
平成２７年度 

施策と事業の対応関係 

参考資料 ３ 第１回経済財政会議 



H２７.４ 経営企画チーム 



「人づくり」への挑戦 

教育（１） 

《目指す姿》 

○ 子どもたちが，将来にわたってたくましく生きる力を持ち，健やかに育っています。 

○ グローバルな感覚を持った人材が育ち，企業や地域社会などで活躍しています。 

○将来の夢や目標の実現に必
要な学力の定着・向上 

○健やかな体の育成 

○障害のある幼児児童生徒一
人ひとりが自立し，社会参加す
ることを可能とする力の育成 

○グローバル社会に生
きる力の育成 

 

○社会の一員としての役割
意識や規範意識の醸成，豊
かな社会性・主体性の育成 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

1 子どもたちの更なる学力・体
力の向上や豊かな心の育成 

 

2 学校・家庭・地域等の連携
強化等による地域社会の教
育力向上 

 

3 グローバルな感覚を
持った人材の育成 

 

 

4 障害の種別・程度に応じた
専門的かつ適切な指導・支援
の充実 

 

構成事業 １７事業 ７事業 ３事業 ４事業 

うち重点 ３事業 － ２事業 － 

基本 

方針  

2015 

①小・中学校における学力向上 

②県立高等学校における学力向
上 

③豊かな心の育成 

④体力・運動能力の向上 

⑤幼児教育の充実 

⑥生徒指導の充実 

⑦私学教育の振興 

H27 

ワーク 

①家庭・地域の教育力の充実 

②食育の推進 

③地域に開かれた学校づくり
の推進 

④地域における健全育成の推
進 

①コンピテンシー育成に
向けた先進的な教育環境
の整備 

②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 

①学校内の支援体制の充実 

②教員の専門性の向上 

③障害の種別・程度に応じた専
門的な指導の充実 

（※構成事業数は，事業を細分化 

  したものや複数ワークへの再掲 

  事業を含むため，実事業数より 

  多くなっている。） 

（※重点事業数は，当初予算記 

  者発表資料№１ベースでの大 

  括りの事業でカウント。） 

社会で活躍する人材の育成 
（※重点事業の（）は、再掲事業の 

  事業数。） 

（※下線・ゴシックのワークは， 

  重点事業のある重点ワーク） 

社会で活躍する人材の育成 



－1－ 

（※枠囲みは重点事業のある重点ワーク） H２７当初予算 （うち一般財源） 【担当局】 再掲ワーク ワーク構成事業 

（※次ページへ続く） 

1-① 小・中学校における学力向上
【重点】 小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト 14,201 (14,201) 【教育】

基礎学力定着プロジェクト事業 3,039 (2,479) 【教育】
小中学校教育環境充実支援事業 88,898 (88,898) 【教育】
教育センター運営費（一部） 8,316 (8,058) 【教育】 １②③⑥
（専門研修）

1-② 県立高等学校における学力向上
【重点】 高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト 29,948 (29,948) 【教育】

教育センター運営費（一部） 8,316 (8,058) 【教育】 １①③⑥
（専門研修）

1-③ 豊かな心の育成
生徒指導総合対策事業（一部） 6,059 (188) 【教育】
（道徳教育改善・充実）
「山・海・島」体験活動”ひろしま全県展開プロジェクト” 103,805 (103,805) 【教育】
教育センター運営費（一部） 8,316 (8,058) 【教育】 １①②⑥
（専門研修）

1-④ 体力・運動能力の向上
体力・運動能力向上推進事業 41,235 (41,235) 【教育】

1-⑤ 幼児教育の充実
【重点】 幼児教育環境充実プロジェクト 17,738 (17,738) 【教育】

1-⑥生徒指導の充実
生徒指導集中対策プロジェクト 73,049 (49,085) 【教育】 51⑤
生徒指導総合対策事業（一部） 9,359 (9,198) 【教育】
（生徒指導費　2,666）
（教育相談推進事業　6,693）
教育センター運営費（一部） 8,316 (8,058) 【教育】 １①②③
（専門研修）

1-⑦ 私学教育の振興
私学振興補助金 20,772,961 (14,592,799) 【環境】
私学振興諸費 14,928 (12,902) 【環境】



2-① 家庭・地域の教育力の充実
生涯学習センター運営費（一部） 737 (737) 【教育】
（家庭教育支援）
放課後子供教室推進事業 51,774 (26,079) 【教育】 9・10③,42･43⑤

2-② 食育の推進
食育推進事業 1,861 (1,861) 【健康】 34･35･37･38③
ひろしま給食100万食プロジェクト 2,494 (2,494) 【教育】

2-③ 地域に開かれた学校づくりの推進
「ひろしま教育の日」関連事業 3,816 (3,766) 【教育】

2-④ 地域における健全育成の推進
青少年健全育成事業 10,841 (10,841) 【環境】
夢配達人プロジェクト事業 425 (425) 【環境】

3-① コンピテンシー育成に向けた先進的な教育環境の整備
【重点】 学びの変革牽引プロジェクト 72,040 (72,040) 【教育】

3-② 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
【重点】 異文化間協働活動推進事業 56,416 (26,015) 【教育】

県立学校海外交流推進事業 21,993 (21,993) 【教育】

4-① 学校内の支援体制の充実
特別支援教育ビジョン推進事業（一部） 1,226 (818) 【教育】
（特別支援教育総合推進事業）

4-② 教員の専門性の向上
特別支援教育ビジョン推進事業（一部） 1,771 (1,537) 【教育】 ４③
（教員の専門性向上）

4-③ 障害の種別・程度に応じた専門的な指導の充実
特別支援教育ビジョン推進事業（一部） 6,356 (6,122) 【教育】 ４②
（就職支援プロジェクト　4,585）
（教員の専門性向上　1,771）
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《目指す姿》 

○ 若者が，社会に貢献できる資質や能力を身に付けています。 

○ 社会人が，働きながらスキルの向上や，社会の変化等に対応した新たなスキルの取得を
積極的に目指せる環境が整っています。 

○社会人・職業人として自立するために必要な 

 資質・能力の育成 

○社会人教育の充実 

 

5 キャリア教育や職業教育
などの取組を地域ぐるみで
推進 

 

6 高等教育機関による，社
会が求める人材育成や地
域に貢献できる教育研究
支援 

7 働きながらスキル向上を
目指せる社会人が学びや
すい環境づくり 

 

「人づくり」への挑戦 

教育（２） 
領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
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構成事業 ３事業 ６事業 ２５事業 

うち重点 － １事業 （１事業） 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①キャリア教育の推進 

②実践的な職業教育の充実 

①社会が求める人材の育成 

②地域に貢献できる教育研
究の充実 

①若年者の就業促進 

②経営人材等の育成・確保 

③技能人材の育成・確保 

④職業訓練による就業支援 

               （※） 

※16と同一ワーク 

社会で活躍する人材の育成 



－3－ （※次ページへ続く） 

5-① キャリア教育の推進
キャリア教育の実施〈非予算〉 － － 【教育】

5-② 実践的な職業教育の充実
ものづくり高校生マイスター育成事業 7,048 7,048 【教育】
インターンシップの充実に向けた企業との連携の強化〈非予算〉 － － 【教育】

6-① 社会が求める人材の育成
【重点】 高度人材育成検討事業 4,790 (4,790) 【環境】

公立大学法人県立広島大学運営費交付金（一部） 3,568,594 (3,568,594) 【環境】 6②
（地域型MBAの設置準備）
大学連携による人材育成推進事業 54,415 (54,415) 【環境】

6-② 地域に貢献できる教育研究の充実
公立大学法人県立広島大学運営費交付金 3,568,594 (3,568,594) 【環境】 6①
高等教育機能向上等推進費 1,805 (1,805) 【環境】
公立大学法人県立広島大学施設整備費補助金 106,365 (265) 【環境】

7・16-① 若年者の就業促進
「ひろしまジョブプラザ」運営事業（一部） 24,588 (23,092) 【商工】 12②
若者自立支援プロジェクト事業 4,561 (4,147) 【商工】
未就職卒業者等就業体験事業 157,166 (0) 【商工】
広島県雇用推進会議費 719 (719) 【商工】
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ雇用労働情報提供ｼｽﾃﾑ運用管理事業 2,558 (2,558) 【商工】

7･16-② 経営人材等の育成・確保
【重点】 イノベーション人材等育成事業 89,338 (84,196) 【商工】 26･27①

プロフェッショナル人材マッチング支援事業 220,000 (0) 【商工】 26･27①

7･16-③ 技能人材の育成・確保
在職者訓練事業 5,875 (▲2,334) 【商工】 26・27②
認定職業訓練補助事業 14,678 (7,339) 【商工】 26・27②
技能人材育成・確保の促進事業 3,987 (3,987) 【商工】 26・27②
短期大学校管理運営費 37,370 (18,723) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
普通課程訓練講師事業 20,823 (10,454) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
施設内訓練事業 32,049 (14,138) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
高等技術専門校施設設備等整備事業 17,795 (8,916) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
職業訓練運営費 27,014 (14,048) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
指導員研修事業 2,457 (821) 【商工】 7･16④,26･27②,28①



7･16-④ 職業訓練による就業支援
施設内訓練民間活力導入事業 70,878 (35,439) 【商工】 28①
離転職者委託訓練事業 582,094 (0) 【商工】 28①
キャリア形成支援アドバイザー事業 4,453 (2,227) 【商工】 28①
普通課程訓練講師事業 20,823 (10,454) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
短期大学校管理運営費 37,370 (18,723) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
施設内訓練事業 32,049 (14,138) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
高等技術専門校施設設備等整備事業 17,795 (8,916) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
職業訓練運営費 27,014 (14,048) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
指導員研修事業 2,457 (821) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
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構成事業 ５事業 ４１事業 ３事業 ６事業 ４事業 

うち重点 － １６事業（７事業） － － － 

多様な主体の社会参画 

《目指す姿》 

○ 性別・年齢等にかかわらず，全ての県民が活躍できる環境が 

 整っています。 

○人として互いに尊
重する社会づくり 

 

○地域を支える様々な
主体による「協働社会」
づくり 

○高齢者がそれまで培って
きた知識や技能を生かし，
社会参画できる環境づくり 

○男女があらゆる分野で共に参画でき，責任も分かち
合う社会づくり 

 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

8 人権尊重の意識
を高め，互いに人と
して尊重し合う社会
づくりの推進 

11 地域社会活動
における男女共同
参画の推進 

 

12 生涯現役として，
生きがいを持って就
業・活動できる環境づ
くり 

13 ＮＰＯ・ボランティア
活動への参加促進と，
行政とＮＰＯの協働推
進 

「人づくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①人権教育・啓発の
推進 

10 男女が共に仕
事も子育ても充
実できる環境整
備（※） 

9 男女が共に家
庭や職場で能
力を発揮できる
環境づくり(※) 

①女性の活躍促進 
②保育サービスの充実 
③放課後児童対策の充実 
④婚活・結婚対策の充実 
⑤不妊対策の充実 
⑥みんなで子供と子育てを応援 
⑦子供と子育てにやさしい生活環境づく
り 

①男女共同参画を
推進する取組の支
援と人材育成 

①高齢期の準備促進 

②高齢者の就業促進 

③高齢者の地域活動
促進 

①県民のNPO・ボラン
ティア活動への参加促進 

②行政・企業・NPOとの
連携・協働推進  （※） 

※52と同一ワーク 

女性の働きやすさ日本一への挑戦 

※「安心な暮らし」に 
類似施策あり（42・43） 

少子化対策 



－5－ （※次ページへ続く） 

8-① 人権教育・啓発の推進
人権施策推進事業 25,101 (1,360) 【環境】
隣保館運営費補助金 219,438 (73,146) 【環境】
隣保館整備費補助金 7,793 (2,598) 【環境】
地方改善事業事務費 2,493 (1,592) 【環境】
人権教育推進事業 2,946 (746) 【教育】

9・10-① 女性の活躍促進
【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 51,874 (34,754) 【健康】

〔女性の活躍促進～就業支援〕
（働く女性の活躍応援リレーセミナー　3,933）
（女性の活躍先進事例普及事業　8,304）
（仕事と家庭の両立支援推進事業　3,305）
（男性の育児休業等促進事業　13,412）
（働く女性の就業継続応援事業　22,920）
イクメン企業同盟活動推進事業 6,073 (192) 【健康】
女性の就職総合支援事業 55,643 (28,817) 【健康】

