
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 主要事業の成果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





欲張りなライフスタイルの実現 

（１）人づくり 

・未来をはぐくむ「ひろしま安心保育」推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 172 

・ひろしま版ネウボラ構築事業 ［健康福祉局］ ………………… 175 

・子供の予防的支援構築事業 ［健康福祉局］ ………………… 177 

・女性の活躍促進事業 ［商工労働局］ ………………… 178 

・男女共同参画拠点づくり推進事業 ［環境県民局］ ………………… 181 

・中小企業人材確保支援事業 ［商工労働局］ ………………… 183 

・働き方改革推進事業 ［商工労働局］ ………………… 185 

・ひろしまスタイル定住促進事業 ［地域政策局］ ………………… 188 

・ひろしまシフトツーリズム ［地域政策局］ ………………… 190 

・空き家活用検討事業 ［土木建築局］ ………………… 192 

・若年者就職による社会減対策事業 ［商工労働局］ ………………… 194 

・「遊び 学び 育つひろしまっ子！」推進プロジェクト ［教育委員会］ ………………… 197 

・小・中学校課題発見・解決学習推進プロジェクト ［教育委員会］ ………………… 199 

・高等学校課題発見・解決学習推進プロジェクト ［教育委員会］ ………………… 202 

・オリンピック・パラリンピック教育推進事業 ［教育委員会］ ………………… 205 

・「学びの変革」推進事業 ［教育委員会］ ………………… 207 

・「学びの変革」牽引プロジェクト ［教育委員会］ ………………… 211 

・三次中学校・高等学校整備事業 ［教育委員会］ ………………… 213 

・異文化間協働活動推進事業 ［教育委員会］ ………………… 214 

・「ＧＩＧＡスクール構想の実現」に向けたＩＣＴ基盤整備事業 ［教育委員会］ ………………… 216 

・学びのセーフティネット構築事業 ［教育委員会］ ………………… 218 

・特別支援教育ビジョン推進事業 ［教育委員会］ ………………… 221 

・県立広島大学改革推進事業 ［環境県民局］ ………………… 223 

・私学振興補助金 ［環境県民局］ ………………… 225 
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（２）新たな経済成長 

