
 【予算規模】 【職員人件費】   【市債残高】

５）一般会計予算の特徴

１）国の動向

(1) 地方財政計画
● 地方財政計画の規模は，社会保障の充実のほか，公共施設等適正管理の推進等に
　より，前年度比 0.9兆円増の86.6兆円（1.0％増）
　　また，別枠の東日本大震災分は，前年度比 0.5兆円減の1.4兆円（28.1％減）
(2) 地方税と地方交付税の動向
● 地方税は，前年度比 0.4兆円増の39.1兆円（0.9％増）
● 地方交付税は，地方税収の伸びや歳出特別枠の削減などにより，前年度比 0.4兆円
　減の16.3兆円（2.2％減）
※ 臨時財政対策債は，前年度比 0.3兆円増の4.0兆円（6.8％増）で，実質的な地方交付
　税総額は前年度比 0.1兆円減の20.4兆円（0.6％減）
(3) 地方財政の健全化
● 臨時財政対策債の抑制や交付税特別会計借入金の着実な償還（0.4兆円）により，
　地方長期債務残高を抑制

２）地方財政を取り巻く環境

(1) 経済・社会の現状
● 日本経済の情勢をみると，景気は緩やかな回復基調が続いており，先行きについては，
　雇用・所得環境の改善が続く中で，緩やかに回復していくことが期待される。
　　一方で，海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。
(2) 補正予算の編成
● 28年度は，熊本地震関係経費など，数次にわたり補正予算を編成
　第２次補正予算（28年10月11日成立）では，「未来への投資を実現する経済対策」として，
　一億総活躍社会の実現の加速，21世紀型インフラ整備等に要する経費として4.5兆円を計上
(3) 29年度の予算規模
● 一般会計予算案は，「経済再生と財政健全化の両立を実現する予算」として，社会保障
　関係費や新規国債発行額を抑制する一方，一億総活躍社会の実現や経済再生を始め，
　成長と分配の好循環に向けた施策の推進等により，前年度を上回る過去最大の97.5兆円
　（前年度比0.7兆円増，0.8％増）

３）平成２９年度予算の規模

４）予算編成の基本的方針（ポイント）

（単位：億円）

会計 29年度① 28年度② 比較①－② 伸率（％）

一般会計 980.8 980.2 0.6 0.1 

特別会計 643.1 638.2 4.9 0.8 

企業会計 264.5 257.0 7.5 2.9 

合計 1,888.4 1,875.4 13.0 0.7 

呉市の平成２９年度予算（案）の概要 

 公債費や職員人件費等の減要因があるものの，呉市営プール整備，
企業立地に対する助成金等の増により，0.6億円の増となり，28年度 

とほぼ同程度の予算規模となった。 
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市債合計 

  一般会計は 980.8億円（前年度比 0.6億円増，0.1％増）。公債費や職員人件費等の減要因が
あるものの，呉市営プール整備，企業立地に対する助成金，扶助費（子ども・子育て支援給付
金給付，心身障害者介護訓練等給付など）等の増により，28年度とほぼ同程度の予算規模と
なった。 

職員数 

（4/1現在） 

・呉市営プール整備  10.4億円増 

・企業立地助成      6.4億円増 

・公債費           8.3億円減 
・職員人件費          5.6億円減 

29年度末 28年度末 
（億円） 

 行財政改革の着実な実践により，職員を削減（39人）し，職員人件費を
削減した（5.6億円減（退職手当は除く））。 

重点戦略３ 「都市づくり」 
 

⑦ 高次都市機能の強化・充実 
 ◎（新） 呉市中心部回遊性向上機能の整備 （旧青山クラブ等財産取得，基本計画策定等） 3.4億円 

 ◎（新） 呉駅前地区の再整備の推進 （基本計画策定） 1,000万円 

 ・ （拡） 拠点スポーツ施設の整備 15.0億円 

     （呉市営プール：25m屋内プール・子どもプールの整備等，呉市体育館：耐震補強・老朽改修 

     呉市総合スポーツセンター：野球場スコアボード改修） 

 ・ （新） コンビニ収納の導入 （市・県民税，固定資産税等） 2,688万円 

⑧ 魅力ある住生活環境の確保 
 ◎（新） 移住促進施設整備の支援 （シェアオフィス等の整備等に対する助成（豊町御手洗地区）） 330万円 

 ◎（新） ＤＩＹ型賃貸借の普及促進（空き家バンク登録物件を借主がリフォームする費用に対する助成） 150万円 

 ◎（拡） 新婚・子育て世帯の定住支援 （中古住宅取得に対する助成（親世帯との近居加算）） 2,000万円 

 ◎（拡） 移住希望者の住宅取得支援 （中古住宅取得に対する助成（新婚・子育て世帯等加算）） 2,000万円 

 ◎（拡） シティプロモーションの推進 （戦略的・効果的な情報発信等） 4,600万円 

 【参考】 ◎を付した事業は，まち・ひと・しごと創生関連事業 

重点戦略２ 「地域づくり」 
 

④ 安全・安心な生活環境の確保 
 ・ （新） 中央公園のトイレ改修 （老朽化したトイレのバリアフリー改修等（4か所）） 4,100万円 

 ・ （新） 市営墓地の適正管理（無縁墓解消に向けた実態調査，あり方検討等） 784万円 

 ・ 道路整備事業 （横路１丁目白石線，横路４丁目白石線，大新開吉松線） 5.6億円 

⑤ 産業競争力の更なる強化 
 ◎（新） 日本遺産を活用した呉の魅力発信事業（情報発信，環境整備等）  5,693万円 

 ◎（新） 台湾インバウンドの推進 （情報発信，誘致活動，受入態勢整備等）  3,335万円 

 ◎（新） 呉産品の販路拡大支援（国内外物産展等出展支援，販路拡大セミナー等） 678万円 

 ◎（拡） 産地育成・地産地消の推進 （レモン産地力の強化等） 657万円 

 ◎（拡） 企業立地の推進（企業立地促進助成制度の拡充） 11.3億円 

 ◎（拡） 観光資源のブラッシュアップ（コテージかまがり，恵みの丘蒲刈等） 1.7億円 

      ※28年度補正予算1.3億円を含む 

⑥ 産業を支える人材の確保・育成 
 ◎呉の産業ＰＲ事業の推進（呉の産業・企業の魅力紹介等） 200万円 

重点戦略１ 「人づくり」 
 

① 未来を担う人材の育成 
 ◎（拡） 乳幼児等医療費助成の充実 （通院：就学前まで→小6まで，入院：小6まで→中3まで） 3.7億円 

 ◎（新） 文化・スポーツ応援事業 （優れた成績を収めた生徒への報奨金の交付） 325万円 

 ◎（拡） 小中学校普通教室への空調設備の設置 （小学校：実施設計，中学校：空調設置） 5.2億円 

② 市民の健康づくりの推進 
 ◎（新） データヘルスによる地域包括ケアの推進 3,255万円 
    （医療・介護データの活用，多職種連携による重度化予防等） 

③ 地域協働によるまちづくりの推進 
 ◎（新） 子どもまちづくり事業（子ども主体のまちづくり活動に対する支援） 300万円 

 ◎（拡） 地域おこし協力隊の受入れ推進 （受入れ地区の拡大（倉橋地区）） 2,376万円 

（３） 『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』の実現に向けた取組 

（１） 「行財政改革」の着実な実践 
 
 将来都市像 『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』 の実現を下支えする持続可能な財政基盤
を確立するため，引き続き行財政改革に取り組む。 
 ① 「歳入の確保」 
  ・利用予定のない市有地の売却や公共施設の有効活用などにより財源を確保 
 ② 「歳出の抑制」 
  ・職員人件費の縮減，投資的事業の計画的執行，徹底した事務事業の見直し等 
 ③ 「将来負担の抑制」 
  ・建設地方債の計画的活用による市債残高の抑制，交付税措置のある有利な起債の活用 

その他の重要施策 
◇基隆市（台湾）との姉妹都市提携 1,173万円 

  ・姉妹都市提携，訪問団の相互派遣，スポーツイベントへの選手招聘等 

◇児童虐待防止対策の強化 2,089万円 

  ・要保護児童対策地域協議会の体制強化，休日夜間電話相談，ペアレントトレーニング講座等 

（当初予算ベース） （当初予算ベース） 

職員人件費（退職手当を除く） 

退職手当 

臨時財政対策債を除く市債 

臨時財政対策債 

 「若年層の定着 ～ 若者が集い，にぎわうまちづくり ～」を基本理念に据え，若年層をターゲッ
トとした「しごとづくり」「ひとづくり」「まちづくり」に特に力を入れることにより，呉市の特性（呉らし
さ）を活かした地方創生の更なる推進を図る。 
 

（ア） 日本遺産等を活用したにぎわいづくりの推進  
 「戦艦大和のふるさと」であるという呉市ならではの都市ブランドの更なる向上を図ることがで
きるよう，「日本近代化の躍動を体感できるまち」として認定を受けた日本遺産や，海軍ゆかりの
旧青山クラブ跡地を最大限に活用したにぎわいづくりを積極的に推進する。  
 
（イ） シティプロモーションの本格展開  
 より多くの人に「呉市を訪れてみたい」「呉市に住んでみたい」「呉市に住み続けたい」と感じて
いただくことができるよう，呉市の魅力を戦略的・効果的に発信するシティプロモーションを多角
的に展開する。  
 
（ウ） 呉らしさを活かした地方創生の更なる推進 
 
【基本目標１】 働きやすさの向上 （しごとづくり）  
 
 ① 若年層の雇用の創出 
   ・若者の地元定着，担い手の確保・育成 （企業立地の推進，福祉人材の確保・養成等） 
   ・６次産業化の推進 （産地育成・地産地消の推進等） 

 ② 選ばれる観光地づくりの推進 
   ・魅力ある資源の面的連携 （日本遺産を活用した呉の魅力発信等） 
   ・外国人向けの新たな観光戦略の展開 （台湾インバウンドの推進等） 

 ③ 市中心部の拠点性の向上 
   ・宝町地区のにぎわいの多極化 （呉市中心部回遊性向上機能の整備等） 
   ・呉駅前地区の活性化 （呉駅前地区の再整備の推進等） 