9・10-② 保育サービスの充実
【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 682,545 (218,588) 【環境・健康】 9・10③,42・43④⑤

〔女性の活躍促進～保育サービスの充実〕
（幼稚園機能充実支援事業　439,727）
（事業所内保育施設の開設促進　20,000）
（県庁内保育所設置モデル事業　42,608）
（認可外保育所の認可化促進事業　84,450）
（保育コンシェルジュ配置事業　24,950）
（保育士人材確保事業　26,415）
（保育教諭確保事業　711）
（子育て支援従業者の育成研修　4,849）
（認可保育所以外の多様な保育サービスの利用支援等　38,835）

9・10-③ 放課後児童対策の充実
放課後児童クラブ室整備費補助金 266,224 (133,116) 【健康】 42･43⑤

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 18,634 (16,210) 【健康】 9・10②,42・43④⑤
〔女性の活躍促進～保育サービスの充実〕
（放課後児童クラブ「小１の壁」解消事業　13,785）
（子育て支援従事者の育成研修　4,849）
放課後児童クラブ事業 1,719,597 (859,897) 【健康】 42･43⑤
放課後子供教室推進事業 51,774 (26,079) 【教育】 2①,42・43⑤



9・10-④ 婚活・結婚対策の充実
ひろしま出会いサポートセンター運営事業 13,417 (391) 【健康】 42・43①

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 29,225 (9,577) 【健康】 42・43①
〔少子化対策・子育て支援～出会い・結婚支援〕
（ひろしま出会いサポーターズ構築事業　8,263）
（みんなでおせっかい「こいのわ」プロジェクト事業　11,385）
（ひろサポ・カレッジ事業　9,577）

9・10-⑤ 不妊対策の充実
【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 27,878 (23,583) 【健康】 42・43②

〔少子化対策・子育て支援～妊娠・出産支援〕
（一般不妊治療支援事業　26,771）
（思春期世代への健康教育事業　1,107）
不妊治療助成事業 184,409 (92,205) 【健康】 42・43②

9・10-⑥ みんなで子供と子育てを応援
子育て環境改善事業 19,970 (19,970) 【健康】 42・43⑥

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 9,067 (0) 【健康】 9・10⑦,42・43⑥⑦
〔少子化対策・子育て支援～広島県らしい子育て環境の整備の促進〕
（子育てスーパーブロガー連携等事業　9,067）
子育てポータルサイト運営事業 4,934 (4,934) 【健康】 42・43⑥
子育て支援先進県連携事業 970 (970) 【健康】 42・43⑥
広島キッズシティ補助金 1,000 (1,000) 【健康】 42・43⑥

9・10-⑦ 子供と子育てにやさしい生活環境づくり
地域子育て支援拠点事業 301,063 (301,063) 【健康】 42･43⑦

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 3,000 (3,000) 【健康】 9・10⑥,42・43⑥⑦
〔少子化対策・子育て支援～広島県らしい子育て環境の整備の促進〕
（ファミリーサポート利用促進事業　3,000）
「子ども何でもダイヤル」電話相談等事業 5,834 (5,834) 【健康】 42･43⑦
子育てサポートステーション運営事業 16,772 (16,772) 【健康】 42･43⑦
寄附を活用した子育て応援事業 2,908 (2,908) 【健康】 42･43⑦
乳幼児医療公費負担事業費 2,134,410 (2,134,410) 【健康】 42･43⑦
子育て住環境整備事業〈非予算〉 － － 【土木】 42･43⑦
県営住宅維持管理費（指定管理者委託料）〈特会〉 1,848 (0) 【土木】 42･43⑦

11-① 男女共同参画を推進する取組の支援と人材育成
男女共同参画社会づくり推進事業 5,272 (4,931) 【環境】
男女共同参画拠点づくり推進事業 37,705 (34,120) 【環境】
女性総合センター修繕事業 33,634 (33,634) 【環境】
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12-① 高齢期の準備促進
プラチナ世代の社会参画促進事業 10,744 (0) 【健康】 12③

12-② 高齢者の就業促進
「ひろしまジョブプラザ」運営事業（一部） 24,588 (23,092) 【商工】 7･16①
高年齢者就業支援事業 8,900 (8,900) 【商工】

12-③ 高齢者の地域活動促進
明るい長寿社会づくり推進事業 33,921 (29,120) 【健康】
老人クラブ活動補助金 36,836 (18,419) 【健康】
プラチナ世代の社会参画促進事業 10,744 (0) 【健康】 12①

13･52-① 県民のＮＰＯ・ボランティア活動への参加促進
ＮＰＯ・ボランティア活動促進事業 2,298 (1,973) 【環境】
ひろしまNPOセンターと連携した取組〈非予算〉 - - 【環境】

13･52-② 行政・企業・NPOとの連携・協働推進
NPO等との協働推進に向けた庁内への普及啓発〈非予算〉 - - 【環境】
包括連携協定を活用した取組の推進に向けた庁内・市町・企業への働きかけ（普及啓発等）〈非予算〉 - - 【総務】



人が集まり定着する環境整備 

《目指す姿》 

○ 広島県の魅力にひかれ国内外から人が集まるとともに，広島県
で育った人が県内に定着する環境が整っています。 

○県内高等教育機
関の魅力向上 

 

○優れた文化・芸術やスポーツに
身近に接する機会や，県民の誇り
を高め愛着を深める魅力の創出 

○本県に多くの海外人材が集ま
り，留学生として学び，産業人材
として活躍できる環境の整備 

○県内産業の担い手となる人材の集
積・定着 
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標 
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14 高等教育機関
の魅力向上による
県内外からの入学
者確保 

15 県内外・国外から産業人材
が集まり定着する環境整備 

 

 

16 若年労働者の職
場定着促進 

 

 

17 優秀な留学生の獲得
や受入体制整備，県内
企業への就職等定着促
進 

18 文化・芸術・スポーツ
資源の活用等による本
県の魅力の創出・発信 

 

構成事業 １事業 ９事業 ２５事業 ２事業 ２５事業 

うち重点 － ６事業（２事業） （１事業） ２事業 － 

「人づくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①高等教育機関の 
魅力発信 

①若年者の就業促進 

②経営人材等の育
成・確保 

③技能人材の育成・
確保 

④職業訓練による就
業支援     （※） 

①県内大学との連携によ
る留学生の受入促進 

②留学生の県内企業への
就職等による定着 

①文化・芸術に親しむ環
境の充実 

②優れた文化遺産や伝統
文化に触れる機会の充実 

③スポーツ競技力の向上 

④スポーツ・レクリエーショ
ンに親しむ環境の充実 

若者の定着・就業の徹底支援 

①県外からのU･Iターンの促進 

②多様な人材の集積を連鎖的に
拡大する活躍環境の創出 

③多様な人材を惹きつける魅力
的な地域環境の創出 

④外国人の住みやすい環境整備 
⑤海外高度人材の育成・確保 

社会で活躍する人材の育成 

多様な人材が集まる 
魅力ある地域環境の創出 

東京圏から広島への定住促進 ※7と同一ワーク 
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14-① 高等教育機関の魅力発信
大学の魅力発信強化事業 13,486 (12,546) 【環境】

15-① 県外からのU・Iターンの促進
【重点】 ひろしまスタイル定住促進事業 73,283 (0) 【地域】 57⑤
【重点】 ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 16,711 (0) 【商工】 57⑤

15-② 多様な人材の集積を連鎖的に拡大する活躍環境の創出
【重点】 ひろしま発人材集積促進プロジェクト 20,511 (20,511) 【地域】 57⑥

15-③ 多様な人材を惹きつける魅力的な地域環境の創出
【重点】 都市圏魅力創造事業 103,474 (103,474) 【地域】 57⑦
【重点】 魅力ある「まちなみづくり」支援事業 17,021 (17,021) 【土木】 57⑦
【重点】 魅力ある建築物創造事業 8,081 (8,081) 【土木】 57⑦

15-④ 外国人の住みやすい環境整備
多文化共生の地域づくり支援事業 20,507 (0) 【地域】

15-⑤ 海外高度人材の育成・確保
【重点】 グローバル人材育成確保促進事業 25,313 (0) 【商工】 26・27③

（広島県ものづくりグローバル人材育成事業　9,138）
（中小企業等グローバル人材確保支援事業　16,175）

7･16-① 若年者の就業促進
「ひろしまジョブプラザ」運営事業（一部） 24,588 (23,092) 【商工】 12②
若者自立支援プロジェクト事業 4,561 (4,147) 【商工】
未就職卒業者等就業体験事業 157,166 (0) 【商工】
広島県雇用推進会議費 719 (719) 【商工】
ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ雇用労働情報提供ｼｽﾃﾑ運用管理事業 2,558 (2,558) 【商工】

7･16-② 経営人材等の育成・確保
【重点】 イノベーション人材等育成事業 89,338 (84,196) 【商工】 26･27①

プロフェッショナル人材マッチング支援事業 220,000 (0) 【商工】 26･27①



7･16-③ 技能人材の育成・確保
在職者訓練事業 5,875 (▲2,334) 【商工】 26･27②
認定職業訓練補助事業 14,678 (7,339) 【商工】 26･27②
技能人材育成・確保の促進事業 3,987 (3,987) 【商工】 26･27②
短期大学校管理運営費 37,370 (18,723) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
普通課程訓練講師事業 20,823 (10,454) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
施設内訓練事業 32,049 (14,138) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
高等技術専門校施設設備等整備事業 17,795 (8,916) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
職業訓練運営費 27,014 (14,048) 【商工】 7･16④,26･27②,28①
指導員研修事業 2,457 (821) 【商工】 7･16④,26･27②,28①

7･16-④ 職業訓練による就業支援
施設内訓練民間活力導入事業 70,878 (35,439) 【商工】 28①
離転職者委託訓練事業 582,094 (0) 【商工】 28①
キャリア形成支援アドバイザー事業 4,453 (2,227) 【商工】 28①
普通課程訓練講師事業 20,823 (10,454) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
短期大学校管理運営費 37,370 (18,723) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
施設内訓練事業 32,049 (14,138) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
高等技術専門校施設設備等整備事業 17,795 (8,916) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
職業訓練運営費 27,014 (14,048) 【商工】 7･16③,26･27②,28①
指導員研修事業 2,457 (821) 【商工】 7･16③,26･27②,28①

17-① 県内大学との連携による留学生の受入促進
【重点】 留学生受入・定着倍増促進事業（一部） 23,673 (23,673) 【地域】 17②

17-② 留学生の県内企業への就職等による定着
【重点】 留学生受入・定着倍増促進事業（一部） 23,864 (23,864) 【地域】 17①

18-① 文化・芸術に親しむ環境の充実
県立美術館活性化対策事業 9,957 (9,176) 【環境】
美術館生涯学習活動費 32,296 (796) 【環境】
美術館管理運営費 225,836 (202,224) 【環境】
縮景園管理運営費 116,542 (88,087) 【環境】
県民文化センター管理運営費 223,046 (220,846) 【環境】
広島県立文化芸術ホール管理運営事業 40,908 (22,140) 【環境】
広島交響楽協会補助事業 120,000 (120,000) 【環境】
けんみん文化祭開催事業 21,531 (21,531) 【環境】
美術展開催費 14,430 (3,580) 【環境】
文化行政推進事業費 43,291 (43,291) 【環境】
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18-② 優れた文化遺産や伝統文化に触れる機会の充実
様々なテーマを設定した展示会の企画及び実施〈非予算〉 － － 【教育】
積極的な広報活動〈非予算〉 － － 【教育】
教育機関への働きかけとニーズ把握〈非予算〉 － － 【教育】
歴史民俗資料館運営費 52,164 (40,820) 【教育】
歴史博物館運営費 89,317 (70,873) 【教育】
頼山陽史跡資料館運営費 13,029 (11,590) 【教育】

18-③ スポーツ競技力の向上
ジュニア選手育成強化事業 186,059 (186,059) 【教育】
成年選手強化事業 80,000 (80,000) 【教育】
国民体育大会選手派遣事業 63,920 (63,920) 【教育】

18-④ スポーツ・レクリエーションに親しむ環境の充実
体育施設整備費 196,929 (3,329) 【教育】
公園事業費〈公共〉 105,000 (5,500) 【土木】
公園事業費〈公共〉（単独） 20,400 (6,000) 【土木】
広域公園管理費（びんご運動公園） 155,305 (151,132) 【土木】
広域公園管理費（みよし公園） 108,860 (101,868) 【土木】
広域公園管理費（せら県民公園） 23,956 (23,932) 【土木】



