社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										留学生受入・定着倍増促進事業		一部新規 イチブ シンキ		40		地域 チイキ						39,522		39,522		39,522		47,537				47,537		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 8,015

										幼児教育環境充実プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		14		教育 キョウイク						14,286				14,286		17,738				17,738		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				▲ 3,452

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		23		教育 キョウイク						23,193				23,193		14,286				14,286		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				8,907

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		37		教育 キョウイク						37,408				27,408		29,948				29,948		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				7,460

										「学びの変革」牽引プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		175		教育 キョウイク						174,781				104,881		72,040				72,040		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				102,741

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		55		教育 キョウイク						54,703				35,088		78,409				48,008		政調済 セイチョウ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 23,706

										高度人材育成検討事業 コウド ジンザイ イクセイ ケントウ ジギョウ				7		環境 カンキョウ

										ものづくり人材育成日本一プロジェクト		新規 シンキ		16		教育 キョウイク						15,514				15,514		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				15,514

								⑥その他 タ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										パラムーブメント推進事業		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,827				28,325		3,501				1,750		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				33,326

										計 ケイ				1,617								1,610,260		280,371		574,102		1,022,486				467,913								587,774

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										地域医療介護総合確保事業				2,282		健康 ケンコウ						2,281,778				114,806		1,788,868				30,486		知事前 チジ マエ		昨年重点 サクネン ジュウテン				492,910

										広島都市圏の医療機能強化事業				17		健康 ケンコウ						16,990				16,990		44,436				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				▲ 27,446

										介護福祉士等修学資金貸付制度補助金 カイゴ フクシシ トウ シュウガク シキン カシツケ セイド ホジョキン		一部新規 イチブ シンキ		767		健康 ケンコウ						766,883		766,883		76,689		0				0		政調済 セイチョウ スミ						766,883

										医療施設整備費補助金 シセツ セイビ ヒ ホジョキン				13		健康 ケンコウ						13,247		13,247		6,624

								②がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		67		健康 ケンコウ						67,292				39,451		87,478				48610		政調済 セイチョウ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン

								③健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業		新規 シンキ		68		健康 ケンコウ						68,140				68,140		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				68,140

								④環境負荷の少ない社会を支える仕組みづくりの推進 カンキョウ フカ スク シャカイ ササ シク スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「エコの力でひろしまを元気に」具体化推進事業		新規 シンキ		37		環境 カンキョウ						37,075				0		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				37,075

								⑤その他 タ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										性犯罪被害者等ワンストップ支援センター事業 セイ ハンザイ ヒガイシャ トウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		10		環境 カンキョウ						9,984				9,984		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				9,984

										ひとり親家庭・児童養護施設退所者等自立支援事業 オヤ カテイ ジドウ ヨウゴ シセツ タイショ シャ トウ ジリツ シエン ジギョウ		新規 シンキ		415		健康 ケンコウ						415,180		415,180		42,571

										社会福祉施設整備費補助金 シャカイ フクシ シセツ セイビ ヒ ホジョキン				164		健康 ケンコウ						163,500		163,500		0		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				163,500

										計 ケイ				1,558								1,558,291		1,358,810		260,449		131,914		0		48,610								1,426,377

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										中山間地域人材ネットワーク事業		新規 シンキ		178		地域 チイキ						177,940		177,940		176,090		0				0		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				177,940

										ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト サトヤマ カクダイ				26		地域 チイキ						26,431		26,431		26,431

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										都市圏魅力創造事業				32		地域・土木 チイキ ドボク						31,818		11,818		35,713		103,474				103,474		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 71,656

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		101		商工 ショウ コウ						101,306				201,306		0				0		知事済 チジ スミ		交付金 コウフキン				101,306

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				60		土木 ドボク						60,288				60,288		58,168				58,168		知事済 チジ スミ		交付金 コウフキン				2,120

								④「ひろしま」ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		83		環境・商工 カンキョウ ショウコウ						83,128				83,128		62,966				62,966		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				20,162

								⑤その他 タ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		総務 ソウム						18,370				18,370		27,655				27,655		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 9,285

										計 ケイ				509								499,281		216,189		601,326		252,263				252,263								247,018

						地方創生　計 チホウ ソウセイ ケイ								11,425

						広島の使命 ヒロシマ シメイ		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		93		地域 チイキ						92,923		55,865		57,923		67,193				67,193		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				25,730

										ひろしまジュニア国際フォーラム（仮称）開催事業		新規 シンキ		19		地域 チイキ						19,000		19,000		19,000		0				0		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				19,000

										主要国首脳会議（サミット）外相会合開催支援事業				8		地域 チイキ						7,500				7,500		0				0		知事済 チジ スミ		新 シン				7,500

										主要国首脳会議（サミット）外相会合警備実施経費				155		警察 ケイサツ						155,138				155,138		0				0		知事済 チジ スミ		新 シン				155,138

										「ひろしま平和発信コンサート」推進事業				56		環境 カンキョウ						56,000				33,400		4,776				4,776		知事前 チジ マエ		昨年重点 サクネン ジュウテン				51,224

						広島の使命　計 ヒロシマ シメイ ケイ								332								330,561		74,865		272,961		71,969				71,969								258,592

						合　　計 ゴウ ケイ								36,741								36,723,350		6,368,811		9,688,429		27,627,197				8,064,184								9,096,153

																						11,408,496		2,236,246		9,131,310		8,453,666				7,804,183								2,954,830





																										地方創生増額分		（28当初）-（28当初＋27補正） トウショ トウショ ホセイ						2,954,830

																																参考：交付金（当初4億，補正10億）14億 サンコウ コウフキン トウショ オク ホセイ オク オク



																												（28当初＋27補正）-（27当初＋26補正） ホセイ トウショ ホセイ						1,958,165

																												※27補正額 ホセイ ガク				996,665

																																参考：交付金増額分（11→14）3億 サンコウ コウフキン ゾウガクブン オク
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		　Ｈ２８ 集中協議Ⅱ対象事業一覧表 シュウチュウ キョウギ タイショウ ジギョウ イチラン ヒョウ

												H27.12.08 現在

				区分 クブン				事業名 ジギョウ メイ		局 キョク		区分 クブン		番号 バンゴウ		整理案 セイリ アン

				災害 サイガイ		災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ		（公共事業等で対応） コウキョウ ジギョウ トウ タイオウ

				新たな経済成長		イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ		ひろしまオープン・イノベーション推進事業 スイシン ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-2 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						多様な創業の促進 タヨウ ソウギョウ ソクシン		創業・新事業展開等支援事業 ソウギョウ シンジギョウ テンカイ トウ シエン ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-1 ショウ

						多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン		企業立地促進対策事業		商工 ショウコウ		再構築 サイコウチク		商-3 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ		イノベーション人材等育成・確保支援事業 ジンザイ トウ イクセイ カクホ シエン ジギョウ		商工 ショウコウ		再構築 サイコウチク		商-5 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

								新成長分野・新技術創出支援事業 シン セイチョウ ブンヤ シンギジュツ ソウシュツ シエン ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-4 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン		広島空港拠点性強化事業 ヒロシマ クウコウ キョテン セイ キョウカ ジギョウ		土木 ドボク		再構築 サイコウチク		土-1 ド		協議Ⅱ キョウギ

						観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン		魅力ある観光地創造・発信事業 ミリョク カンコウチ ソウゾウ ハッシン ジギョウ		商工 ショウコウ		再構築 サイコウチク		商-6 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

								インバウンド強化事業 キョウカ ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-7 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ		担い手経営発展支援事業 ニナ テ ケイエイ ハッテン シエン ジギョウ		農林 ノウリン		新規 シンキ		農-1 ノウ		協議Ⅱ キョウギ

								青年農業経営者育成支援事業 セイネン ノウギョウ ケイエイ シャ イクセイ シエン ジギョウ		農林 ノウリン		新規 シンキ		農-2 ノウ		協議Ⅱ キョウギ