 ④ 呉らしさの戦略的・効果的な発信 
   ・認知度の向上，来訪促進 （シティプロモーションの推進等） 
 
【基本目標２】 育てやすさの向上 （ひとづくり） 
 
 ① 安心して子育てができる環境づくり （乳幼児等医療費助成の充実等） 

 ② 国内外に羽ばたく子どもたちの支援 （文化・スポーツ応援事業等） 

【基本目標３】 暮らしやすさの向上 （まちづくり） 

 ① 若年層の定住支援 （新婚・子育て世帯の定住支援等） 

 ② 医療・介護連携モデルの構築 （データヘルスによる地域包括ケアの推進等） 

（２） まち・ひと・しごと創生の実現に向けた取組の加速化 
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『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』
                        の実現に向けた取組



(1) 国の動向

(2) 地方財政を取り巻く環境

(3) 平成２９年度予算の規模

１　平成２９年度予算（案）の概要

(1) 経済・社会の現状  
● 日本経済の情勢をみると，景気は緩やかな回復基調が続いており，先行きについては， 
 雇用・所得環境の改善が続く中で，緩やかに回復していくことが期待される。  
  一方で，海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある。 
(2) 補正予算の編成  
● 28年度は，熊本地震関係経費など，数次にわたり補正予算を編成 
 第２次補正予算（28年10月11日成立）では，「未来への投資を実現する経済対策」として， 
 一億総活躍社会の実現の加速，21世紀型インフラ整備等に要する経費として4.5兆円を計上 
(3) 29年度の予算規模  
● 一般会計予算案は，「経済再生と財政健全化の両立を実現する予算」として，社会保障 
 関係費や新規国債発行額を抑制する一方，一億総活躍社会の実現や経済再生を始め， 
 成長と分配の好循環に向けた施策の推進等により，前年度を上回る過去最大の97.5兆円 
 （前年度比0.7兆円増，0.8％増） 

（単位：億円）

会計 29年度① 28年度② 比較①－② 伸率（％）

一般会計 980.8 980.2 0.6 0.1 

特別会計 643.1 638.2 4.9 0.8 

企業会計 264.5 257.0 7.5 2.9 

合計 1,888.4 1,875.4 13.0 0.7 

 一般会計は 980.8億円（前年度比 0.6億円増，0.1％増）。公債費や職員人件費等の減要因 
があるものの，呉市営プール整備，企業立地に対する助成金，扶助費（子ども・子育て支援給 
付金給付，心身障害者介護訓練等給付など）等の増により，28年度とほぼ同程度の予算規模 
となった。 

(1) 地方財政計画 
● 地方財政計画の規模は，社会保障の充実のほか，公共施設等適正管理の推進等に 
 より，前年度比 0.9兆円増の86.6兆円（1.0％増） 
  また，別枠の東日本大震災分は，前年度比 0.5兆円減の1.4兆円（28.1％減） 
(2) 地方税と地方交付税の動向 
● 地方税は，前年度比 0.4兆円増の39.1兆円（0.9％増） 
● 地方交付税は，地方税収の伸びや歳出特別枠の削減などにより，前年度比 0.4兆円 
 減の16.3兆円（2.2％減） 
※ 臨時財政対策債は，前年度比 0.3兆円増の4.0兆円（6.8％増）で，実質的な地方交付 
 税総額は前年度比 0.1兆円減の20.4兆円（0.6％減） 
(3) 地方財政の健全化 
● 臨時財政対策債の抑制や交付税特別会計借入金の着実な償還（0.4兆円）により， 
 地方長期債務残高を抑制 

 －1－



(4) 予算編成の基本的方針（ポイント）

 将来都市像 『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』 の実現を下支えする持続可能な財政基盤
を確立するため，引き続き行財政改革に取り組む。 
 ① 「歳入の確保」 
  ・利用予定のない市有地の売却や公共施設の有効活用などにより財源を確保 
 ② 「歳出の抑制」 
  ・職員人件費の縮減，投資的事業の計画的執行，徹底した事務事業の見直し等 
 ③ 「将来負担の抑制」 
  ・建設地方債の計画的活用による市債残高の抑制，交付税措置のある有利な起債の活用 

（１） 「行財政改革」の着実な実践 

 「若年層の定着 ～ 若者が集い，にぎわうまちづくり ～」を基本理念に据え，若年層をターゲッ
トとした「しごとづくり」「ひとづくり」「まちづくり」に特に力を入れることにより，呉市の特性（呉らし
さ）を活かした地方創生の更なる推進を図る。 
 
（ア） 日本遺産等を活用したにぎわいづくりの推進  
 「戦艦大和のふるさと」であるという呉市ならではの都市ブランドの更なる向上を図ることができ
るよう，「日本近代化の躍動を体感できるまち」として認定を受けた日本遺産や，海軍ゆかりの旧
青山クラブ跡地を最大限に活用したにぎわいづくりを積極的に推進する。  
 
（イ） シティプロモーションの本格展開  
 より多くの人に「呉市を訪れてみたい」「呉市に住んでみたい」「呉市に住み続けたい」と感じて
いただくことができるよう，呉市の魅力を戦略的・効果的に発信するシティプロモーションを多角
的に展開する。 
 
（ウ） 呉らしさを活かした地方創生の更なる推進  

【基本目標１】 働きやすさの向上 （しごとづくり）  

 ① 若年層の雇用の創出 
   ・若者の地元定着，担い手の確保・育成 （企業立地の推進，福祉人材の確保・養成等） 
   ・６次産業化の推進 （産地育成・地産地消の推進等） 
 ② 選ばれる観光地づくりの推進 
   ・魅力ある資源の面的連携 （日本遺産を活用した呉の魅力発信等） 
   ・外国人向けの新たな観光戦略の展開 （台湾インバウンドの推進等） 
 ③ 市中心部の拠点性の向上 
   ・宝町地区のにぎわいの多極化 （呉市中心部回遊性向上機能の整備等） 
   ・呉駅前地区の活性化 （呉駅前地区の再整備の推進等） 
 ④ 呉らしさの戦略的・効果的な発信 
   ・認知度の向上，来訪促進 （シティプロモーションの推進等） 

【基本目標２】 育てやすさの向上 （ひとづくり） 

 ① 安心して子育てができる環境づくり （乳幼児等医療費助成の充実等） 

 ② 国内外に羽ばたく子どもたちの支援 （文化・スポーツ応援事業等） 

【基本目標３】 暮らしやすさの向上 （まちづくり） 

 ① 若年層の定住支援 （新婚・子育て世帯の定住支援等） 

 ② 医療・介護連携モデルの構築 （データヘルスによる地域包括ケアの推進等） 

（２） まち・ひと・しごと創生の実現に向けた取組の加速化 
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重点戦略１ 「人づくり」 
① 未来を担う人材の育成 

 ◎（拡） 乳幼児等医療費助成の充実 （通院：就学前まで→小6まで，入院：小6まで→中3まで） 3.7億円 

 ◎（新） 文化・スポーツ応援事業 （優れた成績を収めた生徒への報奨金の交付） 325万円 

 ◎（拡） 小中学校普通教室への空調設備の設置 （小学校：実施設計，中学校：空調設置） 5.2億円 

② 市民の健康づくりの推進 

 ◎（新） データヘルスによる地域包括ケアの推進 3,255万円 

    （医療・介護データの活用，多職種連携による重度化予防等） 

③ 地域協働によるまちづくりの推進 

 ◎（新） 子どもまちづくり事業（子ども主体のまちづくり活動に対する支援） 300万円 
 ◎（拡） 地域おこし協力隊の受入れ推進 （受入れ地区の拡大（倉橋地区）） 2,376万円 

重点戦略２ 「地域づくり」 

④ 安全・安心な生活環境の確保 

 ・ （新） 中央公園のトイレ改修 （老朽化したトイレのバリアフリー改修等（4か所）） 4,100万円 

 ・ （新） 市営墓地の適正管理（無縁墓解消に向けた実態調査，あり方検討等） 784万円 

 ・ 道路整備事業 （横路１丁目白石線，横路４丁目白石線，大新開吉松線） 5.6億円 

⑤ 産業競争力の更なる強化 

 ◎（新） 日本遺産を活用した呉の魅力発信事業（情報発信，環境整備等）  5,693万円 

 ◎（新） 台湾インバウンドの推進 （情報発信，誘致活動，受入態勢整備等） 3,335万円 

 ◎（新） 呉産品の販路拡大支援（国内外物産展等出展支援，販路拡大セミナー等） 678万円 

 ◎（拡） 産地育成・地産地消の推進 （レモン産地力の強化等） 657万円 

 ◎（拡） 企業立地の推進（企業立地促進助成制度の拡充） 11.3億円 

 ◎（拡） 観光資源のブラッシュアップ（コテージかまがり，恵みの丘蒲刈等） 1.7億円 

      ※28年度補正予算1.3億円を含む 

⑥ 産業を支える人材の確保・育成 

 ◎呉の産業ＰＲ事業の推進（呉の産業・企業の魅力紹介等） 200万円 

（３） 『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』の実現に向けた取組 
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重点戦略３ 「都市づくり」 

⑦ 高次都市機能の強化・充実 

 ◎（新） 呉市中心部回遊性向上機能の整備 （旧青山クラブ等財産取得，基本計画策定等） 3.4億円 

 ◎（新） 呉駅前地区の再整備の推進 （基本計画策定） 1,000万円 

 ・ （拡） 拠点スポーツ施設の整備 15.0億円 

     （呉市営プール：25m屋内プール・子どもプールの整備等，呉市体育館：耐震補強・老朽改修 

     呉市総合スポーツセンター：野球場スコアボード改修） 

 ・ （新） コンビニ収納の導入 （市・県民税，固定資産税等） 2,688万円 

⑧ 魅力ある住生活環境の確保 

 ◎（新） 移住促進施設整備の支援 （シェアオフィス等の整備等に対する助成（豊町御手洗地区）） 330万円 

 ◎（新） ＤＩＹ型賃貸借の普及促進 150万円 

     （空き家バンク登録物件を借主がリフォームする費用に対する助成） 

 ◎（拡） 新婚・子育て世帯の定住支援 （中古住宅取得に対する助成（親世帯との近居加算）） 2,000万円 

 ◎（拡） 移住希望者の住宅取得支援 （中古住宅取得に対する助成（新婚・子育て世帯等加算）） 2,000万円 

 ◎（拡） シティプロモーションの推進 （戦略的・効果的な情報発信等） 4,600万円 

  【参考】 ◎を付した事業は，まち・ひと・しごと創生関連事業 

その他の重要施策 

◇基隆市（台湾）との姉妹都市提携 1,173万円 

  ・姉妹都市提携，訪問団の相互派遣，スポーツイベントへの選手招聘等 

◇児童虐待防止対策の強化 2,089万円 

  ・要保護児童対策地域協議会の体制強化，休日夜間電話相談，ペアレントトレーニング講座等 
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(5) 一般会計予算の特徴