「新たな経済成長」への挑戦 

新たな産業・基幹産業 

《目指す姿》 

○ ものづくり産業における世界トップレベルの技術の集積を生かしつつ， 

 新しい産業が生まれ育ち，社会経済情勢や市場の動向に，柔軟かつ的 

 確に対応できる「イノベーション立県」が実現しています。 

○ 新たな挑戦や意欲ある取組が活発に行われ，アジアを中心とする成長 

 市場を獲得しています。 

○イノベーションを通じた新たな産業の育成 

○基幹産業の競争力を強化 
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構成事業 １７事業 ４事業 １８事業 ２事業 

うち重点 ８事業 ４事業 ５事業（３事業） １事業 

22 海外成長市場を対象 

としたビジネス機会の拡大
支援 

21 ものづくり技術の高度
化や開発を推進 

 

20 成長産業の育成支援 

 

 

19 企業の付加価値・競争
力を上げるイノベーション
力の徹底強化 

基本 

方針  

2015 

①創業や新事業展開の促進 

②産学金官のパートナーシッ
プ構築と多様な交流の促進 

③産学共同研究の促進 

④多様な投資の促進 

H27 

ワーク 

①医療関連産業の育成 

②環境浄化関連産業の育成 

①資金的支援による研究開
発の促進 

②公設試による技術開発の
促進 

③航空機関連産業の育成 

④感性工学の活用促進 

①海外ビジネス展開の促進 

新たな投資誘致戦略 

産業競争力の強化 
世界と直結する 
ビジネス支援 

イノベーション・エコシステム
の共通基盤の強化 
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19-① 創業や新事業展開の促進
【重点】 創業・新事業展開等支援事業 160,083 (0) 【商工】

（創業環境整備促進事業　61,579）
（中小企業イノベーション促進支援事業　96,004）
（ＩＴと異分野の融合によるイノベーション促進事業　2,500）
知財活性化ビジネス総合支援事業 12,283 (12,283) 【商工】
広島県中小・ベンチャー企業成長支援事業 29,483 (29,483) 【商工】
販路開拓支援事業費補助金 36,954 (36,954) 【商工】
小規模事業者経営支援事業費補助金 2,247,106 (2,247,106) 【商工】
中小企業経営革新支援事業 2,013 (2,013) 【商工】
預託制度運用費（産業支援融資） 1,300,000 (0) 【商工】

19-② 産学金官のパートナーシップ構築と多様な交流の促進
【重点】 ひろしまオープン・イノベーション推進事業 52,898 (52,898) 【商工】

（地域イノベーション戦略推進会議運営事業　900）
（「ひろしまイノベーション・ハブ」形成事業　31,000）
（ひろしまイノベーション・リーダー養成塾　19,998）
（新たな産学連携の研究　1,000）

19-③ 産学共同研究の促進
ひろしま産学共同研究拠点管理事業 31,616 (28,366) 【商工】
地域共同研究プロジェクト推進事業 48,215 (48,215) 【商工】

19-④ 多様な投資の促進
【重点】 企業立地促進対策事業 6,227,842 (6,227,842) 【商工】

広島港機能施設運営費（土地分譲促進事業）〈特会〉 82,096 (0) 【土木】 29②

20-① 医療関連産業の育成
【重点】 医療関連産業クラスター形成事業 220,495 (220,495) 【商工】

（医療関連産業クラスター形成事業　205,797）
（臨床試験・治験フィールドの運営　9,698）
（総合技術研究所による共同研究　5,000）

20-② 環境浄化関連産業の育成
【重点】 環境浄化産業クラスター形成事業 72,279 (72,279) 【商工】



21-① 資金的支援による研究開発の促進
【重点】 次世代ものづくり基盤形成事業（一部） 178,464 (188,464) 【商工】

（自動車関連産業クラスター支援事業　42,415）
（新技術トライアル・ラボ運営事業　28,374）
（次世代ものづくり技術開発支援補助金　107,675）

21-② 公設試による技術開発の促進
【重点】 戦略研究プロジェクト推進事業 78,919 (78,919) 【研究】

（≪炭素繊維加工産業創出プロジェクト≫　24,427）
（≪特殊LED照明開発プロジェクト≫　33,500）
（≪産業用ロボット次世代生産システム開発プロジェクト≫　20,992）
総合技術研究所研究開発費（一部） 43,094 (36,047) 【研究】
（（開発・成果移転）（工業）　21,106）
（（探索・事前）（工業）　21,988）
総合技術研究所研究開発費（外部資金）（一部） 96,392 (0) 【研究】
技術指導費（一部） 33,885 (0) 【研究】
（（技術的課題解決支援事業）（工業）　10,669）
（（依頼試験・設備利用・研修）（工業）　23,216）
研究開発企画費 20,055 (18,803) 【研究】
研究員養成費 2,656 (2,350) 【研究】
研究開発広報費 3,407 (3,407) 【研究】
知的財産権管理費 24,961 (6,571) 【研究】
総合技術研究所管理運営費（工業）（一部） 230,916 (207,775) 【研究】

21-③ 航空機関連産業の育成
【重点】 次世代ものづくり基盤形成事業（一部） 11,601 (11,601) 【商工】

（新成長分野・新技術創出支援事業）

21-④ 感性工学の活用促進
【重点】 次世代ものづくり基盤形成事業（一部） 11,399 (11,399) 【商工】

（新成長分野・新技術創出支援事業）

22-① 海外ビジネス展開の促進
【重点】 海外ビジネス展開支援事業 90,419 (89,465) 【商工】

国際経済交流推進事業 20,258 (20,258) 【商工】
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農林水産業 

《目指す姿》 

○ 農林水産業が自立した産業として確立し，生産から販売まで一体的な取組が活発に 

 行われ，若者を含む新たな雇用を創出するなど，地域産業の核となっています。 

○経営力の高い担い手を育成
し，農林水産業者の所得向上
及び地域の雇用機会を拡大 

○戦略的な販売・流通等の仕組みの構築 

○適正な森林資源管理と効率的で安定的
な木材生産・流通体制の構築 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

構成事業 ７１事業 

うち重点 ８事業（３事業） 

23 地域の核となる経営力の
高い担い手の育成 

 

24 生産・流通・加工・販売体制の確立 

 

 

基本 

方針  

2015 

①県産農産物のシェア拡大 
②広島県産和牛の生産拡大・畜産物の販売力強化 
③競争力のある県産材の供給体制の構築 
④瀬戸内水産資源の増大 
⑤かき生産体制の構造改革 
⑥生産者と消費者・多様な事業者との連携 
⑦生産基盤の整備 
⑧担い手等の確保・育成 

H27 

ワーク 

「新たな経済成長」への挑戦 

担い手が生活設計を描ける農林水産業の確立 
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23・24-① 県産農産物のシェア拡大
【重点】 経営体育成総合支援事業 69,854 (69,854) 【農林】
【重点】 農業産地拡大発展事業 65,332 (65,332) 【農林】

広島レモンのブランド化によるかんきつ産地育成事業 31,031 (31,031) 【農林】
農業技術指導活動・研修費 31,359 (15,359) 【農林】 23・24⑧
農業技術指導所運営費 30,474 (16,974) 【農林】 23・24⑧
米生産供給体制強化事業 281,226 (0) 【農林】
農業制度資金利子補給等事業 34,589 (33,557) 【農林】
総合技術研究所研究開発費（農業）（一部） 11,461 (11,461) 【研究】

【重点】 ６次産業化総合支援事業 63,874 (23,288) 【農林】 23・24⑥,53①
販売推進業務〈非予算〉 － － 【農林】 23・24②

23・24-② 広島県産和牛の生産拡大・畜産物の販売力強化
【重点】 広島血統和牛増産チャレンジ事業 20,385 (20,385) 【農林】

家畜人工授精事業 29,840 (12,411) 【農林】
畜産環境総合整備事業〈公共〉 47,736 (13,500) 【農林】
総合技術研究所研究開発費（畜産）（一部） 8,765 (6,765) 【研究】
販売推進業務〈非予算〉 － － 【農林】 23・24①

23・24-③ 競争力のある県産材の供給体制の構築
【重点】 ひろしま林業ビジネスモデル実践プロジェクト（一部） 142,736 (8,009) 【農林】

（県産材住宅定着促進事業　112,727）
（県産材利用拡大推進事業　27,509）
（木材流通効率化推進事業　2,500）
ひろしまの森づくり事業（一部） 716,689 (0) 【農林】
県営林事業費特別会計繰出金 188,526 (188,526) 【農林】
育成林整備事業費（造林）〈公共〉 806,817 (270,106) 【農林】
林業技術改善普及費 5,185 (2,839) 【農林】 23・24⑦⑧
総合技術研究所研究開発費（林業）（一部） 5,078 (5,078) 【研究】

23・24-④ 瀬戸内水産資源の増大
栽培漁業センター運営費（管理委託） 91,263 (89,575) 【農林】 23・24⑤

【重点】 瀬戸内水産資源増大対策事業 152,271 (87,271) 【農林】 23・24⑧
水産業技術指導費 1,772 (204) 【農林】 23・24⑤⑧
漁業取締費 14,385 (14,385) 【農林】
漁獲管理及び漁船等対策費 6,259 (▲6,222) 【農林】
沿岸・内水面漁業調整費 1,062 (▲93) 【農林】
水産基盤整備事業〈公共〉 128,664 (27,735) 【農林】 23・24⑦
総合技術研究所研究開発費（水産）（一部） 8,722 (8,722) 【研究】 23・24⑤



23・24-⑤ かき生産体制の構造改革
広島かき生産出荷体制強化事業 79,751 (13,251) 【農林】
水産業技術指導費 1,772 (204) 【農林】 23・24④⑧
漁業金融対策費 25,631 (25,631) 【農林】 23・24⑧
栽培漁業センター運営費（管理委託） 91,263 (89,575) 【農林】 23・24④
総合技術研究所研究開発費（水産）（一部） 8,722 (8,722) 【研究】 23・24④

23・24-⑥ 生産者と消費者・多様な事業者との連携
【重点】 ６次産業化総合支援事業 63,874 (23,288) 【農林】 23・24①,53①

23・24-⑦ 生産基盤の整備
農地中間管理事業 147,085 (3,060) 【農林】
農地集積加速化支援事業 328,680 (0) 【農林】
漁場基盤改良事業費 3,000 (3,000) 【農林】
水産基盤整備事業〈公共〉 128,664 (27,735) 【農林】 23・24④
森林整備地域活動支援事業 26,615 (8,828) 【農林】
広島スーパーマツ等育種事業 4,888 (3,977) 【農林】
農業農村事業事前調査費〈公共〉 71,761 (48,236) 【農林】
農村基盤整備推進事業費（ため池除く）〈公共〉（一部） 92,030 (92,030) 【農林】
県営かんがい排水事業費〈公共〉 399,000 (500) 【農林】
県営ほ場整備事業費〈公共〉 666,589 (40,089) 【農林】
農道整備事業費〈公共〉 726,144 (21,944) 【農林】
畑地帯総合整備事業費〈公共〉 526,651 (11,051) 【農林】
団体営農村振興総合整備事業費〈公共〉 15,125 (2,625) 【農林】
基盤整備促進事業費〈公共〉 417,634 (87,103) 【農林】
人・農地プランの作成支援〈非予算〉 - - 【農林】
育成林整備事業費〈公共〉 286,651 (34,330) 【農林】
森林居住環境整備事業費〈公共〉 680,000 (692) 【農林】
林道整備事業費【単独】〈公共〉 47,554 (47,554) 【農林】
地域森林計画編成費 10,533 (10,464) 【農林】
林業技術改善普及費 5,185 (2,839) 【農林】 23・24③⑧



－12－ 

23・24-⑧ 担い手等の確保・育成
新規就農者育成交付金事業 295,885 (0) 【農林】
農業ビジネス経営力向上事業 13,418 (13,418) 【農林】
農業技術指導活動・研修費 31,359 (15,359) 【農林】 23・24①
農業技術指導所運営費 30,474 (16,974) 【農林】 23・24①