								かんきつ産地競争力強化緊急対策事業 サンチ キョウソウリョク キョウカ キンキュウ タイサク ジギョウ		農林 ノウリン		新規 シンキ		農-3 ノウ

								広島血統和牛増産緊急対策事業 ヒロシマ ケットウ ワギュウ ゾウサン キンキュウ タイサク ジギョウ		農林 ノウリン		再構築 サイコウチク		農-4 ノウ

				人づくり ヒト		少子化対策 ショウシカ タイサク		出会い・結婚支援こいのわ事業 デア ケッコン シエン ジギョウ		健康 ケンコウ		拡充 カクジュウ		健-1 ケン		協議Ⅱ キョウギ

								いつでも安心！進化系保育サービス アンシン シンカ ケイ ホイク		健康 ケンコウ		再構築 サイコウチク		健-2 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						働き方改革 ハタラ カタ カイカク		働き方改革推進事業		商工
（健康） ショウコウ ケンコウ		新規 シンキ		商-8 ショウ		協議Ⅱ キョウギ				イクボス普及拡大事業

						女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン		女性の活躍促進（キャリアアップ） ジョセイ カツヤク ソクシン		健康 ケンコウ		拡充 カクジュウ		健-3 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						東京圏等から広島への定住促進 トウキョウ ケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン		創造活動活性化支援事業 ソウゾウ カツドウ カッセイカ シエン ジギョウ		地域 チイキ		再構築 サイコウチク		地-2 チ		協議Ⅱ キョウギ

								ひろしまスタイル定住促進事業 テイジュウ ソクシン ジギョウ		地域
（土木） チイキ ドボク		再構築 サイコウチク		地-1 チ		協議Ⅱ キョウギ

								ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 キギョウ ジギョウ		商工 ショウコウ		継続 ケイゾク		商-9 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

								県内大学の魅力発信強化事業【見直し】について ケンナイ ダイガク ミリョク ハッシン キョウカ ジギョウ ミナオ		環境 カンキョウ		再構築 サイコウチク		-		協議Ⅱ キョウギ

				人づくり ヒト		社会で活躍する人材の育成		幼児教育環境充実プロジェクト ヨウジ キョウイク カンキョウ ジュウジツ		教育 キョウイク		再構築 サイコウチク		教-5 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト ショウ チュウガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン		教育 キョウイク		拡充 カクジュウ		教-3 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト コウトウ ガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン		教育 キョウイク		拡充 カクジュウ		教-4 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								「学びの変革」牽引プロジェクト マナ ヘンカク ケンイン		教育 キョウイク		再構築 サイコウチク		教-1 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								異文化間協働活動推進事業 イブンカ カン キョウドウ カツドウ スイシン ジギョウ		教育 キョウイク		再構築 サイコウチク		教-2 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								国際平和拠点ひろしま構想推進事業（こどもダボス（仮称）会議の開催） コクサイ ヘイワ キョテン コウソウ スイシン ジギョウ カショウ カイギ カイサイ		地域
（教育） チイキ キョウイク		新規 シンキ		地-7,8,9 チ		協議Ⅱ キョウギ

								ものづくり人材育成日本一プロジェクト ジンザイ イクセイ ニホンイチ		教育 キョウイク		新規 シンキ		教-6 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		地域 チイキ		再構築 サイコウチク		地-3 チ		協議Ⅱ キョウギ

				安心な
暮らし アンシン ク		信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク		広島都市圏の医療機能強化事業		健康 ケンコウ		継続 ケイゾク		健-7 ケン		協議Ⅱ キョウギ

								地域包括ケア体制の確立 チイキ ホウカツ タイセイ カクリツ		健康 ケンコウ		継続 ケイゾク		健-6 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン		疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業		健康
（総務） ケンコウ ソウム		新規 シンキ		健-8 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						環境負荷の少ない社会を支える仕組みづくりの推進 カンキョウ フカ スク シャカイ ササ シク スイシン		「エコの力でひろしまを元気に」具体化推進事業 チカラ ゲンキ グタイカ スイシン ジギョウ		環境 カンキョウ		新規 シンキ		環-2 ワ		協議Ⅱ キョウギ

				豊かな地域 ユタ チイキ		中山間地域の地域力強化 チュウサンカン チイキ チイキ リョク キョウカ		中山間地域人材ネットワーク事業 チュウサンカン チイキ ジンザイ ジギョウ		地域 チイキ		新規 シンキ		地-6 チ

						多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 ミリョク ソウシュツ		都市圏魅力創造事業 トシケン ミリョク ソウゾウ ジギョウ		地域 チイキ		拡充 カクジュウ		地-5 チ		協議Ⅱ キョウギ

				広島の
使命 ヒロシマ シメイ		国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ		国際平和拠点ひろしま構想推進事業 コクサイ ヘイワ キョテン コウソウ スイシン ジギョウ		地域 チイキ		再構築 サイコウチク		地-7,8,9 チ		協議Ⅱ キョウギ

				その他 タ				性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」事業 セイ ボウリョク ヒガイシャ シエン ジギョウ		環境 カンキョウ		新規 シンキ		環-1 ワ		協議Ⅱ キョウギ

								東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業　等 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ トウ		総務
（健康） ソウム ケンコウ		再構築 サイコウチク		総-1 ソウ		要調整 ヨウ チョウセイ
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※ 端数処理の関係から，積上げ数値と合計等が異なる場合がある。 

（単位：百万円） 
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区分 新規等 事業費 局名

子供の生活に関する実態調査 新規 13 健康

家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業 新規 3 教育

県立医療型障害児入所施設整備事業 新規 44 健康

アルコール健康障害対策推進事業 新規 3 健康

地域医療介護総合確保事業 一部新規 5,049 健康

広島都市圏の医療機能強化事業 一部新規 16 健康

「がん対策日本一」推進事業 一部新規 63 健康

疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業 4 健康

性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 14 環境

「いのちを守る！」動物愛護推進事業 一部新規 12 健康

計 5,222

「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 172 地域

中山間地域元気づくり推進事業 一部新規 20 地域

都市圏魅力創造事業 一部新規 2 地域

魅力ある「まちなみづくり」支援事業 10 土木

サッカースタジアム検討事業 新規 4 地域

広島西飛行場跡地活用推進事業 一部新規 70 地域

海の道プロジェクト推進事業 一部新規 60 商工

瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入） 98 土木

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 一部新規 23 総務

[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 新規 10 教育

パラムーブメント推進事業 一部新規 37 健康

[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 一部新規 287 商工

[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 一部新規 47 商工

美術館生涯学習活動費 35 環境

計 875

防災・減災対策 [公共事業] 18,699 農林・土木

消防学校耐震化事業 新規 10 危機

防災拠点等耐震化事業 一部新規 747 総務

建築物耐震化促進事業 200 土木

「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業 一部新規 276 危機

計 19,931

国際平和拠点ひろしま構想推進事業 一部新規 60 地域

ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業 19 地域

ひろしまブランド推進事業 一部新規 285 商工

計 363

39,875合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策

②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開

広
島
の
価
値

の
共
鳴
・

共
振

①国際平和拠点ひろしまの形成

②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進

豊
か
な
地
域
づ
く
り

①中山間地域の地域力強化

②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出

③瀬戸内　海の道構想の推進

④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進

⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進

事　　業　　名

安
心
な
暮
ら
し
づ
く
り

①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり

②信頼される医療・介護提供体制の構築

③がん対策日本一に向けた取組の強化

④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進

⑤その他
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				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト				20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29施策体系別事業一覧（170131）②





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29施策体系別事業一覧（170131）





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29重点事業数

		H29年度当初予算　重点施策体系別主要事業本数 ネン ド トウショ ヨサン ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ ホンスウ





										事業数 ジギョウ スウ								本文掲載 ホンブン ケイサイ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン

														新規 シンキ

				新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ						18		(18)		11		(11)

						①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ				3		(3)		2		(2)

						②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン				1		(1)		1		(1)

						③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン				1		(1)		0		(0)

						④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ				4		(4)		4		(4)

						⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン				3		(3)		2		(2)

						⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン				1		(1)		1		(1)

						⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ				5		(5)		1		(1)

				人づくり ヒト						20		(19)		19		(18)

						①少子化対策 ショウシカ タイサク				4		(4)		4		(4)

						②働き方改革 ハタラ カタ カイカク				1		(1)		1		(1)

						③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニホンイチ チョウセン				1		(1)		1		(1)

						④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ				2		(1)		2		(1)

						⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケンナド ヒロシマ テイジュウ ソクシン				3		(3)		3		(3)

						⑥社会で活躍する人材の育成				9		(9)		8		(8)

				安心な暮らしづくり アンシン ク						10		(10)		8		(8)

						①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク				4		(4)		4		(4)

						②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク				2		(2)		2		(2)

						③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニホンイチ ム トリクミ キョウカ				1		(1)		1		(1)

						④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウナド カツヨウ ケンコウ スイシン				1		(1)		0		(0)

						⑤その他 タ				2		(2)		1		(1)

				豊かな地域づくり ユタ チイキ						14		(11)		10		(7)

						①中山間地域の地域力強化				2		(2)		1		(1)

						②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出				4		(4)		3		(3)

						③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン				2		(2)		1		(1)

						④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン				3		(2)		3		(2)

						⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン				3		(1)		2		(0)

				災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ						5		(5)		3		(3)

						①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク				4		(4)		2		(2)

						②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン フサ ウンドウ テンカイ				1		(1)		1		(1)

				広島の価値の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン						3		(3)		2		(2)

						①国際平和拠点ひろしまの形成				2		(2)		1		(1)

						②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン				1		(1)		1		(1)

				合計（再掲に伴う重複を除いた数） ゴウケイ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ カズ						66				49

																※　（　）内は再掲分を除いた数 ナイ サイケイ ブン ノゾ カズ































































































































29重点事業数（再掲除き）

		H29年度当初予算　重点施策体系別主要事業本数 ネン ド トウショ ヨサン ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ ホンスウ





										事業数 ジギョウ スウ						集中協議 シュウチュウ キョウギ		本文掲載 ホンブン ケイサイ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン

												新規等 シンキ トウ

				新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ						18		11

						①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ				3		2

						②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン				1		1

						③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン				1		0

						④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ				4		4

						⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン				3		2

						⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン				1		1

						⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ				5		1

				人づくり ヒト						19		17

						①少子化対策 ショウシカ タイサク				4		4

						②働き方改革 ハタラ カタ カイカク				1		1

						③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニホンイチ チョウセン				1		1

						④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ				1		1

						⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケンナド ヒロシマ テイジュウ ソクシン				3		3

						⑥社会で活躍する人材の育成				9		7

				安心な暮らしづくり アンシン ク						10		8

						①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク				4		4

						②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク				2		2

						③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニホンイチ ム トリクミ キョウカ				1		1

						④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウナド カツヨウ ケンコウ スイシン				1		0

						⑤その他 タ				2		1

				豊かな地域づくり ユタ チイキ						11		7

						①中山間地域の地域力強化				2		1

						②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出				4		3

						③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン				2		1

						④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン				2		2

						⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン				1		0

				災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ						5		3

						①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク				4		2

						②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン フサ ウンドウ テンカイ				1		1

				広島の価値の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン						3		2

						①国際平和拠点ひろしまの形成				2		1

						②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン				1		1

				合　計　 ゴウケイ ケイ						66		48

































































































































29重点事業数（再掲込）

		H29年度当初予算　重点施策体系別主要事業本数 ネン ド トウショ ヨサン ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ ホンスウ





										事業数 ジギョウ スウ						集中協議 シュウチュウ キョウギ		本文掲載 ホンブン ケイサイ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン

												新規等 シンキ トウ

				新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ						18		11

						①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ				3		2

						②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン				1		1

						③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン				1		0

						④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ				4		4

						⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン				3		2

						⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン				1		1

						⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ				5		1

				人づくり ヒト						20		18

						①少子化対策 ショウシカ タイサク				4		4

						②働き方改革 ハタラ カタ カイカク				1		1

						③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニホンイチ チョウセン				1		1

						④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ				2		2

						⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケンナド ヒロシマ テイジュウ ソクシン				3		3

						⑥社会で活躍する人材の育成				9		7

				安心な暮らしづくり アンシン ク						10		8

						①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク				4		4

						②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク				2		2

						③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニホンイチ ム トリクミ キョウカ				1		1

						④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウナド カツヨウ ケンコウ スイシン				1		0

						⑤その他 タ				2		1

				豊かな地域づくり ユタ チイキ						13		9

						①中山間地域の地域力強化				2		1

						②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出				4		3

						③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン				2		1

						④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン				2		2

						⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン				3		2

				災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ						5		3

						①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク				4		2

						②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン フサ ウンドウ テンカイ				1		1

				広島の価値の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン						3		2

						①国際平和拠点ひろしまの形成				2		1

						②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン				1		1

				合計（再掲に伴う重複を除いた数） ゴウケイ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ カズ						66		48

































































































































29施策体系別事業一覧（170120）





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン



						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						事業費 ジギョウ ヒ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		138		商工 ショウコウ						137,998

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						23,776

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806

								②多様な創業と新事業展開の促進 タヨウ ソウギョウ シンジギョウ テンカイ ソクシン

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		278		商工 ショウコウ						278,217

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-

										企業立地促進対策事業				4,370		商工 ショウコウ						4,369,889

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		65		商工 ショウコウ						64,638

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		164		商工 ショウ コウ						163,798

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		62		商工 ショウコウ						61,546

										次世代ものづくり基盤形成事業（自動車関連企業海外展開支援） ジドウシャ カンレン キギョウ カイガイ テンカイ シエン				3		商工 ショウ コウ						2,746

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ		52		土木 ドボク						52,438

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,768

										農産物生産供給体制強化事業				1,279		農林 ノウリン						1,278,953

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712

										計 ケイ				7,549								7,549,301

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-

										ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ		78		健康 ケンコウ						77,792

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678

								④多様な人材の就職に向けた後押し タヨウ ジンザイ シュウショク ム アトオ														-

										非行少年等就労支援事業 ヒコウ ショウネン トウ シュウロウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		1		環境 カンキョウ						900

										[一部再掲]若年者就職による社会減対策事業 イチブ サイケイ ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		24		商工 ショウコウ						24,200

								⑤東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976

								⑥社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		地域 チイキ						25,937

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		20		教育 キョウイク						20,481

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ		314		教育 キョウイク						313,845

										フレキシブルスクール（仮称）整備事業 カショウ セイビ ジギョウ				1,264		教育 キョウイク						1,264,279

										オリンピック・パラリンピック教育推進事業 キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										計 ケイ				6,303								6,302,548





						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名 キョク メイ						-

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①すべての人が共に生きる社会の仕組みづくり ヒト トモ イ シャカイ シク														-

										子供の生活に関する実態調査 コドモ セイカツ カン ジッタイ チョウサ		新規 シンキ		13		健康 ケンコウ						12,999

										家庭の経済的事情などを背景とした「学びのセーフティネット」構築検討事業  カテイ ケイザイテキ ジジョウ ハイケイ マナ コウチク ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		3		教育 キョウイク						3,486

										県立医療型障害児入所施設整備事業 ケンリツ イリョウ ガタ ショウガイジ ニュウショ シセツ セイビ ジギョウ		新規 シンキ		44		健康 ケンコウ						43,951

										アルコール健康障害対策推進事業 ケンコウ ショウガイ タイサク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		3		健康 ケンコウ						3,273

								②信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-

										広島都市圏の医療機能強化事業		一部新規 イチブ シンキ		16		健康 ケンコウ						16,279

										地域医療介護総合確保事業		一部新規 イチブ シンキ		5,049		健康 ケンコウ						5,048,589

								③がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082

								④健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業				4		健康 ケンコウ						3,607