【予算規模】

【職員人件費】

　※金額は当初予算ベース，職員数は各年度の4月1日時点の人数である。

 行財政改革の着実な実践により，職員を削減（39人）し，職員人件費を削減した 
（5.6億円減（退職手当は除く））。 

158.4  153.5  150.6  145.1  139.5  

16.0  16.4  16.2  13.6  17.3  

1,895  1,836  1,772  1,722  1,683  

0

500

1,000

1,500

2,000

0

50

100

150

200

250

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 

職員人件費（退職手当を除く） 退職手当 職員数 （億円） （人） 

 公債費や職員人件費等の減要因があるものの，呉市営プール整備，企業立地に 
対する助成金等の増により，0.6億円の増となり，28年度とほぼ同程度の予算規模 
となった。 

980.9  

1,043.5  

1,068.3  

980.2  980.8  

800

900

1,000

1,100

25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 （億円） 

0.6億円増 

・呉市営プール整備  10.4億円増 
・企業立地助成      6.4億円増 
・公債費           8.3億円減 
・職員人件費         5.6億円減 

職員人件費 
△5.6億円 

職員数△39人 
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【市債残高】

 ※市債残高は，各年度の当初予算編成時点における年度末残高見込額である。

 臨時財政対策債の残高は増加（20.0億円）するものの，投資的事業の計画的執行 
により，建設地方債等の残高が減少（54.4億円）し，その結果市債残高を大幅に縮減 
（34.4億円）した。 

935.5  895.4  894.0  
837.0  

782.6  

385.2  415.0  435.2  451.0  471.0  

1,320.7  1,310.4  1,329.2  1,288.0  1,253.6  

0

500

1,000

1,500

25年度末 26年度末 27年度末 28年度末 29年度末 

市債（臨時財政対策債を除く） 臨時財政対策債 市債合計 （億円） 

市債（臨時財政対策債を除く） 
54.4億円減 

【参考】今後５年間の財政見通し

（単位：億円）

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

市税 306 303 302 301 294

地方譲与税・交付金 54 54 54 62 64

地方交付税 212 210 209 195 195

国・県支出金 196 197 213 197 197

繰入金 18 0 0 0 0

うち財調・減債繰入金 17 0 0 0 0

市債 94 122 115 81 78

その他 101 96 95 101 99

981 982 988 937 927

義務的経費 547 542 542 539 538

人件費 184 181 177 179 177

扶助費 225 227 228 229 233

公債費 138 134 137 131 128

投資的経費 98 129 126 71 65

普通建設事業 97 128 125 70 64

災害復旧費 1 1 1 1 1

その他 336 328 337 341 343

981 999 1,005 951 946

0 △ 17 △ 17 △ 14 △ 19

※ 端数処理の関係で，合計が一致しない場合がある。 .

財政収支（歳入－歳出）

区　　　分

歳
入

合　　　計

歳
出

合　　　計

平成29年度予算をベースとして，社会経済情勢，各種制度改正，過去の増減率等を加

味し，各項目ごとの積算により推計した。なお，収支不足額については，引き続き，行

財政改革に取り組み，解消に努めていく。
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(6) 一般会計の主な歳入・歳出の状況

【歳入】 （単位：百万円，％）

市税

地方譲与税・交付金

地方交付税

国庫支出金

財産収入

繰入金

市債

その他の歳入

【歳入の主な増減内訳】 （単位：百万円，％）

市税

地方譲与税・交付金

地方交付税

国庫支出金

財産収入

繰入金

市債

その他の歳入
64.4 296            

東畑中学校建設 -               359            △359 皆減

200 皆増

1,207.9 

2               △98.2 

21,970        

△609 
△688 

皆増

△0.4 

△3.5 

1,519         

343            

△129 

-               
9,448         

364.5 1,057 
1,319 

532            1,287 241.9 
500            1,000 

1,819         

△820 

150 
2,389         

16.2 

△770 

50 
△297 
△335 335            

1.2 

14,796        

1,170         

19,920       

114            

180            

1,500         

19,100       

290            
8,129         

266            

2,269         △120 

△4.1 
2.4 

△2.1 

21,200        

2,050         
14,211        

4,585         

△5.0 

116 
△54 

459 

14,850        

△112 

38             

△2.1 

△45.3 

31.4 30,786        

△3.5 

△0.5 

△9.8 

△688 

1,287 

1,319 

28年度　Ｂ 比較
Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ構成比金額

14.5 

1.5 

98,080        

1,819         

14,850        

普通交付税

11,690       △126 

△590 

2,100         

241.9 

16.2 

 29年度　Ａ  28年度　Ｂ
比較

-               

15.3 

0.5 532            

11,564       

21,970        

Ａ－Ｂ
△145 

△54 

62 

561            

12,667       

△0.4 

法人市民税

土地売払収入

14,211        

0.8 1,519         

200.0 
減債基金繰入金 200            

臨時福祉給付金等給付
13,914        

12,817       
5,431         
4,057         

9,448         

14,796        

※各項目で四捨五入をしているため，合計と一致しない場合がある。

合計 98,018        

地方消費税交付金

△1.1 

△9.8 
△11.5 

0.1 

△590 

100.0 

13,914        

1.9 

9.6 

15.1 

100.0 

8.3 8,129         

831            

△145 

5.5 

21.6 

14.2 △297 

31.3 

△770 

6.1 

22.4 

6,021         

区分
金額

5,431         

21,200        

29年度　Ａ
構成比

30,641        

皆減

地域医療介護総合確保（県支出金）

古新開区画整理事業清算金

△52.1 
△45.3 

△22.4 財産貸付収入

110 

固定資産税

個人市民税

Ａ／Ｂ
区分

特別交付税

△528 

30,641        30,786        

6,021         

△0.5 

59.8 子ども・子育て支援給付金給付 449            

子育て支援対策臨時交付金（県支出金） 110            -               

財政調整基金繰入金

小中学校空調設備整備 497            

831            

△13.0 

観光施設整備 330            18             312 1,733.3 

社会体育施設整備

△77 

1,347         

私立保育所負担金 860            989            
281            168 
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【歳出：目的別】
（単位：百万円，％）

総務費

民生費

衛生費

商工費

土木費

教育費

公債費

諸支出金

その他の歳出

【歳出：目的別の主な増減内訳】
（単位：百万円，％）

総務費

民生費

衛生費

商工費

土木費

教育費

公債費

諸支出金

※職員人件費を除く。

1.1 6.8 

2.3 

8,809         

16.4 

9.5 

1,791         

△335 皆減

市役所本庁舎等整備

6,959         

322 

0.9 314 

72.7 

△1,149 9.0 

△3.8 

443            

△314 

△128 △7.1 

東畑中学校建設 -               530            

企業立地条例助成

皆増
1,129         

△23.1 

13,762        △826 

△160 △7.2 

△513 △3.9 
1,046         1,360         

13,229       

収集車両等整備

古新開土地区画整理

利子

49.3 151 

69.0 

7,901         919 11.6 

皆減
△5.7 

70             
△34.0 
△42.9 △30 

347.8 299            

△530 

1,040 

△131 

14,588        

△50.7 
△279 

479 

382            △227 

16.4 

△13.0 

132.8 

皆減

279            
465            

485            

24             
935 
644 

1,339         

△24 
6,649         

呉市営プール等整備

阿賀マリノポリス地区整備

155            

944            
-               

-               

幸町地区観光交流拠点整備

臨時福祉給付金等給付
社会福祉施設等整備助成
子ども・子育て支援給付金給付

2.1 

6,590         6.7 

765            

1,663         

8,820         

 29年度　Ａ  28年度　Ｂ

9,341         2.4 

比較

36,200        

△59.4 

△479 
皆減

△826 

2,230         

△5.7 

△160 

Ａ／Ｂ

△13.0 

△7.2 

Ａ－Ｂ

306            
35,886        

439 

12,716       

クリーンセンターくれ管理運営
△3.8 △267 

1,075         

0.1 

224 

6,692         

100.0 

636            

13,762        14.0 14,588        

※各項目で四捨五入をしているため，合計と一致しない場合がある。

62 合計 98,080        

2,070         

6,662         

935 

919 8.1 

72 

-               335            

Ａ／Ｂ

14.9 

6.8 6,959         7.1 

7.8 

5,714         

36,200        

11.6 

△267 

7,660         

36.9 35,886        

5.8 

36.6 

2.4 

314 

224 

Ａ－Ｂ

0.9 

9,565         9.8 9,341         

構成比

6,649         6.8 

区分

下水道事業会計建設改良費出資金
水道事業会計建設改良費出資金

2,230         2,070         
254            
40             

385            

336            

100.0 

8,809         △1,149 7,660         

5,714         

9,565         
457            

-               336 

8,820         9.0 

98,018        

7,901         

6,692         

29年度　Ａ 28年度　Ｂ

横路４丁目白石線整備

区分
金額 金額 構成比

比較

519            40             1,197.5 小中学校空調設備整備

元金

新広駅整備 -               175            △175 皆減

呉市体育館改修 136            28             108 385.7 
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【歳出：性質別】
（単位：百万円，％）