【重点】 瀬戸内水産資源増大対策事業（一部） 8,456 (8,456) 【農林】 23・24④
（新規漁業就業者研修支援事業　4,646）
（担い手グループ活動強化事業　3,810）
水産業技術指導費 1,772 (204) 【農林】 23・24④⑤
林業技術改善普及費 5,185 (2,839) 【農林】 23・24③⑦
農業技術大学校教育費 42,718 (13,234) 【農林】
農業技術大学校管理運営費 39,697 (31,103) 【農林】
農業技術大学校施設整備費 18,180 (18,180) 【農林】
漁業金融対策費 25,631 (25,631) 【農林】 23・24⑤
木材産業高度化推進資金事業 540,381 (0) 【農林】
林業担い手育成確保対策事業 366 (209) 【農林】



観光 

《目指す姿》 

○ 「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」が確立され，国内外から訪れる多くの人々に感動と 

 癒しを与えるとともに，県民にとっても世界に誇れる観光地となっています。 

○本県産業の柱である「ものづくり」に加え，観光が成長を支える産業の一つとなっています。 

○リピーターや外国人観光客等
の増加による国内外からの観光
交流人口の増加 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

構成事業 ２１事業 

うち重点 ９事業 

25 魅力ある観光地づくりや観
光情報発信の強化などにより，
国内外からの観光客誘致 

基本 

方針  

2015 

①魅力ある観光地づくりと観光情
報発信の強化 

②おもてなしの充実等による受入
体制の整備促進 

③国際観光の確実な推進 

④「海の道構想」の推進 

H27 

ワーク 

「新たな経済成長」への挑戦 

観光地ひろしま・瀬戸内  
海の道構想の推進 
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25-① 魅力ある観光地づくりと観光情報発信の強化
【重点】 魅力ある観光地創造・発信事業 382,642 (0) 【商工】

教育旅行誘致促進事業 9,987 (9,987) 【商工】
中国５県連携事業 5,443 (5,443) 【商工】
観光情報システム運営事業 4,375 (4,015) 【商工】
全国広域観光振興事業 3,163 (3,163) 【商工】
広島県観光事業振興負担事業 38,221 (38,221) 【商工】
サイクリングを活用した観光振興〈非予算〉 - - 【商工】 25③

25-② おもてなしの充実等による受入体制の整備促進
おもてなし向上県民運動推進事業 5,982 (5,982) 【商工】

25-③ 国際観光の確実な推進
【重点】 インバウンド強化事業（一部） 43,908 (43,398) 【商工】

インバウンド戦略推進事業 24,989 (24,989) 【商工】
クルーズを活用した観光振興〈非予算〉 - - 【商工】

【重点】 インバウンド強化事業（一部） 24,366 (24,366) 【土木】 29①
サイクリングを活用した観光振興〈非予算〉 - - 【商工】 25①

25-④ 「海の道構想」の推進
【重点】 海の道プロジェクト推進事業 118,633 (0) 【商工】

みなとの賑わいづくり事業〈公共〉 1,268,000 (51,767) 【土木】 58①
【重点】 瀬戸内海クルージング促進事業 646,104 (132,586) 【土木】 58①

（クルージング需要の掘り起こし　3,086）〈特会〉
（クルージング需要の掘り起こし　2,850）
（クルージング環境の創出　2,000）
（大型客船誘致・受入体制の充実　58,168）
（大型客船誘致・受入体制の充実　580,000）〈公共〉〈特会〉
しまなみ海道サイクリングロードのブランド力向上及び利便性向上に関する業務〈非予算〉 - - 【土木】



産業人材・就労 

《目指す姿》 

○経営能力や高度な技術・技能を備えた多彩な産業人材の育成・集積が進み，イノ 

 ベーションを生み出す源泉となっています 。 

○働く意欲のある人が県内で活躍するために，産業構造の変化に柔軟な対応ができる 

 労働市場が形成されています。 

○イノベーションを担う経営人材・技術人材，新しい時代をにらんだ知識社会に対応する人材や，
基盤技術を支える技能人材など，本県産業を担う人材の育成・活用 

○成長産業への労働力の移動を促すための環境づくり 
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取
組
の
方
向 
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来
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構成事業 １３事業 ９事業 

うち重点 ３事業  － 

27 基盤技術を継承する 

技術・技能人材の育成 

 

28 働くことを希望する人の
就労を支援 

 

26 高度な技術・技能人材や
経営人材など，多様な人材
の育成・活用の仕組みづくり 

「新たな経済成長」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

①経営人材等の育成・確保 

②技能人材の育成・確保 

③海外高度人材の育成・確保 

H27 

ワーク 

①職業訓練による就業支援 

社会で活躍する人材の育成 
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26・27-① 経営人材等の育成・確保
【重点】 イノベーション人材等育成事業 89,338 (84,196) 【商工】 7･16②

プロフェッショナル人材マッチング支援事業 220,000 (0) 【商工】 7･16②

26・27-② 技能人材の育成・確保
在職者訓練事業 5,875 (▲2,334) 【商工】 7･16③
認定職業訓練補助事業 14,678 (7,339) 【商工】 7･16③
技能人材育成・確保の促進事業 3,987 (3,987) 【商工】 7･16③
短期大学校管理運営費 37,370 (18,723) 【商工】 7･16③④,28①
普通課程訓練講師事業 20,823 (10,454) 【商工】 7･16③④,28①
施設内訓練事業 32,049 (14,138) 【商工】 7･16③④,28①
高等技術専門校施設設備等整備事業 17,795 (8,916) 【商工】 7･16③④,28①
職業訓練運営費 27,014 (14,048) 【商工】 7･16③④,28①
指導員研修事業 2,457 (821) 【商工】 7･16③④,28①

26･27-③ 海外高度人材の育成・確保
【重点】 グローバル人材育成確保促進事業 25,313 (0) 【商工】 15⑤

（広島県ものづくりグローバル人材育成事業　9,138）
（中小企業等グローバル人材確保支援事業　16,175）

28-① 職業訓練による就業支援
施設内訓練民間活力導入事業 70,878 (35,439) 【商工】 7･16④
離転職者委託訓練事業 582,094 (0) 【商工】 7･16④
キャリア形成支援アドバイザー事業 4,453 (2,227) 【商工】 7･16④
普通課程訓練講師事業 20,823 (10,454) 【商工】 7･16③④,26・27②
短期大学校管理運営費 37,370 (18,723) 【商工】 7･16③④,26・27②
施設内訓練事業 32,049 (14,138) 【商工】 7･16③④,26・27②
高等技術専門校施設設備等整備事業 17,795 (8,916) 【商工】 7･16③④,26・27②
職業訓練運営費 27,014 (14,048) 【商工】 7･16③④,26・27②
指導員研修事業 2,457 (821) 【商工】 7･16③④,26・27②



「新たな経済成長」への挑戦 

交流・連携基盤 

《目指す姿》 

○人やモノが集まり，国内外との交流が盛んに行われています。 

○グローバル化に対応した広域的なネットワークの強化 

 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

構成事業 １５事業 ３事業 － 

うち重点 ２事業（１事業） － － 

29 広島空港や広島港，福
山港等のグローバルゲート
ウェイ機能の強化 

31 ＰＦＩの導入などによる民
間開放と規制緩和の促進 

 

30 産業活動等を支えるため
の基盤整備や広域的な公共
交通の利便性向上 

基本 

方針  

2015 

①広島空港の利用促進 

②国際港湾の利用推進 

H27 

ワーク 

①広域道路網及び物流基盤
等の整備 

世界と直結する 
ビジネス支援 

観光地ひろしま・瀬戸内  
海の道構想の推進 
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29-① 広島空港の利用促進
【重点】 広島空港ネットワーク充実事業 30,552 (30,552) 【土木】

空港振興事業 16,600 (16,600) 【土木】
【重点】 インバウンド強化事業（一部） 24,366 (24,366) 【土木】 25③

29-② 国際港湾の利用推進
【重点】 ポートセールス強化事業〈特会〉 20,297 (0) 【土木】

広島港港湾振興事業費〈特会〉 4,218 (0) 【土木】
備後地域重要港湾振興事業費〈特会〉 1,753 (0) 【土木】
港湾改修費（広島港）〈公共〉（一部） 990,000 (28,200) 【土木】 59～63‐3③
直轄港湾改修費等負担金〈公共〉 661,918 (64,500) 【土木】
広島港基本施設運営費〈特会〉 560,231 (0) 【土木】
広島港機能施設運営費〈特会〉 439,665 (0) 【土木】 19④
広島港共同施設運営費〈特会〉 508,949 (0) 【土木】
荷役機械等整備事業費〈特会〉 75,000 (0) 【土木】
ふ頭用地造成事業費〈特会〉 30,000 (0) 【土木】
福山港基本施設運営費〈特会〉 92,804 (0) 【土木】
福山港機能施設運営費〈特会〉 128,420 (0) 【土木】

30-① 広域道路網及び物流基盤等の整備
広島高速道路公社出資金・貸付金 525,000 (26,300) 【土木】
直轄国道改修費等負担金〈公共〉 6,074,500 (598,200) 【土木】 59～63‐3④
道路改良・橋梁架換費【補助・単独】 12,436,280 (1,414,252) 【土木】



構成事業 ３７事業 １６事業 １７事業 

うち重点 １事業 （１事業） ８事業 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

医  療 

《目指す姿》 

○ 地域に必要な医師等が確保され，安心できる医療サービスを受けることができます。 

○ 総合的ながん対策が日本一進んでいます。 

○医療機関の連携体制の構築と，それぞれの地
域に必要な医療サービスの整備 
 

○がんによる死亡者の減少 

○がん患者や家族の苦痛軽減等 

○がんの早期発見 

○持続可能で安定した 

医療保険制度の構築 
 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

36 本県の強みを生かしたがん
対策の推進 

 

 

35 効率的な医療提供
体制の構築や適正受診
の啓発を通じて，医療
費適正化を推進 

34 疾病予防・健康
づくりの推進 

 

 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

33 臨床研修制度や勤
務医の就労環境改善
等の対策を国に要望 

 

32 市町，大学，県医師
会等との連携による県
内全域の医療体制確保 

 

①医療資源の効率的な活用 

②救急医療体制の確保 

③災害医療体制の確保 

④小児救急医療体制の確保 

⑤周産期医療体制の確保 

⑥医師の確保 

⑦看護師等の確保 

①医療資源の効率的な活用 

②適正な受診行動の促進 

③健康づくり・健診対策の推進 

④うつ病・自殺予防対策等の推進        （※） 

①がん予防対策の推進 
②がん検診の推進 
③がん医療提供体制の充実 
④がんに対する正しい理解と行動
変容の促進 

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 

※37･38と同一ワーク 
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32・33-① 医療資源の効率的な活用
地域医療介護総合確保事業（一部） 283,123 (9,559) 【健康】 34・35･37･38①
〔医療資源の効率的な活用〕
（ひろしま医療情報ネットワーク整備事業　169,164）
（地域医療ICT化推進事業　104,400）
（地域医療構想策定事業　9,559）

【重点】 広島都市圏の医療機能強化事業 44,436 (0) 【健康】 34・35･37･38①
医療資源偏在解消・地域医療体制確保推進事業 8,550 (8,550) 【健康】 34・35･37･38①,59～63‐3①

32・33-② 救急医療体制の確保
ドクターヘリ事業 258,961 (93,114) 【健康】
救急搬送受入体制確保事業 23,085 (23,085) 【健康】
救急医療コントロール機能運営事業 15,052 (11,811) 【健康】
救命救急センター運営支援事業 248,009 (124,005) 【健康】

32・33-③ 災害医療体制の確保
救急災害医療体制確保事業 3,449 (2,096) 【健康】
医療施設耐震化支援事業 633,774 (0) 【健康】 47③
医療施設の耐震化等整備促進事業 274,560 (0) 【健康】
南海トラフ巨大地震対応にかかる医療機関の施設整備，設備整備 118,650 (0) 【健康】 47③

32・33-④ 小児救急医療体制の確保
小児救急医療確保対策事業 149,865 (0) 【健康】
岡山大学医学部寄附講座運営事業 20,000 (0) 【健康】
小児救急医療電話相談事業 32,931 (0) 【健康】

32・33-⑤ 周産期医療体制の確保
産科医等確保支援事業 86,440 (0) 【健康】 42・43③
周産期母子医療センター運営支援事業 32,970 (0) 【健康】 42・43③
広島県周産期医療システム運営事業 6,638 (3,867) 【健康】 42・43③