・地域産業ＩｏＴ等活用推進事業 ［商工労働局］ ………………… 227 

・預託制度運用費 ［商工労働局］ ………………… 229 

・創業・新事業展開等支援事業 ［商工労働局］ ………………… 232 

・「ひろしまものづくりデジタルイノベーション」創出事業 ［商工労働局］ ………………… 236 

・ひろしまオープン・イノベーション推進事業 ［商工労働局］ ………………… 239 

・海外ビジネス展開支援事業 ［商工労働局］ ………………… 241 

・企業立地促進対策事業 ［商工労働局］ ………………… 244 

・次世代ものづくり基盤形成事業 ［商工労働局］ ………………… 248 

・ものづくり価値創出支援事業 ［商工労働局］ ………………… 250 

・デジタル技術を活用した研究技術支援機能強化事業 ［総 務 局］ ………………… 252 

・新成長分野・新技術創出支援事業 ［商工労働局］ ………………… 254 

・医療関連産業クラスター形成事業 ［商工労働局］ ………………… 256 

・環境浄化産業クラスター形成事業 ［商工労働局］ ………………… 259 

・イノベーション人材等育成・確保支援事業 ［商工労働局］ ………………… 261 

・農産物生産供給体制強化事業 ［農林水産局］ ………………… 264 

・経営力向上支援事業 ［農林水産局］ ………………… 266 

・ひろしま農業創生事業 ［農林水産局］ ………………… 269 

・企業連携型農業参入促進事業 ［農林水産局］ ………………… 271 

・農地中間管理事業 ［農林水産局］ ………………… 273 

・広島和牛経営発展促進事業 ［農林水産局］ ………………… 275 

・畜産競争力強化対策事業 ［農林水産局］ ………………… 277 

・ニホンジカ被害拡大抑制対策事業 ［農林水産局］ ………………… 278 

・森林経営管理推進事業 ［農林水産局］ ………………… 280 

・県営林事業費特別会計 ［農林水産局］ ………………… 284 

・林業・木材産業等競争力強化対策事業 ［農林水産局］ ………………… 286 

・瀬戸内水産資源増大対策事業 ［農林水産局］ ………………… 289 

・観光地ひろしま推進事業 ［商工労働局］ ………………… 291 

・広島空港拠点性強化事業 ［土木建築局］ ………………… 293 
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・瀬戸内海クルージング促進事業（客船誘致受入） ［土木建築局］ ………………… 295 

・広島高速道路公社出資金・貸付金 ［土木建築局］ ………………… 297 

     

（３）安心な暮らしづくり 

・災害医療体制確保事業 ［健康福祉局］ ………………… 299 

・地域医療介護総合確保事業  ［健康福祉局］ ………………… 301 

・社会福祉施設整備費補助金 ［健康福祉局］ ………………… 314 

・市町国保支援保健事業 ［健康福祉局］ ………………… 316 

・いのち支える広島プラン推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 319 

・「がん対策日本一」推進事業（がん予防・がん検診） ［健康福祉局］ ………………… 321 

・地域共生社会推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 325 

・外国人材の受入・共生対策事業 ［地域政策局・商工労働局］ … 327 

・県立医療型障害児入所施設整備事業 ［健康福祉局］ ………………… 330 

・発達障害地域支援体制推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 332 

・児童虐待防止対策事業 ［健康福祉局］ ………………… 334 

・海ごみ対策推進事業 ［環境県民局］ ………………… 336 

・災害廃棄物処理対策市町等連携事業 ［環境県民局］ ………………… 338 

・「広島県『みんなで減災』県民総ぐるみ運動」推進事業 ［危機管理監］ ………………… 340 

・放置艇対策事業 ［土木建築局］ ………………… 344 

・建築物耐震化促進事業 ［土木建築局］ ………………… 347 

・豚熱等の重大な動物感染症対策事業 ［農林水産局］ ………………… 350 

・高病原性鳥インフルエンザ緊急対策事業 ［農林水産局］ ………………… 352 

・交番・駐在所整備事業 ［警 察 本 部］ ………………… 353 

・交通安全施設整備費 ［警 察 本 部］ ………………… 355 

     

（４）豊かな地域づくり 

・ひろしまブランド推進事業 ［総務局・商工労働局］ …… 357 

・広島県総合グランド改修事業 ［地域政策局］ ………………… 360 
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・スポーツを活用した地域活性化推進事業 ［地域政策局］ ………………… 362 

・都市圏魅力創造事業 ［地域政策局］ ………………… 364 

・広島西飛行場跡地活用推進事業 ［地域政策局］ ………………… 366 

・福山市三之丸町地区再生促進事業 ［土木建築局］ ………………… 367 

・魅力ある「まちなみづくり」支援事業 ［土木建築局］ ………………… 369 

・魅力ある建築物創造事業 ［土木建築局］ ………………… 371 

・広域ＭａａＳ推進事業 ［地域政策局］ ………………… 373 

・海の道プロジェクト推進事業 ［商工労働局］ ………………… 375 

・ひろしま里山・人材力加速化事業 ［地域政策局］ ………………… 377 

・中山間地域外部人材活用支援事業 ［地域政策局］ ………………… 379 

・チャレンジ・里山ワーク拡大事業 ［地域政策局］ ………………… 380 

・医療施設整備費補助金 ［健康福祉局］ ………………… 382 

・生活交通確保対策事業 ［地域政策局］ ………………… 384 

・ひろしまの森づくり事業 ［農林水産局］ ………………… 386 

・国際平和拠点ひろしま構想推進事業 ［地域政策局］ ………………… 389 

・ひろしまジュニア国際フォーラム開催事業 ［地域政策局］ ………………… 392 

     