義務的経費

人件費

扶助費

公債費

投資的経費

普通建設事業

災害復旧費

その他の経費

【歳出：性質別の主な増減内訳】
（単位：百万円，％）

人件費

扶助費

公債費

投資的経費

その他の経費

378 

Ａ／Ｂ

△0.5 

450 2.0 

△826 △5.7 

8.5 

8.5 

企業立地条例助成 1,129         485            644 132.8 

49.3 

幸町地区観光交流拠点整備 336            

比較

社会福祉施設等整備助成

26.4 

72.9 

1,197.5 
347.8 

336 

呉市体育館改修 136            28             108 385.7 
市役所本庁舎等整備

小中学校空調設備整備 519            

27.9 

高等学校施設耐震化 -               157            △157 

皆増

阿賀マリノポリス地区整備 465            

764            442            

△50.7 

△7.4 

8.5 

△5.7 

Ａ－Ｂ

△3.9 

232            △212 

1,360         

-               

22,059        

1,040 

300 

306            151 

△314 1,046         

1,339         299            

13,762        14,588        

763 

△513 

私立保育所運営委託

4,195         3,895         

2,565         
乳幼児等医療扶助 354            

2,771         

△479 

臨時福祉給付金等給付 -               249            △249 

479 

457            

944            

322 

33,619        

呉市営プール等整備
8,993         

利子

合計

元金 12,716       

22,509        

職員人件費（退職手当を除く。）

心身障害者介護訓練等給付
子ども・子育て支援給付金給付

△0.8 18,578        △144 

100.0 

40             

9,756         

1,075         636            

13,229       

△206 

Ａ－Ｂ

0.0 

14.9 

439 

※各項目で四捨五入をしているため，合計と一致しない場合がある。

区分

100.0 

13,950       

62 98,018        0.1 

763 

9.2 

△181 

比較

22.5 

△0.9 

△144 △0.8 

280            74 

19.0 

9.1 

763 

33,619        34.3 33,800        34.4 

9,716         9.9 8,953         

40             0.0 40             

22,509        23.0 22,059        

14.0 

8,993         

14,588        

9,756         9.9 

13,762        

54,705        55,225        △520 55.8 

33,800        

△91.4 商業施設等活性化推進 20             

2.0 

0.0 0 

98,080        

構成比

 29年度　Ａ  28年度　Ｂ

18,434        

450 

△560 
1,357         

14,510       
退職手当（61人→81人） 1,735         

△3.9 

Ａ／Ｂ

皆減
△181 

皆減
△0.5 

△23.1 

69.0 
7.7 

△826 

18,578        

56.4 

区分
29年度　Ａ 28年度　Ｂ

18,434        18.8 

金額 構成比 金額

古新開土地区画整理 -               279            △279 皆減

クリーンセンターくれ管理運営 1,663         1,791         △128 △7.1 
下水道事業会計建設改良費出資金 254            385            △131 △34.0 

横路４丁目白石線整備 155            382            △227 △59.4 

東畑中学校建設 -               530            △530 皆減

－9－



(7) 特別会計・企業会計の概要

【特別会計】
（単位：百万円，％）

【企業会計】
（単位：百万円，％）

工業用水道事業 1,344        1,200        144 12.0 ・建設改良費　127増

・給与費　51減

・市債元金　1,380増
・市債利子  23減

△177 

Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ
28年度 Ｂ

比較

30,475      947 3.1 

754 

下水道事業

10,354      

1,357 

△1.2 ・建設改良費　122減

△53 

・建設改良費　807増

 病院事業

2.9 

13,923      13,138      

 水道事業

6.0 

合計 26,454      25,700      

1.4 

785 

29年度 Ａ

 介護保険事業
　（保険勘定）

66.4 

126 

1.6 23,232      

361          487          

10,476      

31,422      

3,534        

23,611      

3,402        

833          886          

2,045        

28年度 Ｂ

372          △2,167 

区分 29年度 Ａ

 国民健康保険事業
　（事業勘定）

後期高齢者医療事業

集落排水事業

379 

 内陸土地造成事業

合計

主な増減理由

・保険料徴収事業　460増

・広域連合納付金　198減

・地域支援事業費　316増
・保険給付費　61増

・施設建設事業　112増

3,711        △4.8 

34.9 

2,539        △85.3 

主な増減理由
Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

△6.0 

21 

△122 

63,820      

・苗代工業団地造成　1,740減
・安浦駅北地区住宅用地造成
　　427減

その他の特別会計

臨海土地造成事業

1,457        

486 

区分
比較

0.8 64,306      

1,478        
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　主要事業一覧表

ページ

【拡】  　乳幼児等医療費助成の充実 13

【新】  　文化・スポーツ応援事業 14

【拡】  　小中学校普通教室への空調設備の設置 15

【新】 　データヘルスによる地域包括ケアの推進 16

【新】 　子どもまちづくり事業 17

【拡】  　地域おこし協力隊の受入れ推進 18

【新】  　中央公園のトイレ改修 19

【新】  　市営墓地の適正管理 20

 　道路整備事業 21

【新】  　日本遺産を活用した呉の魅力発信事業 22

【新】  　台湾インバウンドの推進 23

【新】  　呉産品の販路拡大支援 24

【拡】  　産地育成・地産地消の推進 25

【拡】  　企業立地の推進 26

【拡】  　観光資源のブラッシュアップ 27

 　呉の産業ＰＲ事業の推進 28

 ２　『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』の実現に向けた取組

区分・事業名

①未来を担う人材の育成

重点戦略１　人づくり

重点戦略２　地域づくり

④ 安全・安心な生活環境の確保

③地域協働によるまちづくりの推進

⑥産業を支える人材の確保・育成

②市民の健康づくりの推進

⑤産業競争力の更なる強化
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ページ区分・事業名

【新】  　呉市中心部回遊性向上機能の整備 29

【新】  　呉駅前地区の再整備の推進 30

【拡】  　拠点スポーツ施設の整備 31

【新】  　コンビニ収納の導入 32

【新】  　移住促進施設整備の支援 33

【新】  　ＤＩＹ型賃貸借の普及促進 34

【拡】  　新婚・子育て世帯の定住支援 35

【拡】  　移住希望者の住宅取得支援 36

【拡】  　シティプロモーションの推進 37

【新】 　基隆市（台湾）との姉妹都市提携 38

【拡】 　児童虐待防止対策の強化 39

その他の重要施策

⑧魅力ある住生活環境の確保

⑦高次都市機能の強化・充実

重点戦略３　都市づくり
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主要事業の概要 



地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 374,458 千円
※（　）内は28年度予算 （単位：千円）

(294,603)
286,148

(0)
88,310

(294,603)
374,458

88,310

【拡充】 乳幼児等医療費助成の充実
人づくり

未来を担う人材の育成

【担当課】福祉保健部 子育て支援課

助成対象
 通院：就学前まで
 入院：小学校６年生まで

助成対象の拡大(平成29年10月～)
 通院：小学校１～６年生
 入院：中学校１～３年生

実　施　年　度
事　業　内　容

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他

　子どもの医療費助成について，現在，通院は県制度に準拠し就学前まで，入院は市独自で小学校修了
まで助成対象を拡大して実施している。
　一方，昨今の少子高齢化の更なる進展に伴い，子育て支援の多様な取組が求められるなかで，子育て
世帯のニーズに応じた経済的支援策の推進が必要となってきている。
　ついては，安心して子育てができる環境づくりを行い，次代の社会を担う子どもたちの健やかな成長を
支援することを目的とし，医療費の助成対象をさらに拡大する。

区　分

乳幼児等医療費の
助成（従来分）

(152,256)
148,488

(0)

一般財源

合　　計
(142,287) (60)

医療費の助成(従来分)
(142,287) (60)
137,600 60

【拡】
医療費の助成(拡充分)

育てやすさの向上（ひとづくり）

【拡】
乳幼児等医療費の
助成（拡充分）

(152,256)
137,600 60 236,798

   子育てに係る経済的負担の軽減 

       子育てしやすい環境づくり 

通院 
拡充 現行 

拡充 現行 入院 

０歳児～就学前 小学校１年生～小学校６年生 

施策推進のイメージ 

中学校１年生～中学校３年生 

一部負担金：５００円／日 

  通院４日／月まで 

  入院１４日／月まで 

   ＊以降は無料 

乳幼児等医療費助成対象年齢の引き上げ 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 3,250 千円
（単位：千円）

1,250

2,000

3,250

1,250

一般財源
区　　分 事業費

財源内訳
その他

文化・スポーツ応援
事業

国・県 市債

合　　計

人づくり
【新規】 文化・スポーツ応援事業

未来を担う人材の育成

【担当課】教育部　学校安全課

育てやすさの向上（ひとづくり）

　文化・教育及びスポーツの分野において，優れた呉の子どもたちが，将来的に世界レベルの大き
な舞台で活躍する夢を持ち，志を持って努力していく姿は，その後に続く子どもたちの憧れとな
り，郷土愛の育成や呉市の活性化につながる。
　そこで，全国規模の大会等において優れた成績を収めた個人及び団体に対して，実績を讃えると
ともに，報奨金を交付し，将来の夢の実現に向けた支援を行う。

報奨金の交付
[中学生]

報奨金の交付
[高校生]

実　施　年　度
事　業　内　容

全国大会等で特に顕著な成績を収めた個人
及び団体に報奨金を交付する。
【交付対象】
・全国１位等の優れた成績を収めた，呉市
　在住の中学生･高校生（呉市に住民票が
　あり，居住実態のある生徒）
【報奨金額】
・中学生 個人:５万円×５人
　　　　 団体:上限20万円×５団体
・高校生 個人:10万円×５人
　　　　 団体:上限30万円×５団体

区　分

3,250

2,000

施策推進のイメージ 

呉市から将来世界レベルで活躍する人材を輩出 

郷土を誇りに努力を継続 
 

 

【将来の夢の実現に向けた活動の支援（報奨金）】 

対象者（団体）の集約・決定 
 

全国規模の大会等で特に顕著な成績を収め，将来への強い志を抱く呉の中学生・高校生 

＜文化・スポーツ応援事業＞ 

【中学生】   個人： ５０,０００円   団体：２００,０００円 

【高校生】   個人：１００,０００円   団体：３００,０００円 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　　　【関係法令等】

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 519,000 千円
※（　）内は28年度予算 （単位：千円）

(40,000)

460,000

(0)

59,000

(40,000)

519,000

○全体事業費（平成28～30年度）　　1,550,000千円

合　　計
(38,200) (1,800)

22,200496,800

実　施　年　度
事　業　内　容

２５校の普通教室　２０６教室

３６校の普通教室　４３７教室

56,300

実施設計

空調設置

2,700

【拡充】
小中学校普通教室への空調設備の
設置 未来を担う人材の育成

【担当課】教育部　学校施設課

小学校空調設備
実施設計

(0)

区　分

中学校への空調
設備の設置

市債 一般財源国・県 その他

(0)

(1,800)

19,500

人づくり

空調設置

　学校は児童生徒等が一日の大半を過ごす学習・生活の場であり，文部科学省の学校環境衛生基準
では，児童生徒等に生理的・心理的に負担をかけない，最も学習に望ましい教室の室温は，夏期は
２５～２８℃程度とされている。
　近年の地球温暖化の影響により，呉市の気温も上昇傾向にあり，真夏日（最高気温３０℃以上）
の日数も増加し，平成２６年度に実施した普通教室の室温調査では，夏場の教室の室温は２８℃を
超えていた。
　このため，暑さ対策として，全ての小中学校の普通教室(通常学級・特別支援学級)に空調設備を
設置する。

育てやすさの向上（ひとづくり)

学校教育法，学校保健安全法，学校環境衛生基準

小学校への空調
設備の設置

区　　分 事業費

中学校空調設備
の設置

(38,200)