32・33-⑥ 医師の確保
地域医療介護総合確保事業（一部） 198,780 (307) 【健康】 59～63‐3①②
〔医療従事者の確保〕
（広島県地域医療支援センター運営事業　115,603）
（女性医師等就労環境整備事業　58,495）
（包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業　24,682）
広島大学医学部寄附講座運営事業 40,000 (0) 【健康】 59～63‐3①
広島県医師育成奨学金貸付金 297,600 (108,000) 【健康】 59～63‐3①



32・33-⑦ 看護師等の確保
地域医療介護総合確保事業（一部） 648,814 (20,620) 【健康】
〔医療従事者の確保〕
（看護職員のバックアップ事業　239,682）
（看護師等養成所運営費補助金　280,559）
（看護学校教育環境整備事業　19,729）
（ナ-スセンタ-事業運営費　34,067）
（魅力ある看護の人材確保総合推進事業　42,137）
（医療勤務環境改善支援センタ-事業　2,000）
（看護師勤務環境・宿舎整備事業　27,700）
（認定看護師育成支援事業　2,940）
助産師確保対策事業 12,123 (11,763) 【健康】
ナ-スセンタ-の機能強化事業 7,811 (0) 【健康】
准看護師試験等経費 5,077 (▲4,410) 【健康】
看護専門学校等運営費 89,823 (55,918) 【健康】
経済連携協定に基づく外国人看護師研修支援事業 1,507 (0) 【健康】

34･35･37･38-① 医療資源の効率的な活用
地域医療介護総合確保事業（一部） 283,123 (9,559) 【健康】 32・33①
〔医療資源の効率的な活用〕
（ひろしま医療情報ネットワーク整備事業　169,164）
（地域医療ICT化推進事業　104,400）
（地域医療構想策定事業　9,559）

【重点】 広島都市圏の医療機能強化事業 44,436 (0) 【健康】 32・33①
医療資源偏在解消・地域医療体制確保推進事業 8,550 (8,550) 【健康】 32・33①,59～63‐3①

34･35･37･38-② 適正な受診行動の促進
国保等運営指導事業 16,868 (16,253) 【健康】
国民健康保険県調整交付金 14,427,015 (14,427,015) 【健康】

34・35･37･38-③ 健康づくり・健診対策の推進
健康ひろしま21推進事業 1,209 (105) 【健康】
食育推進事業 1,861 (1,861) 【健康】 2②
歯科保健対策費 10,063 (2,760) 【健康】
健康増進事業 40,764 (17,084) 【健康】
心不全地域連携サポートチーム体制の構築事業 8,620 (8,620) 【健康】
地域づくりによる介護予防推進〈非予算〉 － － 【健康】



－17－ 

34・35･37･38-④ うつ病・自殺予防対策等の推進
自殺予防対策推進事業 51,039 (2,235) 【健康】
総合精神保健福祉センター事業費 52,535 (27,999) 【健康】
ひきこもり対策事業 10,600 (4,073) 【健康】

36-① がん予防対策の推進
【重点】 「がん対策日本一」推進事業（一部） 19,175 (14,639) 【健康】

〔がん予防対策〕
（たばこ対策推進事業　4,718）
（ウイルス性肝炎対策事業　14,457）
肝炎対策事業 3,414 (1,707) 【健康】
肝炎ウイルス検査・治療費助成事業 951,038 (471,330) 【健康】

36-② がん検診の推進
【重点】 「がん対策日本一」推進事業（一部） 53,096 (26,366) 【健康】

〔がん検診受診率向上対策〕
（がん検診普及啓発強化事業　18,446）
（がん検診個別受診勧奨支援事業　29,724）
（がん検診精度管理推進事業　4,926）

36-③ がん医療提供体制の充実
広島がん高精度放射線治療センターの整備，運営 4,375,492 (147,536) 【健康】
緩和ケア推進事業 45,292 (21,485) 【健康】
がん医療ネットワーク機能強化事業 4,050 (3,216) 【健康】
がん対策推進事業（がん診療連携拠点病院機能強化事業） 100,000 (50,000) 【健康】

36-④ がんに対する正しい理解と行動変容の促進
【重点】 「がん対策日本一」推進事業（一部） 15,207 (7,605) 【健康】

〔正しい理解と行動変容の促進〕
（Ｔｅａｍがん対策ひろしま推進事業　8,271）
（がん対策サポートドクター・がん検診サポート薬剤師実施事業　3,957）

（がん検診受診率調査事業　2,979）
がん対策推進事業（がん患者・家族支援事業） 3,980 (1,990) 【健康】
「がん教育」推進事業 3,092 (1,546) 【健康】
広島県ピアサポーター養成事業 1,409 (705) 【健康】



構成事業 １６事業 

うち重点 （１事業） 

健  康 

《目指す姿》 

○ 県民が生涯にわたり健康に暮らすことを応援する仕組みが整っています。 

○生活習慣の改善やこころの健康づくり等を通じた健康
寿命の延伸 
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取
組
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方
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38 市町や関係機関等との
連携による自殺やうつ病等
のメンタルヘルス対策の推
進 

37 県民の健康づくりの推
進による健康寿命の延伸 

 

 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①医療資源の効率的な活用 

②適正な受診行動の促進 

③健康づくり・健診対策の推進 

④うつ病・自殺予防対策等の推進              （※） 

※34･35と同一ワーク 
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34･35･37・38-① 医療資源の効率的な活用
地域医療介護総合確保事業（一部） 283,123 (9,559) 【健康】 32・33①
〔医療資源の効率的な活用〕
（ひろしま医療情報ネットワーク整備事業　169,164）
（地域医療ICT化推進事業　104,400）
（地域医療構想策定事業　9,559）

【重点】 広島都市圏の医療機能強化事業 44,436 (0) 【健康】 32・33①
医療資源偏在解消・地域医療体制確保推進事業 8,550 (8,550) 【健康】 32・33①,59～63‐3①

34･35･37･38-② 適正な受診行動の促進
国保等運営指導事業 16,868 (16,253) 【健康】
国民健康保険県調整交付金 14,427,015 (14,427,015) 【健康】

34･35･37･38-③ 健康づくり・健診対策の推進
健康ひろしま21推進事業 1,209 (105) 【健康】
食育推進事業 1,861 (1,861) 【健康】 2②
歯科保健対策費 10,063 (2,760) 【健康】
健康増進事業 40,764 (17,084) 【健康】
心不全地域連携サポートチーム体制の構築事業 8,620 (8,620) 【健康】
地域づくりによる介護予防推進〈非予算〉 - - 【健康】

34･35･37・38-④ うつ病・自殺予防対策等の推進
自殺予防対策推進事業 51,039 (2,235) 【健康】
総合精神保健福祉センター事業費 52,535 (27,999) 【健康】
ひきこもり対策事業 10,600 (4,073) 【健康】



構成事業 １５事業 ２５事業 

うち重点 － － 

福祉・介護 

《目指す姿》 

○ 支援や介護が必要な人が，地域で安心して生活できる環境が整っています。 

○支援や介護が必要になっても，住み慣れた地域で自立した生活ができる環境の整備 

○障害者が身近で必要なサービスを自らの意思で選択し，自立した地域生活を送る環境の整備 
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取
組
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41 質の高い福祉・介護サー
ビス体制確保のための人材
の確保・育成 

 

40 障害者の福祉と就労の対策
の一体的な推進 

 

 

39 支援や介護が必要な人の
尊厳を尊重し，地域で暮らしを
支え合う基盤の整備と仕組み
づくり 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①地域包括ケア体制の構築 

②認知症施策の推進 

③介護サービス基盤の整備 

④介護サービスの質向上と適正
化 

⑤福祉・介護人材の確保・育成，
定着促進 

①障害に対する理解の促進 

②保健・医療・療育体制の充実 

③地域生活の支援体制の充実 

④バリアフリー化の推進 

⑤障害者雇用・就労の促進 

⑥社会参加の促進 
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39・41-① 地域包括ケア体制の構築
地域医療介護総合確保事業（一部） 261,554 (0) 【健康】
〔地域包括ケア体制の構築〕
（広島県地域包括ケア推進センター事業　63,000）
（広島口腔保健センター機能充実推進事業　180,350）
（在宅医療を推進するための薬局の体制整備と薬剤師の資質向上事業　18,204）

39・41-② 認知症施策の推進
地域医療介護総合確保事業（一部） 127,361 (0) 【健康】
〔認知症施策の推進〕
（循環型認知症医療・介護連携システム推進事業　114,546）
（認知症疾患医療センター（診療所型）支援事業　1,340）
（医療保護入院者退院支援事業　11,475）
認知症医療・介護連携強化事業 31,376 (15,689) 【健康】
認知症にやさしい地域づくり支援事業 2,408 (1,204) 【健康】
認知症医療・介護研修事業 3,654 (2,599) 【健康】

39・41-③ 介護サービス基盤の整備
療養病床転換支援事業 60,000 (11,112) 【健康】
軽費老人ホーム運営費補助金 748,487 (748,487) 【健康】

39・41-④ 介護サービスの質向上と適正化
ケアプラン適正化強化支援事業 7,001 (0) 【健康】
介護サービス情報公表制度 8,776 (4,388) 【健康】
介護保険サービス適正利用推進事業 3,000 (3,000) 【健康】

39・41-⑤ 福祉・介護人材の確保・育成，定着促進
社会福祉人材育成センター設置事業 22,048 (16,303) 【健康】

40-① 障害に対する理解の促進
「あいサポートプロジェクト」実施事業 9,920 (4,960) 【健康】 40⑤
ふれ愛プラザ運営事業 3,848 (1,924) 【健康】

40-② 保健・医療・療育体制の充実
県立社会福祉施設管理事業費（県立施設機能強化推進事業） 822 (822) 【健康】
高次脳機能障害支援体制整備事業 9,647 (4,824) 【健康】
てんかん地域診療連携体制整備事業 3,000 (1,500) 【健康】



40-③ 地域生活の支援体制の充実
障害福祉サービス事業所等整備費補助金 200,025 (476) 【健康】
障害者地域生活支援体制推進事業 10,081 (5,872) 【健康】
障害児等療育支援事業 24,183 (24,183) 【健康】
発達障害者支援センター運営事業 21,241 (10,621) 【健康】
発達障害地域支援体制推進事業 12,840 (6,420) 【健康】
心身障害者等歯科診療確保対策費 3,635 (3,635) 【健康】

40-④ バリアフリー化の推進
県営住宅の建替工事〈特会〉 152,795 (89,953) 【土木】
既存県営住宅の高齢者向け改善工事〈特会〉 15,633 (9,558) 【土木】
優良賃貸住宅供給促進事業費 23,209 (23,088) 【土木】

40-⑤ 障害者雇用・就労の促進
障害者経済的自立支援事業 5,162 (3,744) 【健康】
障害者就業・生活支援センター運営事業 39,970 (19,985) 【健康】
障害者雇用・就業促進事業 5,972 (3,766) 【商工】
障害者就職支援事業 52,298 (0) 【商工】
「あいサポートプロジェクト」実施事業 9,920 (4,960) 【健康】 40①
障害者職業能力開発校費 93,131 (6,328) 【商工】
障害者職業訓練講師事業 90,702 (9,979) 【商工】

40-⑥ 社会参加の促進
障害者社会参加推進事業 59,108 (29,197) 【健康】
聴覚障害者社会参加支援事業 4,118 (2,059) 【健康】
視覚障害者情報センター運営委託費 31,932 (19,868) 【健康】
障害者ITサポートセンター設置事業 3,648 (1,824) 【健康】
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構成事業 ５１事業 

うち重点 ７事業（１１事業） 

子育て 

《目指す姿》 

○ 県民が生き生きと暮らし，「子育てするなら広島県で！」と選ばれる環境が整ってい
ます。 

○「子育てするならわがまちで！」
とみんなが誇れる広島県の実現 
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取
組
の
方
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ン
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○若者や女性など県民が生きがいを
持って働くことのできる環境の整備 

43 男女が共に仕事も子育ても充実で
きる環境整備の推進（※） 

 

 

42 県民みんなで広島県の子どもを
育てる機運の醸成と実践の推進
（※） 

 

※「人づくり」に 

 類似施策あり 
 （9・10） 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①婚活・結婚対策の充実 
②不妊対策の充実 
③安全・安心な出産体制の充実 
④保育サービスの充実 
⑤放課後児童対策の充実 
⑥みんなで子供と子育てを応援 
⑦子供と子育てにやさしい生活環境づくり 
⑧特別な支援が必要な子供と家庭への支援の充実 
⑨社会的養護対策の充実 