（５）共通 

・広島県デジタルトランスフォーメーション推進事業 ［総 務 局］ ………………… 394 

     

（６）その他 

・財務会計システム関係運営費 ［会計管理部］ ………………… 396 

・旧広島陸軍被服支廠安全対策事業 ［総 務 局］ ………………… 397 

・県庁舎耐震化等整備事業 ［総 務 局］ ………………… 399 

・地方機関庁舎耐震化等整備事業 ［総 務 局］ ………………… 400 

・県庁舎リフレッシュ事業 ［総 務 局］ ………………… 401 

・県有地信託事業 ［総 務 局］ ………………… 402 

・執務環境整備事業 ［総 務 局］ ………………… 403 
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・次期広島県総合計画策定事業 ［総 務 局］ ………………… 404 

・中山間地域活性化推進事業 ［地域政策局］ ………………… 405 

・鉄道ネットワークを活かした中山間地域の魅力向上事業 ［地域政策局］ ………………… 407 

・鞆地区振興推進費 ［地域政策局・土木建築局］ … 409 

・自然公園管理費（県民の森） ［環境県民局］ ………………… 412 

・福祉医療費公費負担事業 ［健康福祉局］ ………………… 414 

・障害福祉サービス事業所等デジタル技術導入支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 416 

・循環器病対策推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 418 

・「いのちを守る！」動物愛護推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 420 

・災害時歯科保健医療提供体制整備事業 ［健康福祉局］ ………………… 422 

・聴覚障害者の意思疎通支援体制強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 424 

・生活福祉資金業務システム改修等補助金 ［健康福祉局］ ………………… 425 

・勤務医の働き方改革推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 426 

・公共事業 ［農林水産局］ ………………… 428 

・公共事業 ［土木建築局］ ………………… 433 

・インフラマネジメント基盤検討事業 ［土木建築局］ ………………… 441 

・全国都市緑化ひろしまフェア推進事業 ［土木建築局］ ………………… 442 

・教育委員会ワークサポート事業 ［教育委員会］ ………………… 444 

・県立学校施設設備整備事業 ［教育委員会］ ………………… 445 

・高等学校等就学支援金事業 ［教育委員会］ ………………… 447 

・広島南警察署整備事業 ［警 察 本 部］ ………………… 449 

・災害警備システム（GIS）構築事業 ［警 察 本 部］ ………………… 451 

     

 新型コロナウイルス感染症対策の強化 

・避難所における新型コロナウイルス感染症対策事業 ［危機管理監］ ………………… 453 

・情報通信基盤整備事業 ［総 務 局］ ………………… 454 

・データ等の活用に関する調査研究事業 ［総 務 局］ ………………… 456 

・行政情報化事業 ［総 務 局］ ………………… 458 

・道の駅デリバリー支援プロジェクト ［地域政策局］ ………………… 459 
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・未来につなぐスポーツ支援事業 ［地域政策局］ ………………… 461 