440,500

財源内訳

施策推進のイメージ 

健康を保持して学習することのできる教育環境の確保 

暑さ対策が必要 

全ての普通教室に 
空調設備を設置 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 32,548 千円
（単位：千円）

1,828

4,020

26,700

32,548

8,85913,596

　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには，医療と介護が連携し，包括
的・継続的にサービスを提供する体制が必要となる。そこで，医療と介護のデータをリンクさせ,
疾病と要介護度の関連を分析し,重度化予防に効果的な事業を多職種の連携によって実施すること
で，高齢者の生活の質の向上や健康寿命の延伸と併せて医療費及び介護給付費の抑制を図る。

区　分

データヘルスによる
地域包括ケアの推進

13,236

保健事業支援
システムの運用

区　　分

レセプトデータ処理，
対象者抽出，効果分析

5,314

システム改修，関連機器整備

データベース構築・活用・効果検証

在宅医療介護連携推進員等による
高度ケースマネージメントの実施

4,245

事　業　内　容

事業費
国・県 市債

実　施　年　度

13,998

保健事業支援
システムの改修等

合　　計

保健事業支援システム
改修，関連機器整備

人づくり
【新規】

データヘルスによる
地域包括ケアの推進 市民の健康づくりの推進

【担当課】福祉保健部　福祉保健課
　　　　　　　　　　　保険年金課
　　　　　　　　　　　介護保険課

暮らしやすさの向上（まちづくり）

一般財源

4,020

402 357

その他
財源内訳

在宅医療介護連携推進
員等による高度ケース
マネージメントの実施 1,069

施策推進のイメージ 

後期高齢者医療

レセプトデータ

+

介護保険データ

データベース

課題の分析

事業の企画

PLAN(計画)

対象者抽出

実施

DO(実施)

効果の確認

CHECK(検証)

事業の改善

ACT(改善)

被保険者・高齢者診療所・病院

薬局 保健センター

訪問看護ステーション

在宅医療介護連携推進員

多職種連携
相談

訪問指導

〈高度ケースマネージメント〉

○疾病の再発・重症化予防

○重複頻回受診者への訪問指導

○多剤投与者への服薬指導

○入退院を繰り返す者等への訪問指導

多職種連携による地域包括ケアのイメージ
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 3,000 千円
（単位：千円）

3,000

3,000
合　　計

3,000

子どもまちづくり事業
交付金 3,000

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

子どもまちづくり事業

子どもが主体となって企画・実施する
まちづくり活動に対する助成
上限：1事業10万円
◆10万円 × 30件 ＝ 300万円

【担当課】市民部　地域協働課

　高齢化に伴うまちづくりの担い手不足が課題となっており，次世代のまちづくりを担う子どもた
ちの育成を図るための長期的な取組が重要である。
　しかし，従来から行われてきた祭り等，大人と一体となり地域の文化や歴史を体験・継承する機
会が減少しており，地域行事においても，子どもを「客」でなく「主体」とするものは少ない。
　このことから，子どもたちが主体となり，地域の大人と一体で取り組むまちづくり活動を支援す
ることにより，子どもたちの郷土愛と協働意識を育み，地域の将来を担う人材の育成を図る。

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

暮らしやすさの向上（まちづくり）

【新規】 子どもまちづくり事業
人づくり

地域協働によるまちづくりの推進

施策推進のイメージ 

事業企画 

【子ども】 

意見交換 

【まちづくり委員会等】 

呉 市 
（交付金） 

事業提案・プレゼン 

採 択 

申請 交付 

提案事業の実施 

「子どもが主体となる事業」を実施し， 
 まちづくりの「楽しさ」や「必要性」を体験 

 

 

郷土愛の醸成 
 
 

 

次世代の地域活動の担い手へ 

子どもが主体となり 
地域の大人と一緒に 
事業を実施  
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　　　【関係法令等】

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 23,760 千円
※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(16,688)

23,760

(16,688)

23,760

【新】倉橋地区　２名

暮らしやすさの向上（まちづくり）

地域おこし協力隊推進要綱，ゆめづくり地域協働プログラム

下蒲刈地区，豊地区　各１名

蒲刈地区，豊浜地区　各１名

(16,648)

【拡充】 地域おこし協力隊の受入れ推進
人づくり

地域協働によるまちづくりの推進

【担当課】市民部　地域協働課

　人口減少・少子高齢化の進展が著しい過疎地域（下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊・倉橋地区）におい
て，担い手の減少に伴う地域の活力低下が懸念されている。
　このため，地域の住民や団体，事業者などと一緒になって，特色ある資源（自然，歴史，文
化，農水産物などの特産品等）を活かした地域の活性化や，地域課題の解決に取り組む意欲のあ
る三大都市圏等の住民を「地域おこし協力隊員」として受け入れ，新たな視点や若い世代の行動
力に基づく地域力の向上を図る。

区　分
実　施　年　度

事　業　内　容

地域おこし協力隊
の受入

23,712

地域おこし協力隊
の活動等経費

(40) (16,648)

合　　計

一般財源

23,712

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債

48

(40)

その他

48

施策推進のイメージ 

定住・起業等 

住 
民 
票 

呉 市 

 

サポート 

 

  募集 

・嘱託職員として委嘱 
・地域協力活動，定住・ 
 定着への総合的な 
 サポート  

地域おこし協力隊員による地域協力活動 

コミュニティ活動支援 農水産業への従事 特産品開発，販売促進 地域情報の発信 等 

活動終了後 

活動地域での 
  

起 業・就 労・定 住 

三大都市圏等 
の住民を募集 

定住・起業等 

定住・起業等 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 41,000 千円
（単位：千円）

41,000

41,000

実　施　年　度

合　　計
15,000 13,500 12,500

中央公園の
トイレ改修 15,000 13,500 12,500

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

【担当課】土木部　土木維持課

　中央公園に設置している公衆トイレは，その多くが設置後おおむね３０年を経過し老朽化して
いる。
　市の中心部である当該箇所は，みなと祭り，食の祭典などの大きなイベントが多数開催され，
観光客や市民でにぎわう場所であり，利用者も多いことからトイレのバリアフリー改修等を実施
し，安全で快適な公園の利用環境の整備を行う。

区　分 事　業　内　容

中央公園の
トイレ改修

１ブロック，３ブロック，
６ブロック（左岸），８ブロック
のトイレ改修

－

【新規】 中央公園のトイレ改修
地域づくり

安全・安心な生活環境の確保

施策推進のイメージ 

呉市役所 

8ﾌﾞﾛｯｸ 

6ﾌﾞﾛｯｸ(左岸) 

3ﾌﾞﾛｯｸ 

1ﾌﾞﾛｯｸ 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 7,837 千円
（単位：千円）

3,000

4,837

7,837

事　業　内　容

墓地調査員による墓地の現地調査・墓地使用者
の実態調査を実施

実　施　年　度

市営墓地の適正化

合　　計
7,82314

区　分

無縁墓の調査

市営墓地のあり方の
検討

墓地調査員による実
態調査

市営墓地のあり方の
検討

市営墓地の現在・将来における課題に対応した
市営墓地のあり方を検討し，管理・運営方針を
決定

市営墓地の管理・運営方針に基づき既存墓地の
縮小化等を推進

地域づくり

14 4,823

【新規】 市営墓地の適正管理
安全・安心な生活環境の確保

【担当課】環境部　環境政策課

－

　市営墓地は，戦前に山あいの谷間や急傾斜地に造成されたものが多く，老朽化が進行している。
また，Ｈ２８年６月の集中豪雨では自然崖，コンクリート擁壁や石垣等が崩壊し，多くの墓石等に
損傷を与えた。更に，少子高齢化社会の進展に伴い，墓守をする人のいない無縁墓の増加など市営
墓地の適正管理を行うことが困難となっている。
　このため，無縁状態となっている墓を解消しながら，今後の市営墓地のあり方を検討し，管理・
運営方針を定めた上で，市営墓地の縮小化等を行い，適正に管理していく。

区　　分 事業費
国・県 その他

財源内訳
市債

3,000

一般財源

施策推進のイメージ 

  市営墓地のあり方 

  の検討 

 
市営墓地の適正管理が困難 

 
市営墓地の適正管理 

 
（市営墓地の縮小化等） 

 
・災害による被害 
・イノシシによる被害 
・無縁墓の発生 

   墓地調査員による 

   無縁墓の調査 

 
市営墓地の管理・運営方針を決定 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　【関係法令等】　都市計画法等

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 564,900 千円
※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(382,000)
154,500
(245,000)
256,600
(7,000)

153,800
(634,000)
564,900

○全体事業費

横路１丁目白石線  １６億円

合　　計
(328,735) (242,000) (63,265)
296,670 218,300 49,930

大新開吉松線
用地取得，物件補償等

(126,885) (93,400) (24,715)
136,950 100,800 18,850

横路４丁目白石線
用地取得，物件補償等

(201,850) (148,600) (31,550)
78,320 57,600 18,580

横路１丁目白石線
用地測量等

(0) (0) (7,000)
81,400 59,900 12,500

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

大新開吉松線 延長＝４２５ｍ，幅員＝１５ｍ

横路１丁目白石線 延長＝５６０ｍ，幅員＝１５ｍ

区　分 事　業　内　容

横路４丁目白石線　１１億円，大新開吉松線　１２億円，

横路４丁目白石線 延長＝４２６ｍ，幅員＝１８ｍ

　各路線は，広地区の都市計画道路として位置付けられており，平成１７年３月に廃止された広
駅前区画整理事業に代わり，広地区の主要道路を整備するものである。現状は，歩道もなく車両
のすれ違いが困難な道路であるため，道路拡幅及び両側歩道の設置を行うことにより，安全・安
心な生活環境の確保を図る。

実　施　年　度

－

道路整備事業
地域づくり

安全・安心な生活環境の確保

【担当課】土木部　土木整備課

大新開吉松線 

横路１丁目白石線 

施策推進のイメージ 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 56,928 千円
（単位：千円）