少子化対策 
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42・43-① 婚活・結婚対策の充実
ひろしま出会いサポートセンター運営事業 13,417 (391) 【健康】 9・10④

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 29,225 (9,577) 【健康】 9・10④
〔少子化対策・子育て支援～出会い・結婚支援〕
（ひろしま出会いサポーターズ構築事業　8,263）
（みんなでおせっかい「こいのわ」プロジェクト事業　11,385）
（ひろサポ・カレッジ事業　9,577）

42・43-② 不妊対策の充実
【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 27,878 (23,583) 【健康】 9･10⑤

〔少子化対策・子育て支援～妊娠・出産支援〕
（一般不妊治療支援事業　26,771）
（思春期世代への健康教育事業　1,107）
不妊治療助成事業 184,409 (92,205) 【健康】 9･10⑤

42・43-③ 安全・安心な出産体制の充実
産科医等確保支援事業 86,440 (0) 【健康】 32・33⑤
周産期母子医療センター運営支援事業 32,970 (0) 【健康】 32・33⑤
広島県周産期医療システム運営事業 6,638 (3,867) 【健康】 32・33⑤

42・43-④ 保育サービスの充実
【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 682,545 (218,588) 【環境・健康】 9・10②③,42・43⑤

〔女性の活躍促進～保育サービスの充実〕
（幼稚園機能充実支援事業　439,727）
（事業所内保育施設の開設促進　20,000）
（県庁内保育所設置モデル事業　42,608）
（認可外保育所の認可化促進事業　84,450）
（保育コンシェルジュ配置事業　24,950）
（保育士人材確保事業　26,415）
（保育教諭確保事業　７１１）
（子育て支援従業者の育成研修　4,849）
（認可保育所以外の多様な保育サービスの利用支援等　38,835）



42・43-⑤ 放課後児童対策の充実
放課後児童クラブ室整備費補助金 266,224 (133,116) 【健康】 9・10③

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 18,634 (16,210) 【健康】 9・10②③,42・43④
〔女性の活躍促進～保育サービスの充実〕
（放課後児童クラブ「小１の壁」解消事業　13,785）
（子育て支援従事者の育成研修　4,849）
放課後児童クラブ事業 1,719,597 (859,897) 【健康】 9・10③
放課後子供教室推進事業 51,774 (26,079) 【教育】 2①,9･10③

42・43-⑥ みんなで子供と子育てを応援
子育て環境改善事業 19,970 (19,970) 【健康】 9・10⑥

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 9,067 (0) 【健康】 9・10⑥⑦,42・43⑦
〔少子化対策・子育て支援～広島県らしい子育て環境の整備の促進〕

（子育てスーパーブロガー連携等事業　9,067）
子育てポータルサイト運営事業 4,934 (4,934) 【健康】 9・10⑥
子育て支援先進県連携事業 970 (970) 【健康】 9・10⑥
広島キッズシティ補助金 1,000 (1,000) 【健康】 9・10⑥

42・43-⑦ 子供と子育てにやさしい生活環境づくり
地域子育て支援拠点事業 301,063 (301,063) 【健康】 9・10⑦

【重点】 少子化対策・子育て支援・女性の活躍支援事業（一部） 3,000 (3,000) 【健康】 9・10⑥⑦,42・43⑥
〔少子化対策・子育て支援～広島県らしい子育て環境の整備の促進〕

（ファミリーサポート利用促進事業　3,000）
「子ども何でもダイヤル」電話相談等事業 5,834 (5,834) 【健康】 9・10⑦
子育てサポートステーション運営事業 16,772 (16,772) 【健康】 9・10⑦
寄附を活用した子育て応援事業 2,908 (2,908) 【健康】 9・10⑦
乳幼児医療公費負担事業費 2,134,410 (2,134,410) 【健康】 9・10⑦
子育て住環境整備事業〈非予算〉 － － 【土木】 9・10⑦
県営住宅維持管理費（指定管理者委託料）〈特会〉 1,848 (0) 【土木】 9・10⑦

42・43-⑧ 特別な支援が必要な子供と家庭への支援の充実
児童家庭支援センター運営費 12,660 (6,330) 【健康】
児童虐待防止対策事業 145,692 (104,923) 【健康】
母子家庭等就業・自立支援センター事業 10,981 (5,491) 【健康】
ひとり親家庭生活支援事業 3,687 (1,844) 【健康】
こども家庭センター運営費 122,581 (92,559) 【健康】
母子・父子自立支援員設置費 3,209 (2,843) 【健康】
母子家庭等緊急援護資金貸付金 15,000 (0) 【健康】
母子父子寡婦福祉資金貸付金 373,432 (0) 【健康】
ひとり親家庭等医療費助成制度 570,019 (570,019) 【健康】
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42・43-⑨ 社会的養護対策の充実
入所児童等自立支援事業 42,709 (19,355) 【健康】
児童虐待防止対策事業（退所後支援）（一部） 62,030 (60,956) 【健康】
里親支援事業 11,019 (5,524) 【健康】
児童福祉施設措置費 1,991,662 (1,022,424) 【健康】
広島学園運営費 96,650 (20,356) 【健康】



構成事業 ７３事業 

うち重点 － 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

環  境 

《目指す姿》 

○ 環境への負荷の少ない持続可能な社会の仕組みが構築されています。 

○環境への負荷の少ない持続可能な社会づくり 
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2015 

H27 

ワーク 

45 県内企業が有する環境関
連技術を生かした地球温暖
化防止への貢献 

 

44 県民などの自主的取組や連
携・協働を促進し，環境と経済
の好循環を図りながら環境保全
の取組を推進 

①低炭素社会の構築 

②廃棄物の３Rの推進 

③廃棄物の適正処理と不法投棄防止対策 

④良好な大気・水環境等の確保による地域環境の保全 

⑤生態系の保全と野生生物の種の保護 

⑥自然資源の持続可能な利用 

⑦自主的な環境保全活動の促進による持続可能な社会の基盤づくり 
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44・45-① 低炭素社会の構築
生活環境保全条例に係る業務（非予算事業） - - 【環境】
地域還元型再生可能エネルギー導入事業 106,731 (0) 【環境】
県有施設太陽光発電導入事業 4,226 (0) 【環境】
再生可能エネルギー等導入推進基金事業 1,265,000 (0) 【環境】
ダム小水力発電推進事業（農業用施設） 357,144 (0) 【農林】
ダム小水力発電推進事業（河川管理施設） 76,000 (4,200) 【土木】

44・45-② 廃棄物の３Ｒの推進
廃棄物対策費（一部） 514 (354) 【環境】
（福山リサイクル発電事業,廃棄物減量化・再生利用促進事業　514）
廃棄物排出抑制・リサイクル関連研究開発費助成事業 62,650 (0) 【環境】
廃棄物排出抑制・リサイクル施設整備費助成事業 212,486 (0) 【環境】
循環型社会形成推進機能強化事業 92,184 (0) 【環境】
事業所内廃棄物排出抑制支援事業 20,606 (0) 【環境】
びんごエコタウン推進事業 207,492 (0) 【環境】
建設副産物リサイクル推進事業 6,217 (4,597) 【土木】

44・45-③ 廃棄物の適正処理と不法投棄防止対策
地域廃棄物対策支援事業 76,513 (0) 【環境】
浄化槽適正維持管理促進事業 6,704 (0) 【環境】
せとうち海岸漂着ごみ対策推進事業 522 (0) 【環境】
不法投棄監視体制強化事業 23,088 (0) 【環境】
廃棄物排出事業者責任強化対策事業 58,627 (0) 【環境】
産業廃棄物処理情報管理推進事業 6,411 (0) 【環境】
PCB廃棄物処理促進事業 16,617 (0) 【環境】
廃棄物対策費（一部） 3,005 (▲311) 【環境】
（一般廃棄物対策・浄化槽対策事業　3,005）
産業廃棄物対策費 19,371 (▲51,899) 【環境】
公共関与による廃棄物処分場整備事業（出島処分場） 156,150 (0) 【環境】



44・45-④ 良好な大気・水環境等の確保による地域環境の保全
大気汚染防止法等施行費 6,620 (6,120) 【環境】
水質汚濁防止法施行事業 3,348 (3,348) 【環境】
瀬戸内海環境保全対策事業 3,155 (135) 【環境】
生活排水処理対策推進事業 137,936 (137,936) 【環境】 59～63‐3⑥
太田川流下建設事業費（瀬野川処理区）〈特会〉 592,000 (135) 【土木】
芦田川流下建設事業費（芦田川処理区）〈特会〉 1,810,700 (194) 【土木】
沼田川流下建設事業費（沼田川処理区）〈特会〉 275,200 (5,480) 【土木】
漁業集落排水事業費〈公共〉 156,680 (20,880) 【土木】 59～63‐3⑥
農業集落排水事業費〈公共〉 41,697 (4,197) 【農林】 59～63‐3⑥
アスベスト対策事業 28,783 (583) 【環境】
大気汚染常時監視網整備・運営費 53,922 (51,967) 【環境】
水質常時監視費 23,003 (23,003) 【環境】
生活環境保全対策費（一部） 4,219 (4,219) 【環境】
（騒音振動悪臭対策費　4,219）
ダイオキシン類等化学物質対策事業 6,163 (5,646) 【環境】
東部浄化センター維持管理費〈特会〉 1,598,569 (0) 【土木】
芦田川浄化センター維持管理費〈特会〉 1,669,725 (0) 【土木】
沼田川浄化センター維持管理費〈特会〉 596,709 (0) 【土木】
魚切ダム貯水池水質改善事業費 2,790 (1,395) 【土木】
広島空港周辺対策事業 33,316 (33,316) 【土木】

44・45-⑤ 生態系の保全と野生生物の種の保護
特定鳥獣保護管理計画事業 29,887 (14,131) 【環境】
狩猟者育成事業 7,344 (260) 【環境】
野生生物保護管理事業 11,912 (10,218) 【環境】
生物多様性保全推進事業 10,231 (7,220) 【環境】
狩猟適正化事業 12,487 (4,493) 【環境】
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44・45-⑥ 自然資源の持続可能な利用
中央森林公園施設改修事業 21,958 (0) 【環境】
公園施設整備事業（県民の森） 31,820 (8,020) 【環境】
国定公園等整備事業（帝釈峡） 23,710 (1,341) 【環境】
公園施設整備事業（もみのき森林公園） 3,455 (955) 【環境】
国定公園等整備事業（三段峡） 31,756 (1,766) 【環境】
国定公園等整備事業（宮島） 45,496 (1,548) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（中央森林公園（センター地区）） 63,758 (56,074) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（中央森林公園（ＦＨＧ地区）） 47,881 (40,662) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（県民の森） 16,463 (15,254) 【環境】
公園施設維持修繕事業（県民の森） 12,699 (12,699) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（帝釈公園） 2,319 (2,039) 【環境】
公園施設維持修繕事業（帝釈公園） 5,743 (5,743) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（野呂山公園） 4,061 (3,448) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（県民の浜） 1,197 (1,197) 【環境】
公園施設維持修繕事業（県民の浜） 2,479 (2,479) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（もみのき森林公園） 16,552 (14,922) 【環境】
公園施設維持修繕事業（もみのき森林公園） 2,325 (2,325) 【環境】
自然公園等指定管理施設管理費（牛小屋高原ｴｺﾛｼﾞｰｷｬﾝﾌﾟ場） 8,101 (6,899) 【環境】
公園管理費 39,512 (0) 【環境】
公園施設維持修繕事業（宮島） 2,865 (2,865) 【環境】
公園施設維持修繕事業（全県） 37,002 (37,002) 【環境】
宮島公園松くい虫対策事業 1,942 (971) 【環境】
自然保護協力奨励事業 17,912 (0) 【環境】

44・45-⑦ 自主的な環境保全活動の促進による持続可能な社会の基盤づくり
環境保全活動支援事業 21,847 (0) 【環境】
環境保全普及啓発事業 11,698 (0) 【環境】
瀬戸内海環境保全推進事業 2,091 (1,416) 【環境】



構成事業 ２事業 ６５事業 ６事業 

うち重点 ２事業 ２事業 － 

防災・防疫 

《目指す姿》 

○ 社会全体で取り組む防災協働社会が実現しています。 

○ 健康危機管理体制が整備されています。 

○自ら身を守る「自助」，地域で助け合う「共助」，県・市町の行う
「公助」の役割分担と連携による，社会全体で防災対策に取り組む
社会の構築 
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○感染症発生に係る監視体制 