								⑤その他 タ														-

										性被害ワンストップセンターひろしま運営事業 セイ ヒガイ ウンエイ ジギョウ				14		環境 カンキョウ						14,040

										「いのちを守る！」動物愛護推進事業 マモ ドウブツ アイゴ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		12		健康 ケンコウ						12,265

										計 ケイ				5,222								5,221,571

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ				172		地域 チイキ						171,600

										中山間地域元気づくり推進事業 チュウサンカン チイキ ゲンキ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		20		地域 チイキ						20,000

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-

										都市圏魅力創造事業		一部新規 イチブ シンキ		2		地域 チイキ						2,105

										サッカースタジアム検討事業 ケントウ ジギョウ		新規 シンキ		4		地域 チイキ						4,000

										広島西飛行場跡地活用推進事業 ヒロシマ ニシ ヒコウジョウ アトチ カツヨウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		70		地域 チイキ						70,155

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク						10,233

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				98		土木 ドボク						97,915

								④東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組の推進 トウキョウ ム トリクミ スイシン														-

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983

										[再掲]オリンピック・パラリンピック教育推進事業 サイケイ キョウイク スイシン ジギョウ		新規 シンキ		10		教育 キョウイク						10,000

										パラムーブメント推進事業 スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,606

								⑤暮らしを楽しむための機会の創出に向けた取組の推進 ク タノ キカイ ソウシュツ ム トリクミ スイシン														-

										美術館生涯学習活動費 ビジュツカン ショウガイ ガクシュウ カツドウ ヒ				35		環境 カンキョウ						35,288

										[一部再掲]観光地ひろしま推進事業 イチブ カンコウチ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		287		商工 ショウコウ						287,000

										[一部再掲]ひろしまブランド推進事業 イチブ		一部新規 イチブ シンキ		47		商工 ショウコウ						47,279

										計 ケイ				875								874,872

						災害に強いまちづくり　 サイガイ ツヨ		①ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-

										消防学校耐震化事業		新規 シンキ		10		危機 キキ						9,800

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982

								②減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190

										計 ケイ				19,931								19,931,442

						広島の価値
の共鳴・共振 ヒロシマ カチ キョウメイ キョウシン		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		地域 チイキ						59,778

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業				19		地域 チイキ						19,000

								②｢ひろしま｣ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500

										計 ケイ				363								363,278

						合　　計 　　　　　　　　　再掲に伴う重複を除いた額→ ゴウ ケイ サイケイ トモナ チョウフク ノゾ ガク								39,875								39,874,533
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【2月補正】



29施策体系別事業一覧 (2)





				【H28】重点施策の主要事業 ジュウテン セ サク シュヨウ ジギョウ

																						Ｈ28						Ｈ27

						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						事業費 ジギョウ ヒ		うち補正 ホセイ		一般財源 イッパン ザイゲン		事業費 ジギョウ ヒ		うち補正 ホセイ		一般財源 イッパン ザイゲン		進捗状況 シンチョク ジョウキョウ		重点理由 ジュウテン リユウ

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ				ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		143		商工 ショウコウ						143,498				139,489		67,998		67,998		0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				75,500

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				164		商工 ショウコウ						163,806				100,165		172,782				111,640		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 8,976

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ				商工 ショウコウ																				重点 ジュウテン				0

										企業立地促進対策事業		一部新規 イチブ シンキ		4,370		商工 ショウコウ						4,369,889				4,369,889		5,958,086				5,934,413		知事済 チジ スミ		元重点 モト ジュウテン				▲ 1,588,197

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		28		商工 ショウコウ						27,654				13,827		29,175				29,175		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 1,521

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		129		商工 ショウ コウ						129,307				129,069		209,465				104,600		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 80,158

										広島空港拠点性強化事業		一部新規 イチブ シンキ				土木 ドボク																				重点 ジュウテン				0

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		391		商工 ショウコウ						390,715				390,201		467,555				271,419		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 76,840

										ひろしま農業創生事業				152		農林 ノウリン						152,347				152,347		166,642				166,642		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 14,295

										広島血統和牛増産緊急対策事業				11		農林 ノウリン						10,993				878		23,986				16,450		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 12,993

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業				6		農林 ノウリン						5,786				5,786		5,776				5,776		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				10

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		235		農林 ノウリン						234,712				41,071		47,281				27,381		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				187,431

										計 ケイ				5,629								5,628,707		0		5,342,722		7,148,746				6,667,496								▲ 1,520,039

						人づくり ヒト				ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ		新規 シンキ				健康 ケンコウ																		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				0

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		34		健康 ケンコウ						34,373				25,854		42,211				18,406		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 7,838

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		1,885		健康 ケンコウ						1,885,113				418,620		1,813,334				441,646		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				71,779

										地域子ども・子育て支援事業 チイキ コ コソダ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		2,098		健康 ケンコウ						2,098,117				2,092,269		1,928,991				1,921,241		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				169,126

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		100		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						100,243				98,993

広島県: ？
		15,074		15,074		0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				85,169

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		124		健康 ケンコウ						123,678				112,464

広島県: ？		89,492		64,705		24,787		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				34,186

										若年者就職による社会減対策事業 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		39		商工 ショウコウ						38,924				38,335		16,662		16,424		238		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				22,262

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		75		地域 チイキ						75,374				75,220		78,414		78,414		0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 3,040

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		土木 ドボク						17,976				17,976		37,545				37,545				重点 ジュウテン









						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		26		教育 キョウイク						25,937				25,937		39,522				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 13,585

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		74		教育 キョウイク						73,685				58,565		54,703				35,088		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				18,982

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト				20		教育 キョウイク						20,481				20,481		23,193				23,193		知事済 チジ スミ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン				▲ 2,712

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		35		教育 キョウイク						34,989				24,989		37,408				27,408		知事済 チジ スミ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン				▲ 2,419

										「学びの変革」ICT活用推進プロジェクト カツヨウ スイシン		新規 シンキ		55		教育 キョウイク						54,616				54,616								知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				54,616

										「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		28		教育 キョウイク						28,026				21,895		14,286				14,286		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				13,740

										「学びの変革」牽引プロジェクト ケンイン		一部新規 イチブ シンキ				教育 キョウイク																		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				0

										計 ケイ				4,611								4,611,532		0		3,086,214		4,190,835				2,543,838								420,697

						安心な アンシン				広島都市圏の医療機能強化事業				16		健康 ケンコウ						16,279				16,279		16,990				16,990		知事済 チジ スミ		昨年度重点 サクネンド ジュウテン				▲ 711

										地域医療介護総合確保事業（医療分） イリョウ ブン				1,618		健康 ケンコウ						1,617,871				162,718		2,215,100				114,806		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 597,229

										地域医療介護総合確保事業（介護分） カイゴ ブン				3,377		健康 ケンコウ						3,376,718				0		66,678				0		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				3,310,040

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		63		健康 ケンコウ						63,082				35,677		67,292				39451		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業		新規 シンキ		4		健康 ケンコウ						3,607				3,607		68,140				68,140		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 64,533

										計 ケイ				5,078								5,077,557		0		218,281		2,434,200		0		239,387								2,643,357

										「ひろしま　さとやま未来博２０１７」開催事業 ミライ ハク カイサイ		新規 シンキ		172		地域 チイキ						171,600				171,600		161,500				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				10,100

										都市圏魅力創造事業						地域 チイキ												11,818		11,818		11,818		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 11,818

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		60		商工 ショウ コウ						59,708				59,708		101,306				201,306		知事済 チジ スミ						▲ 41,598

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		23		総務 ソウム						22,983				22,983		18,370				18,370		知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				4,613

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		285		商工 ショウコウ						284,500				195,338		487,952				238,207		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 203,452

										計 ケイ				539								538,791		0		449,629		780,946				469,701								▲ 242,155

						地方創生　計 チホウ ソウセイ ケイ								15,857								15,856,587		0		9,096,846		14,554,727		0		9,920,422								1,301,860

										防災拠点等耐震化事業		一部新規 イチブ シンキ		747		総務 ソウム						746,695				111,595		272,297				45,897		知事済 チジ スミ		耐震 タイシン				474,398