1,346

46,100

9,482

56,928

　　　 【担当課】企画部　企画課，産業部　海事歴史科学館学芸課

　　　　　　　　 観光振興課，農林水産課，土木部　土木維持課

　　　　　　　　 文化スポーツ部　文化振興課

合　　計
56,928

日本遺産魅力発信事業
（呉市独自事業） 9,482

観光客受入環境整備事
業（ソフト） 1,346

観光客受入環境整備事
業（ハード） 46,100

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

日本遺産魅力発信事業
（呉市独自事業）

日本遺産ＰＲ素材の作成，協議会運営負
担金等

観光客受入環境整備事
業（呉市独自事業）

観光アドバイザーの活用，文化団体交流
事業等（ソフト）

入船山記念館，美術館通り等の整備，
観光案内板の整備等（ハード）

日本遺産魅力発信推進
事業（四市連携事業）

情報発信，ガイド養成・交流，スタンプ
ラリーの実施，四市共通案内板の整備等

　平成２８年４月の日本遺産認定を受け，旧軍港四市（横須賀市・呉市・佐世保市・舞鶴市）で
は，文化庁の補助事業である「日本遺産魅力発信推進事業」を活用し，普及啓発・情報発信事業
等を実施し，交流人口の拡大，都市連携のさらなる強化・都市ブランド化の推進を図っている。
　四市連携事業と並行し，地域活性化・観光誘客に向けた呉市独自の取組を実施することで，呉
の魅力の発信・創造・継承を目指す。具体的には，情報発信に加え，観光客受入環境整備として
公園・街路樹・案内板の整備等を計画的に推進するとともに，人材育成・交流連携に資する事業
の実施により，まちの魅力向上・誘客促進を図る。

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

働きやすさの向上（しごとづくり）

【新規】
日本遺産を活用した呉の魅力
発信事業

地域づくり

産業競争力の更なる強化

 

  

       

施策推進のイメージ 

日本遺産を活用した地域活性化に向けた取組 

【平成２９年度の取組】 

「情報発信・人材育成事業」「普及啓発事業」
「公開活用のための整備に係る事業」 

「観光客受入環境整備事業（ソフト）」 

例） 観光アドバイザーの活用，文化団体交流事業等 

【四市連携事業（文化庁補助）】 

    「日本遺産魅力発信推進事業」 

 「日本遺産を活用した呉の魅力発信事業」 

～  魅力の発信・創造・継承 ～ 

「観光客受入環境整備事業（ハード）」 

例） 入船山記念館，美術館通り等の整備，観光案内 
板の整備等  

■「日本遺産のまち 呉」の持続・発展 

観光誘客→地域活性化・にぎわいのあるまちづくり 

「日本遺産魅力発信事業」等 

例） 日本遺産ＰＲ素材の作成，協議会運営負担金等 

例） 情報発信，ガイド養成・交流，スタンプラリー， 
ファムトリップ(※)の実施，四市共通案内板の整備等 
 ※旅行商品造成のための旅行エージェント等の招聘 

【呉市独自事業】 

   ～  横須賀・呉・佐世保・舞鶴   ～ 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 33,350 千円
（単位：千円）

20,000

13,350

33,350

　　海事歴史科学館学芸課

観光アドバイザー

・大和ミュージアム：
　　多言語音声ガイド導入，トイレ改修
・入船山記念館：館内表示の多言語化，
　　公衆無線LAN整備，トイレ改修

働きやすさの向上（しごとづくり）

【新規】 台湾インバウンドの推進
地域づくり

産業競争力の更なる強化

【担当課】産業部　観光振興課

・現地旅行会社へのセールス
・国際観光展でのＰＲ，ブロガーツアー等

　アジアで最も親日と言われる台湾に対し，呉地域（呉市・江田島市・熊野町・坂町）の行政・宿
泊事業者・観光関連事業者などが官民一体となって，特色ある観光素材を活用した情報発信や営業
活動を行うとともに，外国人観光客の受入態勢の整備を進め，地方創生の起爆剤として新たなにぎ
わいづくりに結び付ける。

区　分
実　施　年　度

事　業　内　容

情報発信

・台湾に精通した有識者による
　総合的なプロデュース

・ホームページ開設・アプリ配信
・雑誌広告等

マーケティング

誘致活動

・アンケート・呉地域の状況調査
・健康ツーリズムの検討，取組方針の策定

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

受入態勢整備
（大和ミュージアム
　・入船山記念館）

観光アドバイザー・
情報発信等 10,000 10,000

受入態勢整備
13,350

合　　計
10,000 23,350

【受入態勢整備】 
○多言語音声ガイド 

○公衆無線LAN 

○洋式トイレ等 

呉地域観光 
連絡協議会 

呉・江田島 
熊野・坂 

宿泊事業者 

観光事業者 

呉地域 

施策推進のイメージ 
【情報発信】 
○ホームページ・アプリ等 

【誘致活動】 
○アドバイザーを活用 

 した効果的な営業ＰＲ 

台 湾 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 6,782 千円
（単位：千円）

5,000

1,782

6,782
合　　計

2,891 3,891

海外での販路拡大支援
891 891

国内での販路拡大支援
2,000 3,000

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

海外での販路拡大支援 ・台湾物産展等出展，市職員同行営業

【担当課】産業部  商工振興課

　本市では，意欲のある事業者が販路拡大に向けてイベント販売を行っているが，商品力はあるも
ののアピール力不足のため，継続的な取引に繋がりづらいといった課題を抱えている。
　そこで，呉産品の更なる販路拡大に向け，行政が事業者と連携し，継続取引に繋がる効果的な物
産展や商談会に対して出展助成や市職員の同行営業などの支援を行うことで，アピール力や信用力
を強化し，新たな販路拡大に結びつけるとともに，実践的なセミナーの開催を通じて，競争力の向
上を図る。
　また，今後は人口減少に伴う国内消費の減少が予測され，海外販路の開拓が急務である。
　そうした中，台湾からのインバウンドと併せて，海外での日本物産展への出展助成等を通じて複
数の呉産品を一斉にアピールし，知名度の向上と市内産業の活性化を図る。

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

国内での販路拡大支援
・県外物産展等出展，市職員同行営業
・市内事業者向けセミナーの開催
・呉産農水産品の販売促進

働きやすさの向上（しごとづくり）

【新規】 呉産品の販路拡大支援
地域づくり

産業競争力の更なる強化
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地方創生事業

重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

【担当課】産業部　農林水産課

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算　　6,570 千円

(0)
2,000 
(969)
970 

(10,000)
100 
(500)
500 

(3,400)
3,000 

(14,869)

6,570 
合　　計

(5,700) (2,000) (7,169)

1,300 3,000 2,270 

呉市産酒米増産事業
(5,000) (5,000)

50 50 

農水産品のＰＲ事業
(500) (0)
250 250 

【新】レモン産地力強化
事業

(0) (0) (0)
1,000 1,000 0 

970 

農山村生産流通等改善
事業ほかその他事業

(200) (2,000) (1,200)
0 2,000 1,000 

※（　）内は28年度当初予算　　　（単位：千円）

広カンラン栽培促進
事業

(969)

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債

広カンラン栽培促進
事業

農水産品のＰＲ事業
呉市を代表する農水産品のＰＲ
（東京浅草まるごとにっぽんでのＰＲ活動）

その他 一般財源

【対象】流通体制強化，増産対策，早期成園化対策
【助成】資材・肥料（補助率1/2），大苗（補助率1/5)

【対象】農業の生産性の向上，流通の改善等
【助成】事業費の1/3以内(30万円以内)

呉市産酒米増産事業
【対象】酒米生産に新規参入又は増産する農家
【助成】種苗（20日苗）（補助率1/2）

働きやすさの向上（しごとづくり）

【対象】5a以上の広カンランの栽培農家
【助成】生産資材（防虫ネット等，補助率1/2）等

農業・漁業地域活性化
支援事業

【対象】農業・漁業地域を活性化させる取組・事業
【助成】事業費の1/2（農業50万・漁業100万円以内）

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

農山村生産流通等改善
事業

【拡充】産地育成・地産地消の推進
地域づくり

産業競争力の更なる強化

　農水産業の生産性の向上や販売等に対する支援を行い，競争力の高い産地を育成するととも
に，地域で生産された農水産品を地域で消費する地産地消を推進する。
　平成２９年度からは，レモンの流通販売体制強化や増産等に向けた支援を行い，レモン産地力
の強化に向けた取組を展開する。

【新】レモン産地力強化
事業

レモン産地力強化事業 

☆市場競争力の強化 
 ・生産量拡大による競争力アップ 
 ・夏場集荷体制を強化し，通年で 
 の安定供給による差別化 
 ・レモンの島として地域ブランド化 

☆加工品の開発 
 ・レモンを原料とした新商品の 
 開発及び６次産業化への取組 

農 業 所 得 の 
向 上 に よ る 

地 域 の 活 性 化 

Ｈ29活動内容 
 
○流通体制強化 
 ・コンテナ・緩衝材等購入助成 
○レモン増産対策 
 ・大苗購入助成 
○早期成園化対策 
 ・肥培管理資材購入助成 
≪ＪＡ事業への協力・連携≫ 
 ・改植推進，接ぎ穂助成 
 ・レモンの島（産地）ＰＲ 
  （植樹，オーナー制度等） 
      

施策推進のイメージ 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　　　【関係法令等】

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 1,129,169 千円
※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(485,183)

1,129,169

(485,183)

1,129,169

【拡】工場等新増設
事業（雇用維持型）
※H29.4月～制度拡充
※H29.4月～要件緩和

【拡】ソフトウェア業等
誘致促進事業
※H29.4月～要件緩和

【拡】市内企業設備
投資促進事業
※H29.4月～要件緩和

〔助成対象〕　土地取得費，設備取得費，
〔助成対象〕　新規雇用，固定資産税

〔助成対象〕　土地取得費，設備取得費，
〔助成対象〕　新規雇用，固定資産税
〔助成対　　　※市産業団地の土地取得費助成
〔助成対　　〕　）を15％から30％に拡充
〔助成要件〕　大企業を新たに対象者に追加

〔助成対象〕　設備取得費，新規雇用，
〔助成対象〕　通信回線使用料
〔助成要件〕　新規雇用者数を10人以上から
　　　　　　　　　3人以上に緩和

〔助成対象〕　固定資産税
〔助成要件〕　中小企業の設備投資額を5億円
　　　　　　　　 以上から１億円以上に緩和

実　施　年　度
事　業　内　容

一般財源

(485,183)

1,129,169

1,129,169

合　　計

助成金の交付

国・県 その他
(485,183)

区　分

財源内訳
市債

【担当課】産業部　商工振興課

産業競争力の更なる強化

　呉市企業立地条例に基づく助成制度を活用し，市産業団地等への新規企業誘致や市内企業の設
備投資を一層促進し，産業の集積と雇用の創出を図る。
　なお，工場等新増設事業（雇用維持型），ソフトウェア業等誘致促進事業及び市内企業設備投
資促進事業は制度拡充や要件緩和を行う。