及び発生時の危機管理・医療提
供体制の整備 

48 強毒性の新型インフルエンザ
発生時の官民の対応体制の確
立及びその他の感染症に対する
対策の着実な推進 

47 災害時の被害を最小限にす

るための県土の構築及び県・市
町の災害対処能力の向上 

 

46 県民の防災意識の醸成と地
域の災害対処能力の向上 

 

 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①県民の防災意識の醸成【自
助】 

②地域の災害対処能力の向上
【共助】 

①県・市町の災害対処能力の向
上【公助】 

②防災対策事業の推進 

③住宅・建築物の耐震化 

④インフラ老朽化対策の推進 

①新型インフルエンザ等対策の充
実強化 

②その他感染症対策の充実強化 

減災に向けた県民総ぐるみ運動の展開 

ハード・ソフトが一体となった
防災・減災対策 



－25－ （※次ページへ続く） 

46-① 県民の防災意識の醸成【自助】
【重点】 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業（一部） 30,739 (30,739) 【危機】

（県民の防災意識の醸成）

46-② 地域の災害対処能力の向上【共助】
【重点】 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業（一部） 22,710 (22,710) 【危機】

（自主防災組織の活性化）



47-① 県・市町の災害対処能力の向上【公助】
【重点】 「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業（一部） 19,000 (19,000) 【危機】

（市町防災体制総点検）
広島県地域強靭化地域計画策定事業 3,239 (3,239) 【危機】
総合防災訓練費 4,281 (4,281) 【危機】
救急業務高度化推進事業 10,080 (6,180) 【危機】
救急教育訓練充実事業 13,913 (13,913) 【危機】
救急振興財団負担金 11,500 (11,500) 【危機】
消防学校運営費 35,699 (29,139) 【危機】
消防学校施設改修等事業 6,293 (6,293) 【危機】
消防学校教育訓練費（派遣職員人件費） 72,923 (54,639) 【危機】
防災体制費 20,225 (20,225) 【危機】
防災・危機管理体制強化事業 16,533 (14,693) 【危機】
一般指導費 2,654 (2,654) 【危機】
危険物取締指導費 30,324 (▲6,318) 【危機】
高圧ガス・火薬類取締指導費 9,961 (3,316) 【危機】
消防設備士講習費 13,259 (▲2,446) 【危機】
消防協会事業費補助 3,275 (3,275) 【危機】
防災ヘリ運航委託事業 104,095 (104,095) 【危機】
防災ヘリ運航管理事業 162,225 (148,825) 【危機】
総合行政通信網管理運営費 106,545 (93,533) 【危機】
防災情報システム管理運営等事業 50,795 (50,795) 【危機】
震度情報ネットワークシステム等管理運営事業 7,332 (7,332) 【危機】
防災拠点施設管理運営事業 10,264 (10,264) 【危機】
災害救助備蓄費 4,959 (201) 【健康】
都市計画関連審議会等運営費（宅地造成工事規制） 498 (357) 【土木】
建築行政推進事業（地震被災建築物応急危険度判定事業）（一部） 166 (166) 【土木】
県業務継続計画の見直し，市町業務継続計画の策定支援〈非予算〉 - - 【危機】
広島県地震防災戦略の推進〈非予算〉 - - 【危機】
防災関係マニュアル等の構築・維持〈非予算〉 - - 【危機】
広島県地域防災計画の見直し〈非予算〉 - - 【危機】
市町による避難計画，ハザードマップ等の作成・更新の支援〈非予算〉 - - 【危機】
消防団の充実強化〈非予算〉 - - 【危機】
中国地方知事会 広域防災部会〈非予算〉 - - 【危機】
原子力防災対策〈非予算〉 - - 【危機】
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47-② 防災対策事業の推進
河川改修費〈公共〉 1,873,200 (98,300) 【土木】
高潮対策費〈公共〉 484,000 (16,400) 【土木】
河川改良費〈公共〉(単独) 1,136,956 (353,956) 【土木】
直轄河川改修費等負担金〈公共〉 1,013,334 (98,034) 【土木】
通常砂防費〈公共〉(単独) 301,180 (68,480) 【土木】
地すべり対策砂防費〈公共〉(単独) 5,000 (300) 【土木】
急傾斜地崩壊対策事業費〈公共〉(単独) 368,000 (37,200) 【土木】
通常砂防費〈公共〉 4,205,650 (613,950) 【土木】
地すべり対策砂防費〈公共〉 55,650 (3,050) 【土木】
急傾斜地崩壊対策事業費〈公共〉 3,024,800 (760,437) 【土木】
直轄砂防事業負担金〈公共〉 2,700,000 (224,600) 【土木】
建築行政推進事業（がけ地近接等危険住宅移転事業）（一部） 1,932 (1,858) 【土木】
建設海岸保全施設費〈公共〉 139,000 (6,000) 【土木】
港湾海岸保全施設費〈公共〉 1,348,000 (59,900) 【土木】
直轄海岸保全施設整備費負担金〈公共〉 272,340 (27,240) 【土木】
放置艇対策事業 20,832 (1,686) 【土木】
道路改修費（道路災害防除）〈公共〉（単独） 1,541,000 (84,300) 【土木】
道路災害防除〈公共〉 2,530,000 (35,250) 【土木】
漁港海岸保全施設整備費〈公共〉 267,750 (11,550) 【土木】
地すべり対策事業費 10,500 (600) 【農林】
海岸保全施設整備事業費 126,000 (400) 【農林】
ため池等整備事業費 1,071,193 (23,397) 【農林】
農村基盤整備推進事業費（ため池のみ）（一部） 463,239 (190,389) 【農林】
土地改良区等検査指導費 7,510 (2,503) 【農林】
山地治山事業費 1,916,565 (5,065) 【農林】

47-③ 住宅・建築物の耐震化
【重点】 建築物耐震化促進事業 24,000 (24,000) 【土木】

警察施設耐震改修整備事業 625,068 (29,724) 【警察】 51⑦
県立学校施設設備整備事業（一部） 9,637,012 (1,208,251) 【教育】
（耐震化対策）
医療施設耐震化支援事業 633,774 (0) 【健康】 32・33③
防災拠点等耐震化事業（地方機関庁舎） 27,859 (27,859) 【総務】
南海トラフ巨大地震対応にかかる医療機関の施設整備，設備整備 118,650 (0) 【健康】 32・33③

47-④ インフラ老朽化対策の推進
インフラ老朽化対策推進事業（※公共別表対応） 19,700 (19,700) 【土木】



48-① 新型インフルエンザ等対策の充実強化
新型インフルエンザ対策事業 7,026 (5,178) 【健康】
広島県感染症・疾病管理センター運営費 7,263 (7,263) 【健康】
感染症予防対策事業 65,754 (33,791) 【健康】

48-② その他感染症対策の充実強化
エイズ予防対策事業 55,406 (2,705) 【健康】
結核対策特別促進等事業 15,250 (11,856) 【健康】
結核予防活動費 17,348 (11,876) 【健康】
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構成事業 ２事業 １２事業 

うち重点 － － 

消費生活 

《目指す姿》 

○ 食品の安全の確保など，消費者の安全・安心を守る仕組みが構築されています。 

○消費者被害
の防止と救済 
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○生産から消費までの総合的な
食品の安全・安心の確保 

○自主的・合理的な行
動ができる消費者づくり 

49 消費者，事業者，関係団体，市町等と
の連携による，消費者視点に立った，消費
者被害の未然防止，拡大防止，救済の取
組の推進 

50 関係者の役割の明確化と 

連携強化による，食品の生産 

から消費に至る各段階での 

対策の徹底 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 
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①消費者被害の未然防止，拡大防止，救済，
消費者教育の推進 

①農林水産物の生産から消費に
至る安全・安心対策の推進 

②食品の安全・安心確保対策の推
進 
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49-① 消費者被害の未然防止，拡大防止，救済，消費者教育の推進
消費者行政推進事業 43,165 (36,884) 【環境】
消費者行政活性化事業 107,910 (0) 【環境】

50-① 農林水産物の生産から消費に至る安全・安心対策の推進
食の安全・安心確保対策事業 33,721 (13,384) 【農林】
漁場環境・生態系保全向上対策事業 2,783 (354) 【農林】
植物防疫事業推進費 8,110 (1,212) 【農林】
家畜伝染病予防事業 60,711 (28,115) 【農林】
家畜衛生技術指導事業 4,597 (1,813) 【農林】
鳥インフルエンザ対策施設整備事業 224,675 (95) 【農林】

50-② 食品の安全・安心確保対策の推進
食品衛生指導対策費（食品衛生対策，食品表示対策，ＨＡＣＣＰ導入対策） 115,705 (97,199) 【健康】
食品の安全確保対策の推進（食中毒対策，HACCP導入対策） 241 (241) 【健康】
食中毒対策費 5,948 (5,948) 【健康】
乳肉水産食品衛生対策費 8,411 (▲4,235) 【健康】
食鳥衛生対策費 14,481 (3,750) 【健康】
と畜衛生対策費 18,660 (16,123) 【健康】



構成事業 ２０事業 

うち重点 － 

治  安 

《目指す姿》 

○ 治安が向上し，日本一安全・安心な広島県になっています。 

○犯罪や事故の減少等による治安
の向上と多様な主体の協働・連携
による安全・安心なまちづくり 
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51 まちづくりと警察活動を両輪に，
多様な主体の協働・連携による地域
の安全安心確保の取組を推進 

「安心な暮らしづくり」への挑戦 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①県民総ぐるみによる犯罪の抑止 

②悪質重要犯罪の徹底検挙 

③暴力団等の組織犯罪対策の推進 

④交通事故抑止総合対策の推進 

⑤少年非行防止総合対策の推進 

⑥災害，テロ等緊急事態対策の推進 

⑦県民の期待と信頼に応える治安基
盤の確立 
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51-① 県民総ぐるみによる犯罪の抑止
減らそう犯罪推進事業 17,820 (14,204) 【警察】
WEB公開型犯罪情報システム運用事業 2,579 (2,579) 【警察】
地域安全対策推進経費 24,131 (21,440) 【警察】
安全・安心なまちづくり推進事業（安全・安心なまちづくり推進事業，犯罪被害者等支援事業） 2,339 (2,339) 【環境】

51-② 悪質重要犯罪の徹底検挙
総合通信指令室運営費 133,536 (133,536) 【警察】
初動捜査機能高度化事業 56,726 (56,726) 【警察】

51-③ 暴力団等の組織犯罪対策の推進
暴力団壊滅作戦推進経費 9,321 (8,993) 【警察】
犯罪捜査活動費 5,509 (2,753) 【警察】

51-④ 交通事故抑止総合対策の推進
交通指導費 224,930 (▲305,651) 【警察】
交通取締費 45,256 (22,895) 【警察】
交通安全施設整備費 1,835,672 (1,019,494) 【警察】
安心・安全なまちづくり推進事業(交通安全対策推進事業） 1,203 (1,203) 【環境】
交通安全施設費〈公共〉（単独） 471,120 (471,120) 【土木】
交通安全施設費〈公共〉 1,630,000 (89,600) 【土木】

51-⑤ 少年非行防止総合対策の推進
少年サポートセンター運営費 7,397 (3,934) 【警察】
非行少年グループ等の立ち直り支援事業 1,785 (945) 【警察】
生徒指導集中対策プロジェクト 73,049 (49,085) 【教育】 １⑥

51-⑥ 災害，テロ等緊急事態対策の推進
捜査力充実強化費(一部) 805 (615) 【警察】
災害対策費 8,488 (8,488) 【警察】

51-⑦ 県民の期待と信頼に応える治安基盤の確立
警察施設耐震改修整備事業 625,068 (29,724) 【警察】 47③



構成事業 ４事業 

うち重点 － 

「豊かな地域づくり」への挑戦 

《目指す姿》 

○自立性を持って連携し支え合う多様な主体の活動により，地域社会が活性化しています。 

○多様な主体が問題
意識を共有し，支え合う，
活気ある地域社会の創
造 
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基本 

方針  

2015 

県民主役型 

地域社会 

①県民のNPO・ボラン
ティア活動への参加促進 

②行政・企業・NPOとの
連携・協働推進   （※） 

※13と同一ワーク 

H27 

ワーク 

52 多様な主体による
地域活動を促進 
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13･52-① 県民のNPO・ボランティア活動への参加促進
ＮＰＯ・ボランティア活動促進事業 2,298 (1,973) 【環境】
ひろしまNPOセンターと連携した取組〈非予算〉 － － 【環境】