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				18,699		農林・土木 ノウリン ドボク						18,698,775						17,309,169						知事済 チジ スミ		公共 コウキョウ				1,389,606

										建築物耐震化促進事業				200		土木 ドボク						199,982				155,942		121,489				88,833		知事済 チジ スミ		耐震 タイシン				78,493

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		276		危機 キキ						276,190				58,196		56,300				56,100		知事済 チジ スミ		減災 ゲンサイ				219,890

						災害に強いまちづくり　計 サイガイ ツヨ ケイ								19,922								19,921,642		0		325,733		17,759,255				190,830								2,162,387

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		61		地域 チイキ						60,970				60,970		92,923		55,865		37,058		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 31,953

										ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業		新規 シンキ		19		地域 チイキ						19,000				19,000		19,000						知事済 チジ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				0

						広島の使命　計 ヒロシマ シメイ ケイ								80								79,970		0		79,970		111,923				37,058								▲ 31,953

						合　　計 ゴウ ケイ								35,859								35,858,199		0		9,502,549		32,425,905				10,148,310								3,432,294































































































































【2月補正】

【2月補正】



29集中協議Ⅱ対象事業一覧 

		　Ｈ２９ 集中協議Ⅱ対象事業一覧表 シュウチュウ キョウギ タイショウ ジギョウ イチラン ヒョウ



				番号 バンゴウ		事業名 ジギョウ メイ

				地-1 チ		国際平和拠点ひろしま構想推進事業 スイシン

				地-2 チ		ひろしまスタイル定住促進事業 テイジュウ ソクシン ジギョウ

				地-3 チ		都市圏魅力創造事業

				地-4		留学生受入・定着倍増促進事業

				地-5 チ		「ひろしま　さとやま未来博2017」開催事業 ミライ ハク カイサイ ジギョウ

				環-１ ワ		大学の魅力発信強化事業 ダイガク ミリョク ハッシン キョウカ ジギョウ

				健-1 ケン		出会い・結婚支援こいのわ事業

				健-2 ケン		ひろしま版ネウボラ構築事業 バン コウチク ジギョウ

				健-5 ケン		多様な保育サービス充実事業 タヨウ ホイク ジュウジツ ジギョウ

						地域こども・子育て支援事業 チイキ コソダ シエン ジギョウ

				健-6 ケン		女性の活躍促進事業 ジョセイ カツヤク ソクシン ジギョウ

				商-1 ショウ		ひろしまオープン・イノベーション推進事業

				商-2 ショウ		創業・新事業展開等支援事業

				商-3 ショウ		観光地ひろしま推進事業 カンコウチ スイシン ジギョウ

				商-4 ショウ		ひろしまブランド推進事業（食の魅力向上） スイシン ジギョウ ショク ミリョク コウジョウ

				商-5
健-3 ケン		働き方改革推進事業 ハタラ カタ カイカク スイシン ジギョウ

				商-6 ショウ		若年者就職による社会減対策 ジャクネン シャ シュウショク シャカイ ゲン タイサク

				商-7 ショウ		医療関連産業クラスター形成事業 イリョウ カンレン サンギョウ ケイセイ ジギョウ

				土-1 ド		広島空港拠点性強化事業 ヒロシマ クウコウ キョテンセイ キョウカ ジギョウ

				土-2 ド		空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ

				教-1 キョウ		「学びの変革」牽引プロジェクト マナ ヘンカク ケンイン

				教-2 キョウ		異文化間協働活動推進事業 イブンカ カン キョウドウ カツドウ スイシン ジギョウ

				教-3 キョウ		「遊び　学び　育つ　ひろしまっ子！」推進プロジェクト アソ マナ ソダ コ スイシン

				教-４ キョウ		「学びの変革」　ICT活用推進プロジェクト マナ ヘンカク カツヨウ スイシン

































































































































28集中協議Ⅱ対象事業一覧

		　Ｈ２８ 集中協議Ⅱ対象事業一覧表 シュウチュウ キョウギ タイショウ ジギョウ イチラン ヒョウ

						H27.12.08 現在 ゲンザイ

				番号 バンゴウ		事業名 ジギョウ メイ

				総-1 ソウ		東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業　等 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ トウ

				地-１ チ		ひろしまスタイル定住促進事業

				地-2 チ		創造活動活性化支援事業 ソウゾウ カツドウ カッセイカ シエン ジギョウ

				地-3 チ		留学生受入・定着倍増促進事業

				地-5 チ		都市圏魅力創造事業 トシケン ミリョク ソウゾウ ジギョウ

				地-6 チ		中山間地域人材ネットワーク推進事業 チュウサンカン チイキ ジンザイ スイシン ジギョウ

				地-7,8,9 チ		国際平和拠点ひろしま構想推進事業 コクサイ ヘイワ キョテン コウソウ スイシン ジギョウ

				環-1 カン		性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」事業

				環-2 カン		「エコの力でひろしまを元気に」具体化推進事業 チカラ ゲンキ グタイカ スイシン ジギョウ

				-		県内大学の魅力発信強化事業【見直し】について ケンナイ ダイガク ミリョク ハッシン キョウカ ジギョウ ミナオ

				健-1 ケン		出会い・結婚支援こいのわ事業 デア ケッコン シエン ジギョウ

				健-2 ケン		いつでも安心！進化系保育サービス アンシン シンカ ケイ ホイク

				健-3 ケン		女性の活躍促進（キャリアアップ） ジョセイ カツヤク ソクシン

				健-6 ケン		地域包括ケア体制の確立 チイキ ホウカツ タイセイ カクリツ

				健-7 ケン		広島都市圏の医療機能強化事業 ヒロシマ トシケン イリョウ キノウ キョウカ ジギョウ

				健-8 ケン		疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業 シッペイ ヨボウ ジュウショウカ ヨボウ ジギョウ

				商-1 ショウ		創業・新事業展開等支援事業 ソウギョウ シンジギョウ テンカイナド シエン ジギョウ

				商-2 ショウ		ひろしまオープン・イノベーション推進事業 スイシン ジギョウ

				商-3 ショウ		企業立地促進対策事業 キギョウ リッチ ソクシン タイサク ジギョウ

				商-4 ショウ		新成長分野・新技術創出支援事業 シン セイチョウ ブンヤ シンギジュツ ソウシュツ シエン ジギョウ

				商-5 ショウ		イノベーション人材等育成・確保支援事業 ジンザイ トウ イクセイ カクホ シエン ジギョウ

				商-6 ショウ		魅力ある観光地創造・発信事業 ミリョク カンコウチ ソウゾウ ハッシン ジギョウ

				商-7 ショウ		インバウンド強化事業 キョウカ ジギョウ

				商-8（健-4） ショウ ケン		働き方改革推進事業 ハタラ カタ カイカク スイシン ジギョウ

				商-9 ショウ		ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 キギョウ ジギョウ

				農-1 ノウ		担い手経営発展支援事業

				農-2 ノウ		青年農業経営者育成支援事業

				農-3 ノウ		かんきつ産地競争力強化緊急対策事業

				農-4 ノウ		広島血統和牛増産緊急対策事業 ヒロシマ ケットウ ワギュウ ゾウサン キンキュウ タイサク ジギョウ

				土-1 ド		広島空港拠点性強化事業 ヒロシマ クウコウ キョテンセイ キョウカ ジギョウ

				教-1 キョウ		「学びの変革」牽引プロジェクト マナ ヘンカク ケンイン

				教-2 キョウ		異文化間協働活動推進事業 イブンカ カン キョウドウ カツドウ スイシン ジギョウ

				教-3 キョウ		小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト ショウ チュウガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン

				教-4 キョウ		高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト コウトウ ガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン

				教-5 キョウ		幼児教育環境充実プロジェクト ヨウジ キョウイク カンキョウ ジュウジツ

				教-6 キョウ		ものづくり人材育成日本一プロジェクト ジンザイ イクセイ ニホンイチ





































































































































28施策体系別事業一覧





				重点施策体系別主要事業一覧 ジュウテン セ サク タイケイ ベツ シュヨウ ジギョウ イチラン

																						Ｈ28						Ｈ27

						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						事業費 ジギョウ ヒ		うち補正 ホセイ		一般財源 イッパン ザイゲン		事業費 ジギョウ ヒ		うち交付金 コウフキン		一般財源 イッパン ザイゲン		進捗状況 シンチョク ジョウキョウ		重点理由 ジュウテン リユウ

						災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ		①被災された方々の生活再建と早期災害復旧・復興 ヒサイ カタガタ セイカツ サイケン ソウキ サイガイ フッキュウ フッコウ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「8.20土砂災害砂防・治山に関する施設整備計画」に基づき緊急に行う砂防・治山事業等 [公共事業] ドシャ サイガイ サボウ チサン カン シセツ セイビ ケイカク モト キンキュウ オコナ サボウ チサン ジギョウ トウ コウキョウ ジギョウ				2,988		農林・土木 ノウリン ドボク						2,987,500		309,000				2,760,050						知事前 チジ マエ		公共 コウキョウ				227,450

								②ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策 イッタイ ボウサイ ゲンサイ タイサク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										防災拠点等耐震化事業（県庁舎）		新規 シンキ		63		総務 ソウム						62,970				70		0				0		知事前 チジ マエ		耐震 タイシン				62,970

										防災拠点等耐震化事業（地方機関庁舎）		一部新規 イチブ シンキ		209		総務 ソウム						209,327				136,327		27,859				27,859		知事前 チジ マエ		耐震 タイシン				181,468

										防災・減災対策 [公共事業] コウキョウ ジギョウ				21,058		農林・土木 ノウリン ドボク						21,057,869		3,748,700				15,592,136						知事前 チジ マエ		公共 コウキョウ				5,465,733

										建築物耐震化促進事業		一部新規 イチブ シンキ		121		土木 ドボク						121,489				88,833		24,000				24,000		知事前 チジ マエ		耐震 タイシン				97,489

										警察施設耐震改修整備事業				489		警察 ケイサツ						488,838				2,828		625,068				63,724		政調済 セイチョウ スミ		耐震 タイシン				▲ 136,230

								③減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 ゲンサイ ム ケンミン ソウ ウンドウ テンカイ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		56		危機 キキ						56,300				56,100		72,449				72,449		政調済 セイチョウ スミ		減災 ゲンサイ				▲ 16,149

						災害に強いまちづくり　計 サイガイ ツヨ ケイ								24,984								24,984,293		4,057,700		284,158		19,101,562				188,032								5,882,731

						新たな経済成長 アラ ケイザイ セイチョウ		①イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしまオープン・イノベーション推進事業		一部新規 イチブ シンキ		68		商工 ショウコウ						67,998		67,998		63,998		51,998				46,998		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				16,000

										海外ビジネス展開支援事業（新しい価値を生み出すビジネス展開支援） カイガイ テンカイ シエン ジギョウ アタラシ カチ ウ ダ テンカイ シエン		一部新規 イチブ シンキ		17		商工 ショウコウ

										イノベーション人材等育成・確保支援事業				173		商工 ショウコウ						172,782		56,000		231,640		89,338				84,196		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				83,444

								②多様な創業の促進 タヨウ ソウギョウ ソクシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										創業・新事業展開等支援事業		一部新規 イチブ シンキ		227		商工 ショウコウ						227,452		227,452		227,452		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				227,452

								③多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										企業立地促進対策事業		一部新規 イチブ シンキ		5,958		商工 ショウコウ						5,958,086				5,934,413		6,227,842				6,227,842		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				▲ 269,756

								④産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										新成長分野・新技術創出支援事業		一部新規 イチブ シンキ		29		商工 ショウコウ						29,175				29,175		23,000				23,000		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				6,175

										医療関連産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		209		商工 ショウ コウ						209,465				209,200		220,495				220,495		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 11,030

										環境浄化産業クラスター形成事業		一部新規 イチブ シンキ		69		商工 ショウ コウ						68,593				68,593		72,279				72,279		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 3,686

										次世代ものづくり基盤形成事業		一部新規 イチブ シンキ		149		商工 ショウコウ						148,537				147,037		178,464				178,464		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 29,927

								⑤世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										海外ビジネス展開支援事業 カイガイ テンカイ シエン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		63		商工 ショウ コウ						79,724				78,762		90,419				89,465		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				▲ 10,695

										広島空港拠点性強化事業		新規 シンキ		9		土木 ドボク						8,582				8,582		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				8,582

								⑥観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										観光地ひろしま推進事業		一部新規 イチブ シンキ		468		商工 ショウコウ						467,555				467,555		68,897				68,387		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				398,658

								⑦担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしま農業創生事業		新規 シンキ		167		農林 ノウリン						166,642				166,642		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				166,642

										かんきつ産地競争力強化緊急対策事業		新規 シンキ		6		農林 ノウリン						5,776				5,776		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				5,776

										広島血統和牛増産緊急対策事業		一部新規 イチブ シンキ		24		農林 ノウリン						23,986				16,450		2,000				2,000		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				21,986

										農産物生産供給体制強化事業 ノウサンブツ セイサン キョウキュウ タイセイ キョウカ ジギョウ				46		農林 ノウリン						46,280		29,426		27								知事前 チジ マエ		ＴＰＰ				46,280

										瀬戸内水産資源増大対策事業		一部新規 イチブ シンキ		47		農林 ノウリン						47,281				27,381		22,271				22,271		政調済 セイチョウ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				25,010

										広島かき安定供給システム構築事業		一部新規 イチブ シンキ		13		農林 ノウリン						12,750				12,750		0				0		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				12,750

										計 ケイ				7,741								7,740,664		380,876		7,695,433		7,047,003				7,035,397								693,661

						人づくり ヒト		①少子化対策 ショウシカ タイサク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										出会い・結婚支援こいのわ事業		一部新規 イチブ シンキ		42		健康 ケンコウ						42,211				42,211		29,225				9,577		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				12,986

										不妊治療助成事業 フニン チリョウ ジョセイ ジギョウ				16		健康 ケンコウ						15,900		15,900		7,950								知事前 チジ マエ		補正 ホセイ				15,900

										多様な保育サービス充実事業		一部新規 イチブ シンキ		931		健康 ケンコウ						930,966				65,215		657,696				196,163		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				273,270

								②働き方改革 ハタラ カタ カイカク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										働き方改革推進事業		一部新規 イチブ シンキ		15		商工・健康 ショウコウ ケンコウ						15,074		15,074		15,022		9,225				966		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				5,849

								③女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										女性の活躍促進事業 ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		65		健康 ケンコウ						64,705		64,705		64,098		62,881				29,900		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				1,824

								④東京圏等から広島への定住促進 トウキョウケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしまスタイル定住促進事業		一部新規 イチブ シンキ		78		地域 チイキ						78,414		78,414		62,178		0				0		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				78,414

										空き家活用検討事業 ア ヤ カツヨウ ケントウ ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		38		土木 ドボク						37,545		37,545

										新卒学生ＵＩＪターン就職応援事業		一部新規 イチブ シンキ		16		商工 ショウコウ						16,424		16,424		16,424		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				16,424

										創造活動活性化支援事業		新規 シンキ		13		地域 チイキ						12,787		12,787		12,787		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				12,787









						区分 クブン		事　　業　　名 コト ギョウ メイ				新規等 シンキ トウ		事業費 ジギョウ ヒ		局名等 キョク メイ トウ						-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

						人づくり ヒト		⑤社会で活躍する人材の育成 シャカイ カツヤク ジンザイ イクセイ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										留学生受入・定着倍増促進事業		一部新規 イチブ シンキ		40		地域 チイキ						39,522		39,522		39,522		47,537				47,537		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 8,015

										幼児教育環境充実プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		14		教育 キョウイク						14,286				14,286		17,738				17,738		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				▲ 3,452

										小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		23		教育 キョウイク						23,193				23,193		14,286				14,286		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				8,907