呉市企業立地条例，呉市企業立地条例施行規則，企業立地促進法

工場等新増設事業
（新規雇用型）

地域づくり
【拡充】

働きやすさの向上（しごとづくり）

企業立地の推進

区　　分 事業費

平成31年度末条例適用期限 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟ
ﾛｼﾞｪｸﾄ
【担当課】産業部　観光振興課

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 166,327 千円 （うち29年3月補正予算予定分　126,000千円）

※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(6,200)

125,300

(0)

29,000

(4,334)

8,713

(18,217)

3,314
(28,751)
166,327

入船山記念館開館50周年
記念事業ほかその他事業

(3,450) (12,000) (2,767)

0

(1,870) (2,464)

4,136 4,577

周辺エリアの整備
音戸・倉橋エリア，安芸灘エリア，川尻・安
浦エリアにおいて，特色ある観光資源を活か
した更なるにぎわい創出を図る。

事　業　内　容
実　施　年　度

　　　　　　 農林水産課

【拡充】 観光資源のブラッシュアップ
地域づくり

産業競争力の更なる強化

　平成２７年に開館１０周年を迎え，来館者１，０００万人を突破した大和ミュージアムを核と
して，周辺地域の恵まれた観光資源を活かした観光客誘致に取り組んでいるが，今後も，これら
の資源をハード・ソフトの両面からブラッシュアップし，更なる観光振興を図る必要がある。
　平成２９年度は，県民の浜地区において，国の「地方創生拠点整備交付金」を活用し，コテー
ジかまがりの増設やサイクリスト対応型への改修，恵みの丘蒲刈イチゴハウスの増設等を行うな
ど，既存の観光資源の魅力を高め，地域のにぎわい創出に取り組んでいく。

　　　　海事歴史科学館学芸課

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

大和ミュージアム（潜水
調査関連シンポジウム等）

0

合　　計
(3,450) (18,200) (1,870)

区　分

中央エリアの整備
大和ミュージアムの機能強化や宝町～幸町エ
リアの更なる魅力アップによる回遊性向上を
図る。

(5,231)
59,900 76,900 4,136 25,391

働きやすさの向上（しごとづくり）

3,314

県民の浜地区（コテージ
かまがり増設・改修等）

(0) (6,200) (0)

50,000 58,000 17,300

恵みの丘蒲刈
（イチゴハウス増設等）

(0) (0) (0)

9,900 18,900 200

滞在時間の延長 

観光客の回遊性向上 

施策推進のイメージ 
「県民の浜地区」 

ブラッシュアップ事業 

恵みの丘蒲刈 
イチゴハウス増設（２→３棟） 

ブルーベリー栽培施設新設 

  コテージかまがり 
増設（2～4人用３棟） 

改修（5～10人用5棟） 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 2,000 千円
※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(2,040)

2,000

(2,040)

2,000 2,000
合　　計

(2,040)

呉の産業ＰＲ事業
(2,040)

2,000

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

企業の採用力強化
事業

・地元企業の採用担当者を対象とした
　研修会の開催

呉の産業魅力紹介
事業

・小・中学校教員による地元企業の訪問
・小・中学生による地元企業の見学
・小学校への出前授業
・中学生の職場体験企業の受入促進

【担当課】産業部　商工振興課

　近年，市内の高校等を卒業後，市外の企業へ就職する若者や，市外の大学等に進学後，そのまま
市外の企業へ就職する若者が多い。
　このため，市内の学生，地元出身の学生，また学校教員や市民に対して，地元企業の魅力や情報
を周知するとともに，企業の採用担当者等を対象とした研修会などを実施し，地元企業への就職を
一体的に促進させる。

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

呉の企業情報提供
事業

・就職を控えた高校生，地元及び地元出身
　学生等への企業ガイドブックの提供

働きやすさの向上（しごとづくり）

呉の産業ＰＲ事業の推進
地域づくり

産業を支える人材の確保・育成

地
元
企
業
へ
の
就
職
促
進 

呉の産業ＰＲを一体的に推進 

企業情報の提供 

産業の魅力紹介 

・企業ガイドブックを高校生， 
  学生等に配布 

採用力の強化 

・採用担当者を対象とした 
   研修会を開催 

＜ものづくり企業パンフレット＞ 

・教員の企業訪問 
・小・中学生の企業見学 
・小学校への出前授業 
・中学２年時における 
  多彩な職場体験を推進 
 

＜企業ガイドブック＞ 

施策推進のイメージ 

－28－



地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

　　　　　産業部　観光振興課

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 344,000 千円
（単位：千円）

8,000

336,000

344,000

8,000

合　　計
319,200 24,800

16,800

基本計画の策定

一般財源

回遊ルートの形成

国有財産の取得等
319,200

旧青山クラブ，桜松館

情報発信・飲食・物販施設
（桜松館の改修）

市中心部の回遊ルート等の検討

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他

　大和ミュージアムへの多くの観光来訪者を，日本遺産を構成する文化財が集積する幸町地区や
中央地区商店街が位置する本通・中通地区などに迎え入れ，市中心部の更なる活性化を図る。そ
のため，幸町地区に所在する国有財産を取得し，にぎわいの拠点となる新たな集客施設を整備す
るとともに，市中心部を回遊するルート等の形成を図る。

区　分

国有財産の取得等

実　施　年　度
事　業　内　容

集客施設の整備

働きやすさの向上（しごとづくり）

【新規】
呉市中心部回遊性向上機能の
整備

都市づくり

高次都市機能の強化・充実

【担当課】企画部　企画課

施策推進のイメージ 

検討 

取得 設計 

解体（旧青山クラブ） 

設計 整備 基本計画 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 10,000 千円 （単位：千円）

10,000

10,000
合　　計

10,000

基本計画の策定
10,000

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

呉駅前地区再整備の
検討

呉駅前地区の拠点性を高めるための
再整備の検討

区　分
実　施　年　度

事　業　内　容

【担当課】企画部　企画課

　呉駅前地区は，観光客を迎え入れる呉市の玄関口「呉市の顔」であるとともに，都市機能が集
積するにぎわいの拠点として重要なエリアである。
　呉駅前広場を交通事情の変化や市民ニーズに対応した機能的なエリアとして再整備するととも
に，民間活力によるそごう呉店跡地の早期再生を図ることにより，本地区をにぎわいと交流の拠
点として再生する。

働きやすさの向上（しごとづくり）

【新規】呉駅前地区の再整備の推進
都市づくり

高次都市機能の強化・充実

呉 駅 前 地 区 の 再 整 備 の 推 進 

呉駅前地区再整備の検討 

施策推進のイメージ 

民間活力によるそごう呉店跡地の再生 

 ○ 呉駅前のにぎわいの復活 
 
 ○ 働く場の確保 
 
 ○ 遊休資産の活用 

呉駅前のにぎわい復活 

 ○ 周辺道路の円滑な通行 
 
 ○ 一般車両の送迎等の利便性向上 
 
 ○ 歩行者の利便性向上 

呉駅前地区の拠点性の向上 呉駅前の活性化 

呉市全体の発展・活性化 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　　　【関係法令等】

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 1,501,400 千円
※（　）内は28年度予算 （単位：千円）

(299,400)

1,338,500

(28,000)

136,200

(0)

26,700

(327,400)

1,501,400

○全体事業費（平成26～30年度）　　4,170,000千円

－

【拡充】
都市づくり

高次都市機能の強化・充実

合　　計
71,033

区　　分 事業費
財源内訳

国・県

(290,200)(21,900)

　呉市営プール（昭和２４年建設）は築後６７年が経過し，施設の老朽化が著しい上，屋外プール
のため夏季のみの施設であり，５０ｍ競泳プールは大会使用以外での利用が少ない状況である。
　このような状況を改善するために，競技スポーツと生涯スポーツの振興のための高規格な屋内温
水プール（公認２５ｍプール）や，子どもプール等を整備する。
　また，呉市体育館（昭和３９年建設）は築後５２年が経過し，施設の老朽化が著しく，災害時の
避難所としての機能性の確保が課題となっているため，耐震補強と併せて大規模改修を実施する。
　呉市総合スポーツセンター野球場は，軟式及び硬式野球場として，公式大会にも利用されている
が，スコアボードの経年劣化が著しく，ＢＳＯ表示にも対応していないため，全面改修を実施す
る。

スポーツ基本法，呉市スポーツ施設条例

区　分
実　施　年　度

一般財源

(263,600)

1,346,50083,867

呉市総合スポーツ
センター野球場
スコアボード改修 設計・工事

市債 その他

呉市営プール等
整備

(21,900) (13,900)

57,734 1,216,700 64,066

呉市体育館
耐震補強・老朽改修

(0) (26,600) (1,400)

26,133 104,500 5,567

呉市総合スポーツ
センター野球場
スコアボード改修

(0) (0)

25,300

・野球場スコアボード改修

1,400

(15,300)

拠点スポーツ施設の整備
（呉市営プール・呉市体育館・呉市総合
スポーツセンター）

　　工　事

　　工　事

事　業　内　容

・屋内温水プール・子どもプール等整備
・急傾斜地保全対策，駐車場整備

・耐震補強，屋根改修
・天井・外壁・アリーナ床面等改修

呉市体育館
耐震補強・老朽改修

呉市営プール等
整備

【担当課】文化スポーツ部　スポーツ振興課

施策推進のイメージ 

駐車場：約１５０台 

多目的広場 

子どもプール 

○２５ｍ屋内温水プールの建設 
 （公認メインプール，（仮称）健康づくりプール） 
○子どもプール・せせらぎひろば・スポーツパークの整備 
○多目的広場・駐車場の整備，急傾斜地の保全対策 

呉市営プール等整備 概要 

屋内温水プールイメージ図 

屋内温水プール 

せせらぎひろば 

スポーツバーク 

呉市営プール等の配置 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 26,881 千円
（単位：千円）

26,881

26,881

○全体事業費（平成29～30年度）　　　28,681千円

－

【新規】 コンビニ収納の導入
都市づくり

高次都市機能の強化・充実

　コンビニ収納サービスは，全国６万店舗以上のコンビニエンスストアで２４時間納付に対応でき
ることから，近年多くの自治体で導入されている。
　このため，呉市においても，平成２９年１０月から市税等のコンビニ収納を導入し,順次対象を拡
大することで，市民の利便性の向上，行政運営の効率化を図る。

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

コンビニ収納の導入

【Ｈ２９年１０月から収納開始】
　市・県民税，固定資産税・都市計画税
　軽自動車税
【Ｈ３０年４月から収納開始】
　国民健康保険料，後期高齢者医療保険料
　介護保険料，市営住宅使用料