13･52-② 行政・企業・NPOとの連携・協働推進
NPO等との協働推進に向けた庁内への普及啓発〈非予算〉 - - 【環境】
包括連携協定を活用した取組の推進に向けた庁内・市町・企業への働きかけ（普及啓発等）〈非予算〉 - - 【総務】



《目指す姿》 

○地域の特性や資源を生かした産業が営まれ，身近な自然環境や景観の保全，伝統文化 

 や行事の継承など，地域の価値を高める様々な取組が地域ブランドとなり，人々が誇りと 

 愛着を持って，生き生きと暮らしています。 

○様々な生活場面で情報通信技術が活用され，利便性が向上しています。  

○農商工連携などによる農林水産業など地域産業の活性化            
○地域資源の活用による観光を始めとした交流人口の拡大  
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地域資源活用・
地域情報化 

○ＩＣＴの利活用による
地域課題の克服  

構成事業 ６事業 － － ３事業 

うち重点 ３事業（１事業） － － － 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①農林水産品の高付加
価値化 

②広島のブランド価値の
向上 

53 地域資源を活用し
た産品の開発や魅力
向上 

56 情報通信基盤を活
用した県民生活の利
便性の向上 

55 瀬戸内海の資源や
人をつなぎ国内外に
魅力を発信   

54 観光資源のブラッ
シュアップや連携等に
よる魅力向上と活用促
進       

①ICTの利用による行政
手続等の利便性の向上 

「豊かな地域づくり」への挑戦 

「ひろしま」ブランド 
価値向上の推進 
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53-① 農林水産品の高付加価値化
【重点】 ６次産業化総合支援事業 63,874 (23,288) 【農林】 23･24①⑥

53-② 広島のブランド価値の向上
【重点】 ひろしまブランド推進事業 62,966 (62,966) 【環境・商工】

（情報発信等　17,916）
（食　9,700）
（日本酒　35,350)
広島ブランドショップ運営事業 227,822 (158,636) 【商工】
地場産業等振興事業 1,974 (1,974) 【商工】

56-① ICTの利用による行政手続等の利便性の向上
電子申請推進事業 4,809 (4,809) 【総務】
公共施設予約システム運営事業 2,391 (2,391) 【総務】
メイプルネット運営事業 199,579 (199,579) 【総務】



《目指す姿》 

○機能的で魅力的な市街地や施設等が整備され，都市的機能が提供されています。 

○有効な土地利用とその転換の促進等による市街地の再生 
○水際空間の利活用によるにぎわいの創出  
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都市地域 

基本 

方針  

2015 
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57 都市中心部への機能集約などによ
るコンパクトで利便性の高いまちづくり
を推進 

①中枢拠点都市等の活性化 
②中心市街地の活性化の推進 
③道路網の整備による利便性向上 
④広域的な交通ネットワークの最適化 
⑤県外からのU･Iターンの促進 
⑥多様な人材の集積を連鎖的に拡大する
活躍環境の創出 
⑦多様な人材を惹きつける魅力的な地域
環境の創出 

①新たな魅力を創出する
みなと環境の整備 

58 魅力的な水際線を
活用したにぎわい空間
の創出 

構成事業 １２事業 ６事業 

うち重点 （６事業） （５事業） 

「豊かな地域づくり」への挑戦 
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57-① 中枢拠点都市等の活性化
市街地再開発事業 711,804 (711,804) 【土木】

57-② 中心市街地の活性化の推進
土地区画整理関連事業費〈公共〉（単独） 82,525 (8,325) 【土木】

57-③ 道路網の整備による利便性向上
街路改良費〈公共〉 2,469,000 (379,642) 【土木】
街路改良費〈公共〉（単独） 480,305 (74,641) 【土木】
街路整備関連事業費〈公共〉（単独） 2,000 (0) 【土木】

57-④ 広域的な交通ネットワークの最適化
公共交通ネットワーク情報提供・移動活発化推進事業 37,064 (37,064) 【地域】

57-⑤ 県外からのU・Iターンの促進
【重点】 ひろしまスタイル定住促進事業 73,283 (0) 【地域】 15①
【重点】 ひろしま企業オンキャンパス・リクルーティング事業 16,711 (0) 【商工】 15①

57-⑥ 多様な人材の集積を連鎖的に拡大する活躍環境の創出
【重点】 ひろしま発人材集積促進プロジェクト 20,511 (20,511) 【地域】 15②

57-⑦ 多様な人材を惹きつける魅力的な地域環境の創出
【重点】 都市圏魅力創造事業 103,474 (103,474) 【地域】 15③
【重点】 魅力ある「まちなみづくり」支援事業 17,021 (17,021) 【土木】 15③
【重点】 魅力ある建築物創造事業 8,081 (8,081) 【土木】 15③

58-① 新たな魅力を創出するみなと環境の整備
みなとの賑わいづくり事業〈公共〉 1,268,000 (51,767) 【土木】 25④

【重点】 瀬戸内海クルージング促進事業 646,104 (132,586) 【土木】 25④
（クルージング需要の掘り起こし　3,086）〈特会〉
（クルージング需要の掘り起こし　2,850）
（クルージング環境の創出　2,000）
（大型客船誘致・受入体制の充実　58,168）
（大型客船誘致・受入体制の充実　580,000）〈公共〉〈特会〉



構成事業 ３５事業 

うち重点 ４事業 

《目指す姿》 

○日常生活を支える機能が確保されるとともに，地域の特性や資源を生かした産業により， 

 地域の将来を担う若者などの就業の場が確保され，里山に象徴される人と自然が作り出 

 す中山間地域ならではの環境の中で，ゆとりある生活が営まれています。 

○持続可能な地域構
造への転換（まちづく
り，産業等） 
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○生活交通・地域医療などの確保による地域の
安全・安心の確保 

○一定の生活圏の中での定住に必要な生活機
能の確保 

 

中山間地域 

※「安心な暮らし」に
同一施策あり 

（32・33） 

59 若者を始め地域の
将来を担う人材の定
着に向け，就業機会
の創出 

60 持続可能な生活交
通体系への再編促進 

61 市町，大学，県医

師会等と連携し，県内
全域の医療体制の確
保  

62 日常生活を支え
る仕組みづくり 

63 集落と日常生活拠

点との依存状況など，
地域の構造を踏まえた
日常生活圏の維持 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

1-①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 
1-②地域の次代を担う人材の育成 
2-①持続的な農業生産活動の推進 
2-②地域《しごと創生》に向けたチャレンジ支援 
3-①へき地医療に係る医師等確保対策の推進 
3-②へき地医療に係る医療連携体制の確保 
3-③持続可能な生活交通体系の構築と生活航路の維持 
3-④中心地と周辺地域等との連携を支える基盤の整備 
3-⑤森林の公益的機能の維持 
3-⑥健全な水循環等の確保 

「豊かな地域づくり」への挑戦 

中山間地域の地域力強化 
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59～63-1-① 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
【重点】 中山間地域元気づくり推進事業 28,650 (0) 【地域】
【重点】 地域課題解決支援事業 31,000 (0) 【地域】

59～63-1-② 地域の次代を担う人材の育成
【重点】 高校生による中山間地域わくわく事業 4,171 (4,171) 【教育】

59～63-2-① 持続的な農業生産活動の推進
中山間地域等直接支払事業 2,408,327 (799,307) 【農林】
農業・農村多面的機能支払事業 1,528,000 (489,000) 【農林】
鳥獣害に強い集落等育成推進事業 156,376 (21,321) 【農林】

59～63-2-② 地域《しごと創生》に向けたチャレンジ支援
【重点】 中山間地域の未来創造支援事業 117,000 (0) 【地域】

59～63-3-① へき地医療に係る医師等確保対策の推進
広島県地域医療支援センター運営事業 115,603 (307) 【健康】 32・33⑥
広島大学医学部寄附講座運営事業 40,000 (0) 【健康】 32・33⑥
包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業 24,682 (0) 【健康】 32・33⑥,59～63‐3②
医療資源偏在解消・地域医療体制確保推進事業 8,550 (8,550) 【健康】 32・33①,34・35･37･38①

広島県医師育成奨学金貸付金 297,600 (108,000) 【健康】 32・33⑥

59～63-3-② へき地医療に係る医療連携体制の確保
へき地医療拠点病院等運営費補助 65,994 (23,386) 【健康】
へき地等巡回診療費 5,500 (5,500) 【健康】
医療施設整備費補助金（へき地診療所設備整備事業） 2,241 (0) 【健康】
医療施設整備費補助金（へき地医療拠点病院設備整備事業） 10,363 (5,182) 【健康】
包括的過疎地域医師育成・活躍支援システム整備事業 24,682 (0) 【健康】 32・33⑥,59～63‐3①
府中地域医療機能連携強化事業 540,465 (0) 【健康】

59～63-3-③ 持続可能な生活交通体系の構築と生活航路の維持
生活交通確保対策事業 422,013 (422,013) 【地域】
市町生活交通支援事業 113,228 (113,228) 【地域】
生活航路維持確保対策事業 66,801 (66,801) 【地域】
離島交通対策事業 87,030 (87,030) 【地域】
港湾改修費〈公共〉 1,572,000 (414,750) 【土木】 29②
港整備交付金〈公共〉 1,540,000 (58,200) 【土木】
港湾改良費（その他）〈公共〉（単独） 491,200 (169,267) 【土木】



59～63-3-④ 中心地と周辺地域等との連携を支える基盤の整備
直轄国道改修費等負担金〈公共〉 6,074,500 (598,200) 【土木】 30①
道路改良費〈公共〉 9,075,000 (593,456) 【土木】
道路改良費〈公共〉（単独） 3,361,280 (820,796) 【土木】

59～63-3-⑤ 森林の公益的機能の維持
ひろしま の森づく り事業（県産材消費拡大支援事業・ひろしま 林業ビジネスモデル実践プロジェクト除く ）（一部） 719,416 (0) 【農林】
森林病害虫駆除事業 6,010 (2,178) 【農林】
緑化活動推進事業 3,170 (3,170) 【農林】
緑化センター管理費 74,357 (74,357) 【農林】

59～63-3-⑥ 健全な水循環等の確保
漁業集落環境整備事業〈公共〉 156,680 (20,880) 【土木】 44・45④
農業集落排水事業費〈公共〉 41,697 (4,197) 【農林】 44・45④
生活排水処理対策推進事業 137,936 (137,936) 【環境】 44・45④
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構成事業 １０事業 

うち重点 ６事業 

「豊かな地域づくり」への挑戦 

《目指す姿》 

○世界で最初の被爆地として，広島県の国際平和の拠点化が進んでいます。 

○平和に関する情報
発信，連携拠点の構
築 

領 

域 

目 

標 

取
組
の
方
向 

未
来
チ
ャ
レ
ン
ジ
ビ
ジ
ョ
ン 

平和貢献 

64 被爆と復興の経験
等を更に発展させ，国
際平和の実現に向け
積極的に貢献 

基本 

方針  

2015 

H27 

ワーク 

①核兵器廃絶に向けた
プロセスの進展 

②平和構築のための人
材育成と研究集積 

③持続可能な平和支援
メカニズムの構築 

国際平和拠点 
ひろしまの形成 
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64-① 核兵器廃絶に向けたプロセスの進展
【重点】 国際平和拠点ひろしま構想推進事業（一部） 18,749 (18,749) 【地域】

〔核兵器廃絶〕
（ひろしまラウンドテーブル開催事業　12,749）
（ひろしまレポート作成事業　6,000）

64-② 平和構築のための人材育成と研究集積
【重点】 国際平和拠点ひろしま構想推進事業（一部） 3,231 (3,231) 【地域】

〔復興・平和構築〕
（平和構築人材育成強化事業　1,531）
（ひろしま復興・平和構築研究事業　1,700）
放射線被曝者医療国際協力推進事業 16,962 (4,412) 【健康】
ユニタール広島事務所支援事業 111,729 (111,729) 【地域】
平和貢献推進事業 2,876 (0) 【地域】

64-③ 持続可能な平和支援メカニズムの構築
【重点】 国際平和拠点ひろしま構想推進事業（一部） 45,214 (45,214) 【地域】

〔持続可能な平和支援メカニズムの構築〕
（拠点構想推進事業　23,822）
（国際会議開催・誘致事業　21,392）
「ひろしま平和発信コンサート」推進事業 4,776 (4,776) 【環境】