										高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		37		教育 キョウイク						37,408				27,408		29,948				29,948		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				7,460

										「学びの変革」牽引プロジェクト		一部新規 イチブ シンキ		175		教育 キョウイク						174,781				104,881		72,040				72,040		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				102,741

										異文化間協働活動推進事業　～高校生海外留学１万人プロジェクト～		一部新規 イチブ シンキ		55		教育 キョウイク						54,703				35,088		78,409				48,008		政調済 セイチョウ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン				▲ 23,706

										高度人材育成検討事業 コウド ジンザイ イクセイ ケントウ ジギョウ				7		環境 カンキョウ

										ものづくり人材育成日本一プロジェクト		新規 シンキ		16		教育 キョウイク						15,514				15,514		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				15,514

								⑥その他 タ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										パラムーブメント推進事業		一部新規 イチブ シンキ		37		健康 ケンコウ						36,827				28,325		3,501				1,750		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				33,326

										計 ケイ				1,617								1,610,260		280,371		574,102		1,022,486				467,913								587,774

						安心な暮らしづくり アンシン ク		①信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										地域医療介護総合確保事業				2,282		健康 ケンコウ						2,281,778				114,806		1,788,868				30,486		知事前 チジ マエ		昨年重点 サクネン ジュウテン				492,910

										広島都市圏の医療機能強化事業				17		健康 ケンコウ						16,990				16,990		44,436				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				▲ 27,446

										介護福祉士等修学資金貸付制度補助金 カイゴ フクシシ トウ シュウガク シキン カシツケ セイド ホジョキン		一部新規 イチブ シンキ		767		健康 ケンコウ						766,883		766,883		76,689		0				0		政調済 セイチョウ スミ						766,883

										医療施設整備費補助金 シセツ セイビ ヒ ホジョキン				13		健康 ケンコウ						13,247		13,247		6,624

								②がん対策日本一に向けた取組の強化 タイサク ニッポンイチ ム トリクミ キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「がん対策日本一」推進事業		一部新規 イチブ シンキ		67		健康 ケンコウ						67,292				39,451		87,478				48610		政調済 セイチョウ スミ		昨年重点 サクネン ジュウテン

								③健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業		新規 シンキ		68		健康 ケンコウ						68,140				68,140		0				0		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				68,140

								④環境負荷の少ない社会を支える仕組みづくりの推進 カンキョウ フカ スク シャカイ ササ シク スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										「エコの力でひろしまを元気に」具体化推進事業		新規 シンキ		37		環境 カンキョウ						37,075				0		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				37,075

								⑤その他 タ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										性犯罪被害者等ワンストップ支援センター事業 セイ ハンザイ ヒガイシャ トウ シエン ジギョウ		新規 シンキ		10		環境 カンキョウ						9,984				9,984		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				9,984

										ひとり親家庭・児童養護施設退所者等自立支援事業 オヤ カテイ ジドウ ヨウゴ シセツ タイショ シャ トウ ジリツ シエン ジギョウ		新規 シンキ		415		健康 ケンコウ						415,180		415,180		42,571

										社会福祉施設整備費補助金 シャカイ フクシ シセツ セイビ ヒ ホジョキン				164		健康 ケンコウ						163,500		163,500		0		0				0		政調済 セイチョウ スミ		重点 ジュウテン				163,500

										計 ケイ				1,558								1,558,291		1,358,810		260,449		131,914		0		48,610								1,426,377

						豊かな地域づくり ユタ チイキ		①中山間地域の地域力強化 ナカヤマ アイダ チイキ チイキ チカラ キョウカ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										中山間地域人材ネットワーク事業		新規 シンキ		178		地域 チイキ						177,940		177,940		176,090		0				0		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				177,940

										ひろしま里山ウェーブ拡大プロジェクト サトヤマ カクダイ				26		地域 チイキ						26,431		26,431		26,431

								②多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 タヨウ ジンザイ アツ ミリョク チイキ カンキョウ ソウシュツ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										都市圏魅力創造事業				32		地域・土木 チイキ ドボク						31,818		11,818		35,713		103,474				103,474		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 71,656

										魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ミリョク シエン ジギョウ				10		土木 ドボク

								③瀬戸内　海の道構想の推進 セトウチ ウミ ミチ コウソウ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										海の道プロジェクト推進事業		一部新規 イチブ シンキ		101		商工 ショウ コウ						101,306				201,306		0				0		知事済 チジ スミ		交付金 コウフキン				101,306

										瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入）				60		土木 ドボク						60,288				60,288		58,168				58,168		知事済 チジ スミ		交付金 コウフキン				2,120

								④「ひろしま」ブランド価値向上の推進 カチ コウジョウ スイシン														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										ひろしまブランド推進事業		一部新規 イチブ シンキ		83		環境・商工 カンキョウ ショウコウ						83,128				83,128		62,966				62,966		政調済 セイチョウ スミ		交付金 コウフキン				20,162

								⑤その他 タ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ		一部新規 イチブ シンキ		18		総務 ソウム						18,370				18,370		27,655				27,655		知事済 チジ スミ		重点 ジュウテン				▲ 9,285

										計 ケイ				509								499,281		216,189		601,326		252,263				252,263								247,018

						地方創生　計 チホウ ソウセイ ケイ								11,425

						広島の使命 ヒロシマ シメイ		①国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ														-				-		-				-		-		-				ERROR:#VALUE!

										国際平和拠点ひろしま構想推進事業		一部新規 イチブ シンキ		93		地域 チイキ						92,923		55,865		57,923		67,193				67,193		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				25,730

										ひろしまジュニア国際フォーラム（仮称）開催事業		新規 シンキ		19		地域 チイキ						19,000		19,000		19,000		0				0		知事前 チジ マエ		重点 ジュウテン				19,000

										主要国首脳会議（サミット）外相会合開催支援事業				8		地域 チイキ						7,500				7,500		0				0		知事済 チジ スミ		新 シン				7,500

										主要国首脳会議（サミット）外相会合警備実施経費				155		警察 ケイサツ						155,138				155,138		0				0		知事済 チジ スミ		新 シン				155,138

										「ひろしま平和発信コンサート」推進事業				56		環境 カンキョウ						56,000				33,400		4,776				4,776		知事前 チジ マエ		昨年重点 サクネン ジュウテン				51,224

						広島の使命　計 ヒロシマ シメイ ケイ								332								330,561		74,865		272,961		71,969				71,969								258,592

						合　　計 ゴウ ケイ								36,741								36,723,350		6,368,811		9,688,429		27,627,197				8,064,184								9,096,153

																						11,408,496		2,236,246		9,131,310		8,453,666				7,804,183								2,954,830





																										地方創生増額分		（28当初）-（28当初＋27補正） トウショ トウショ ホセイ						2,954,830

																																参考：交付金（当初4億，補正10億）14億 サンコウ コウフキン トウショ オク ホセイ オク オク



																												（28当初＋27補正）-（27当初＋26補正） ホセイ トウショ ホセイ						1,958,165

																												※27補正額 ホセイ ガク				996,665

																																参考：交付金増額分（11→14）3億 サンコウ コウフキン ゾウガクブン オク
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		　Ｈ２８ 集中協議Ⅱ対象事業一覧表 シュウチュウ キョウギ タイショウ ジギョウ イチラン ヒョウ

												H27.12.08 現在

				区分 クブン				事業名 ジギョウ メイ		局 キョク		区分 クブン		番号 バンゴウ		整理案 セイリ アン

				災害 サイガイ		災害に強いまちづくり サイガイ ツヨ		（公共事業等で対応） コウキョウ ジギョウ トウ タイオウ

				新たな経済成長		イノベーション・エコシステムの共通基盤の強化 キョウツウ キバン キョウカ		ひろしまオープン・イノベーション推進事業 スイシン ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-2 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						多様な創業の促進 タヨウ ソウギョウ ソクシン		創業・新事業展開等支援事業 ソウギョウ シンジギョウ テンカイ トウ シエン ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-1 ショウ