・地域公共交通運行継続等支援事業 ［地域政策局］ ………………… 463 

・公立大学法人県立広島大学授業料減免助成事業 ［環境県民局］ ………………… 465 

・文化芸術イベント等開催支援事業 ［環境県民局］ ………………… 467 

・ＮＰＯ法人等活動継続支援事業 ［環境県民局］ ………………… 469 

・自然公園運営費（もみのき森林公園・県民の浜） ［環境県民局］ ………………… 471 

・学校再開に伴う感染防止対策・学習保障等に係る支援 ［環境県民局］ ………………… 472 

・生活維持のための支援 ［環境県民局］ ………………… 474 

・マスク・消毒液等の確保と遠隔授業の環境整備 ［環境県民局］ ………………… 475 

・県立文化施設の感染症拡大防止対策事業 ［環境県民局・教育委員会］ … 476 

・社会福祉施設等における感染拡大防止対策支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 477 

・検査体制の強化等による感染拡大防止対策事業 ［健康福祉局］ ………………… 479 

・看護師養成施設等支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 481 

・医療・介護従事者等慰労金給付事業 ［健康福祉局］ ………………… 482 

・感染症医療提供体制強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 484 

・医療機関等院内感染拡大防止対策支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 486 

・児童虐待・ＤＶ等相談支援体制強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 488 

・社会福祉施設従業者等支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 490 

・妊産婦総合対策事業 ［健康福祉局］ ………………… 492 

・就労系障害福祉サービス等の機能強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 494 

・生活福祉資金貸付制度補助金 ［健康福祉局］ ………………… 496 

・保健所機能強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 498 

・歓楽街感染拡大防止事業 ［健康福祉局］ ………………… 500 

・感染情報分析・患者等フォローアップ事業 ［健康福祉局］ ………………… 502 

・介護施設等職員感染拡大防止事業 ［健康福祉局］ ………………… 504 

・感染症外国人患者受入体制強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 505 

・危機発生時における医療体制強化事業 ［健康福祉局］ ………………… 506 

・在宅高齢者等見守り支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 507 

・地域医療構想推進事業 ［健康福祉局］ ………………… 508 
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・官学連携による検査研究体制構築事業 ［健康福祉局］ ………………… 510 

・在宅障害者医療等提供体制確保事業 ［健康福祉局］ ………………… 512 

・感染症医療従事者支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 513 

・３密の防止 ［健康福祉局］ ………………… 514 

・マスク・消毒液等の確保 ［健康福祉局］ ………………… 515 

・ＰＣＲ検査の集中的な実施 ［健康福祉局］ ………………… 517 

・医療提供体制の確保 ［健康福祉局］ ………………… 518 

・ワクチン接種体制の整備 ［健康福祉局］ ………………… 520 

・雇用維持対策 ［健康福祉局］ ………………… 521 

・安心・安全な県民生活 ［健康福祉局］ ………………… 523 

・福祉サービスの継続 ［健康福祉局］ ………………… 524 

・子育て世帯支援 ［健康福祉局］ ………………… 527 

・ＩＣＴツールの活用 ［健康福祉局］ ………………… 529 

・飲食店におけるパーテーション設置促進補助金 ［健康福祉局］ ………………… 530 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止協力支援事業 ［健康福祉局］ ………………… 531 

・観光・飲食関連事業者等支援事業 ［商工労働局］ ………………… 533 

・県内中小企業・個人事業主に対する制度活用支援事業 ［商工労働局］ ………………… 535 

・オンライン訓練環境整備事業 ［商工労働局］ ………………… 536 

・緊急対策販路開拓等支援補助事業 ［商工労働局］ ………………… 537 

・新型コロナウイルス感染症対応資金 ［商工労働局］ ………………… 539 

・観光誘客促進事業 ［商工労働局］ ………………… 541 

・首都圏等広島県産品消費拡大緊急対策事業 ［商工労働局］ ………………… 543 

・新型コロナ対策離職者等就業支援事業 ［商工労働局］ ………………… 545 

・新型コロナウイルス感染症緊急対応経済対策事業 ［商工労働局］ ………………… 547 

・頑張る飲食事業者応援事業 ［商工労働局］ ………………… 548 

・頑張る中小事業者応援事業 ［商工労働局］ ………………… 549 

・広島県産品販路拡大緊急対策事業 ［商工労働局・農林水産局］ … 551 

・広島県産フラワー需要創造事業 ［農林水産局］ ………………… 553 

・広島県農林水産物学校給食提供事業 ［農林水産局］ ………………… 554 
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・輸出促進施設等整備緊急支援事業 ［農林水産局］ ………………… 556 

・農業労働力確保緊急支援事業 ［農林水産局］ ………………… 557 

・広島県産酒米活用支援事業 ［農林水産局］ ………………… 558 

・漁業金融対策費＜漁業振興資金等＞ ［農林水産局］ ………………… 559 

・港湾特別整備事業費特別会計 ［土木建築局］ ………………… 560 
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