						多様な投資誘致の促進 タヨウ トウシ ユウチ ソクシン		企業立地促進対策事業		商工 ショウコウ		再構築 サイコウチク		商-3 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						産業競争力の強化 サンギョウ キョウソウリョク キョウカ		イノベーション人材等育成・確保支援事業 ジンザイ トウ イクセイ カクホ シエン ジギョウ		商工 ショウコウ		再構築 サイコウチク		商-5 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

								新成長分野・新技術創出支援事業 シン セイチョウ ブンヤ シンギジュツ ソウシュツ シエン ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-4 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						世界と直結するビジネス支援 セカイ チョッケツ シエン		広島空港拠点性強化事業 ヒロシマ クウコウ キョテン セイ キョウカ ジギョウ		土木 ドボク		再構築 サイコウチク		土-1 ド		協議Ⅱ キョウギ

						観光地ひろしまの推進 カンコウチ スイシン		魅力ある観光地創造・発信事業 ミリョク カンコウチ ソウゾウ ハッシン ジギョウ		商工 ショウコウ		再構築 サイコウチク		商-6 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

								インバウンド強化事業 キョウカ ジギョウ		商工 ショウコウ		拡充 カクジュウ		商-7 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

						担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 ニナ テ セイカツ セッケイ カ ノウリン スイ サンギョウ カクリツ		担い手経営発展支援事業 ニナ テ ケイエイ ハッテン シエン ジギョウ		農林 ノウリン		新規 シンキ		農-1 ノウ		協議Ⅱ キョウギ

								青年農業経営者育成支援事業 セイネン ノウギョウ ケイエイ シャ イクセイ シエン ジギョウ		農林 ノウリン		新規 シンキ		農-2 ノウ		協議Ⅱ キョウギ

								かんきつ産地競争力強化緊急対策事業 サンチ キョウソウリョク キョウカ キンキュウ タイサク ジギョウ		農林 ノウリン		新規 シンキ		農-3 ノウ

								広島血統和牛増産緊急対策事業 ヒロシマ ケットウ ワギュウ ゾウサン キンキュウ タイサク ジギョウ		農林 ノウリン		再構築 サイコウチク		農-4 ノウ

				人づくり ヒト		少子化対策 ショウシカ タイサク		出会い・結婚支援こいのわ事業 デア ケッコン シエン ジギョウ		健康 ケンコウ		拡充 カクジュウ		健-1 ケン		協議Ⅱ キョウギ

								いつでも安心！進化系保育サービス アンシン シンカ ケイ ホイク		健康 ケンコウ		再構築 サイコウチク		健-2 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						働き方改革 ハタラ カタ カイカク		働き方改革推進事業		商工
（健康） ショウコウ ケンコウ		新規 シンキ		商-8 ショウ		協議Ⅱ キョウギ				イクボス普及拡大事業

						女性の働きやすさ日本一への挑戦 ジョセイ ハタラ ニッポンイチ チョウセン		女性の活躍促進（キャリアアップ） ジョセイ カツヤク ソクシン		健康 ケンコウ		拡充 カクジュウ		健-3 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						東京圏等から広島への定住促進 トウキョウ ケン トウ ヒロシマ テイジュウ ソクシン		創造活動活性化支援事業 ソウゾウ カツドウ カッセイカ シエン ジギョウ		地域 チイキ		再構築 サイコウチク		地-2 チ		協議Ⅱ キョウギ

								ひろしまスタイル定住促進事業 テイジュウ ソクシン ジギョウ		地域
（土木） チイキ ドボク		再構築 サイコウチク		地-1 チ		協議Ⅱ キョウギ

								ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 キギョウ ジギョウ		商工 ショウコウ		継続 ケイゾク		商-9 ショウ		協議Ⅱ キョウギ

								県内大学の魅力発信強化事業【見直し】について ケンナイ ダイガク ミリョク ハッシン キョウカ ジギョウ ミナオ		環境 カンキョウ		再構築 サイコウチク		-		協議Ⅱ キョウギ

				人づくり ヒト		社会で活躍する人材の育成		幼児教育環境充実プロジェクト ヨウジ キョウイク カンキョウ ジュウジツ		教育 キョウイク		再構築 サイコウチク		教-5 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト ショウ チュウガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン		教育 キョウイク		拡充 カクジュウ		教-3 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト コウトウ ガッコウ カダイ ハッケン カイケツ ガクシュウ スイシン		教育 キョウイク		拡充 カクジュウ		教-4 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								「学びの変革」牽引プロジェクト マナ ヘンカク ケンイン		教育 キョウイク		再構築 サイコウチク		教-1 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								異文化間協働活動推進事業 イブンカ カン キョウドウ カツドウ スイシン ジギョウ		教育 キョウイク		再構築 サイコウチク		教-2 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								国際平和拠点ひろしま構想推進事業（こどもダボス（仮称）会議の開催） コクサイ ヘイワ キョテン コウソウ スイシン ジギョウ カショウ カイギ カイサイ		地域
（教育） チイキ キョウイク		新規 シンキ		地-7,8,9 チ		協議Ⅱ キョウギ

								ものづくり人材育成日本一プロジェクト ジンザイ イクセイ ニホンイチ		教育 キョウイク		新規 シンキ		教-6 キョウ		協議Ⅱ キョウギ

								留学生受入・定着倍増促進事業 リュウガクセイ ウケイレ テイチャク バイゾウ ソクシン ジギョウ		地域 チイキ		再構築 サイコウチク		地-3 チ		協議Ⅱ キョウギ

				安心な
暮らし アンシン ク		信頼される医療・介護提供体制の構築 シンライ イリョウ カイゴ テイキョウ タイセイ コウチク		広島都市圏の医療機能強化事業		健康 ケンコウ		継続 ケイゾク		健-7 ケン		協議Ⅱ キョウギ

								地域包括ケア体制の確立 チイキ ホウカツ タイセイ カクリツ		健康 ケンコウ		継続 ケイゾク		健-6 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						健康医療情報等を活用した健康づくりの推進 ケンコウ イリョウ ジョウホウ トウ カツヨウ ケンコウ スイシン		疾病予防・重症化予防コラボヘルス事業		健康
（総務） ケンコウ ソウム		新規 シンキ		健-8 ケン		協議Ⅱ キョウギ

						環境負荷の少ない社会を支える仕組みづくりの推進 カンキョウ フカ スク シャカイ ササ シク スイシン		「エコの力でひろしまを元気に」具体化推進事業 チカラ ゲンキ グタイカ スイシン ジギョウ		環境 カンキョウ		新規 シンキ		環-2 ワ		協議Ⅱ キョウギ

				豊かな地域 ユタ チイキ		中山間地域の地域力強化 チュウサンカン チイキ チイキ リョク キョウカ		中山間地域人材ネットワーク事業 チュウサンカン チイキ ジンザイ ジギョウ		地域 チイキ		新規 シンキ		地-6 チ

						多様な人材が集まる魅力ある地域環境の創出 ミリョク ソウシュツ		都市圏魅力創造事業 トシケン ミリョク ソウゾウ ジギョウ		地域 チイキ		拡充 カクジュウ		地-5 チ		協議Ⅱ キョウギ

				広島の
使命 ヒロシマ シメイ		国際平和拠点ひろしまの形成 コクサイ ヘイワ キョテン ケイセイ		国際平和拠点ひろしま構想推進事業 コクサイ ヘイワ キョテン コウソウ スイシン ジギョウ		地域 チイキ		再構築 サイコウチク		地-7,8,9 チ		協議Ⅱ キョウギ

				その他 タ				性暴力被害者のための「ワンストップ支援センター」事業 セイ ボウリョク ヒガイシャ シエン ジギョウ		環境 カンキョウ		新規 シンキ		環-1 ワ		協議Ⅱ キョウギ

								東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致等推進事業　等 トウキョウ ジゼン ガッシュク ユウチ トウ スイシン ジギョウ トウ		総務
（健康） ソウム ケンコウ		再構築 サイコウチク		総-1 ソウ		要調整 ヨウ チョウセイ
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