【Ｈ３０年１０月から収納開始】
　保育料

26,881

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

26,881

コンビニ収納の導入

　【担当課】財務部　収納課，都市部　住宅政策課
　　　　　　福祉保健部　保険年金課，介護保険課
　　　　　　　　　　　　子育て施設課
　　　　　　会計課

合　　計

システム 

改修 

施策推進のイメージ 

 
コンビニ収納の流れ 
 

コンビニ収納のメリット                                                                
○全国６万店舗以上のコンビニで２４時間納付可能。 
○全国のコンビニで収納できるため，居住地外へ通勤・通学している場合でも最寄の店舗で納付が可能。 
○市窓口，金融機関での納付者も混雑が緩和され，利便性の向上が期待できる。 

納付者 

コンビニ対応 
市税等納付書 

コンビニ 

呉市 

指定金融機関 

収納代行会社 

収納金 

速報・確報 

納

付 

コンビニ収納サービス開始 

システム 

改修 コンビニ収納サービス開始 

システム 

改修 コンビニ収納サービス開始 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

　　　【関係法令等】　ひろしまスタイル移住促進拠点整備事業補助金交付要綱

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 3,300 千円
（単位：千円）

3,300

3,300

移住促進施設整備費
等の助成 1,650 1,650

豊町御手洗地区における，空き家を活用した
移住促進施設整備費等の2/3を助成
上限：330万円

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

【担当課】都市部　住宅政策課

　都会での生活や働き方に対する価値観の変化により，東京圏等では地方移住希望者が増加して
おり，こうした移住希望者への情報発信，現地視察の案内，仕事・住まいといった移住後の生活
をサポートする拠点が必要となっている。
　こうした機能を持った施設を整備するため，移住者受入活動の実績等から広島県の「移住者受
入モデル育成・支援地域」として選定された豊町御手洗地区において，空き家等を活用して地域
の団体等が行う移住促進施設(シェアオフィス等)整備費等の一部を助成する。
　これにより，当該施設を利用した移住希望者への相談・助言等が行われ，移住者を持続的に呼
び込むとともに，そのノウハウを他地域へも波及させていく。

区　分

移住促進施設整備費
等の助成

実　施　年　度
事　業　内　容

暮らしやすさの向上（まちづくり）

【新規】 移住促進施設整備の支援
都市づくり

魅力ある住生活環境の確保

合　　計
1,650 1,650

施策推進のイメージ 

御手洗地区の団体等 

貸してもらえる家は？ 

地域に溶け込めるかな？ 

もっと地域のことを知って 

から移住を決めたい 

起業のための事務所が欲しい 

異業種の方との連携で 

新事業を生み出したい 

移住希望者 

空き家等を移住促進施設に整備 相談・助言・サポート 

課題解決 移住促進 

移住促進施設整備費等を支援 

呉市 

移住希望者 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 1,500 千円
（単位：千円）

1,500

1,500

ＤＩＹリフォーム費用助成
750

合　　計

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債

750

一般財源

ＤＩＹリフォーム費用助成 

その他

暮らしやすさの向上（まちづくり）

【新規】 ＤＩＹ型賃貸借の普及促進
都市づくり

ＤＩＹ型賃貸借の周知

事　業　内　容

ホームページ，チラシ等で周知
宅地建物取引業の専門家団体との連携

空き家バンクの物件を借主が
ＤＩＹリフォームする場合，
リフォーム費用の1/2　上限30万円を助成

◆30万円×5件＝150万円

実　施　年　度

魅力ある住生活環境の確保

【担当課】都市部　住宅政策課

　貸主にとっては「現在の状態で賃貸でき，修繕の費用や手間がかからない」，借主にとっては
「自分好みの改修ができ，持ち家感覚で居住できる」等，双方にメリットのある「ＤＩＹ型賃貸
借」による空き家の賃貸流通を促進するため，空き家バンクに登録された「ＤＩＹ型賃貸借」可
能物件を，借主がＤＩＹリフォームする場合，リフォーム費用の一部を助成する。

※ＤＩＹ型賃貸借‥リフォーム・修繕を借主が行うことができる賃貸借
※ＤＩＹリフォーム‥借主が自分好みにリフォームすること（専門業者によるリフォーム含む）

区　分

750 750

施策推進のイメージ 

◆ＤＩＹ型賃貸借による空き家の賃貸 

  流通及び利活用の促進 

【 貸 主 】 

現状のままで賃貸できて，修繕等の 

費用・手間がかからない。 

【 借 主 】  

自分好みのリフォームができ，持ち家 

感覚で居住できる。 

リフォーム費用を負担する分，相場より 

安く借りられる。 

効 果 

借 主 

呉 市 

協定 

ＤＩＹ型賃貸借契約 

希望があれば， 

契約書の書類作成 

宅地建物取引業 

の専門家団体 

「呉市空き家バンク」登録物件 
 空き家を現状のまま 
 「呉市空き家バンク」に登録 
          
         

貸 主（空き家所有者） 

 ＤＩＹリフォーム 

【リフォーム助成】 
 借主に対し，経費の1/2 

 (上限30万円)を助成 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 20,000 千円
※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(20,000)

20,000

(20,000)

20,000
合　　計

(20,000)

20,000

暮らしやすさの向上（まちづくり）

【拡充】 新婚・子育て世帯の定住支援
都市づくり

魅力ある住生活環境の確保

実　施　年　度
事　業　内　容

【担当課】都市部　住宅政策課

　新婚・子育て世帯の市内定住促進と中古住宅の流通促進を目的として，新婚・子育て世帯が,
「戸建て」の中古住宅を購入し，居住する場合に，購入費の一部を助成する。
　また，購入する中古住宅が親世帯と近居となる場合は，助成額の加算を行う。

※新婚世帯…婚姻日から３年以内で，かつ夫婦ともに５０歳未満の世帯
※子育て世帯…中学生以下の子どもがいる世帯(出産予定を含む。)
※近居…親世帯と同じ小学校区内に住む場合又は親世帯の住宅から直線距離１㎞以内

区　分

新婚・子育て世帯が「戸建て」の中古住宅
を購入し，居住する場合，購入費の1/2を
助成
・対象世帯： 子育て世帯
　　　　　　【拡】新婚世帯
・基本額：30万円（上限額）
・加算額：親世帯と近居の場合
　　　　　は10万円加算

◆最大40万円×50件＝2,000万円

20,000

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

新婚・子育て世帯の
住宅取得助成

新婚・子育て世帯の
住宅取得助成

(20,000)

施策推進のイメージ 

３０万円 １０万円 

新婚・子育て世帯が市内の 
中古住宅を購入（基本額） 

親世帯と 

近居の場合 

（加算額） 
・住宅事情を理由とした新婚・ 

  子育て 世帯の市外転出の抑制 

・空き家の減少 

・祖父母の子育て協力による 

  負担感の軽減 

・地域の活性化 

若年層を中心とした世帯が魅力を感じ 

定着するまちづくりの推進 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 20,000 千円
※（　）内は28年度当初予算 （単位：千円）

(20,000)

20,000

(20,000)

20,000

20,000

20,000
合　　計

(20,000)

その他 一般財源

移住希望者住宅取得
助成

(20,000)

区　分

移住希望者住宅取得
助成

区　　分 事業費
財源内訳

【拡充】 移住希望者の住宅取得支援
都市づくり

魅力ある住生活環境の確保

【担当課】都市部　住宅政策課

　ＵＩＪターンの促進と増加する空き家(中古住宅)の流通促進を目的として，市外からの移住希
望者が「戸建て」の中古住宅を購入し，居住する場合に，購入費の一部を助成する。
　特に，新婚・子育て世帯や島しょ部への移住を促進するため，移住希望者が新婚・子育て世帯
の場合や親世帯と近居の場合，島しょ部への移住の場合は助成額を加算する。

※新婚世帯…婚姻日から３年以内で，かつ夫婦ともに５０歳未満の世帯
※子育て世帯…中学生以下の子どもがいる世帯(出産予定を含む。)
※近居…親世帯と同じ小学校区内に住む場合又は親世帯の住宅から直線距離１㎞以内
※島しょ部…音戸・倉橋・下蒲刈・蒲刈・豊浜・豊地区

事　業　内　容

市外からの移住者で,｢戸建て｣の
中古住宅を購入し,居住する場合,
購入費の1/2を助成
・基本額　50万円（上限額）
・加算額
　①子育て世帯
　【拡】新婚世帯・・・30万円
　②親世帯と近居・・・10万円
　③島しょ部・・・・・10万円

◆最大100万円×20件＝2,000万円

実　施　年　度

暮らしやすさの向上（まちづくり）

国・県 市債

施策推進のイメージ 

５０万円 ３０万円 １０万円 

市外からの移住者が 

中古住宅を購入（基本額） 

新婚・子育て世帯の 

場合（加算額） 

親世帯と近居の 

場合（加算額） 

島しょ部の場合 

（加算額） 

１０万円 

豊 

音戸 

豊浜 

倉橋 

下蒲刈 

蒲刈 

移
住
・定
住
の
促
進 

若年層を中心とした世帯が魅力を感じ 

定着するまちづくりの推進 
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地方創生事業

　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重点戦略

重点ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 46,000 千円 ※（　）内は28年度予算 （単位：千円）

(13,000)

10,000

(15,000)

13,000

(4,000)

13,000

(0)

10,000

(32,000)

46,000

 

5,000 5,000

23,000
合　　計

(0) 　 　 (32,000)

23,000

着ぐるみ，ノベルティ
の制作等

(0) (4,000)

6,500 6,500

【新】観光・定住パンフ
　　　レットの再構築

(0) (0)

動画制作等
(0) (15,000)

6,500 6,500

広告掲出
(0) (13,000)

5,000 5,000

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

【新】観光・定住パンフ
　　　レットの再構築 制作 活用

観光パンフレット，移住・定住促進パンフ
レットを統一的なデザインで再構築

着ぐるみ，ノベルティ
の制作等 制作 活用

呉市の新キャラクターを活用し，イベント
出演やノベルティ配布によるＰＲを実施

動画制作等
制作 活用

観光客誘致につながるＰＲ動画の制作及び
配信等

広告掲出
実施

ポスター制作，バスラッピング広告，大型
マルチビジョンによる動画広告の実施等

　呉市の魅力・呉らしさを戦略的・効果的に情報発信し，呉市のブランド力の強化・都市イメー
ジの向上を図り，「呉市を訪れてみたい」「呉市に住んでみたい」「呉市に住み続けたい」と感
じてもらえるプロモーションを推進する。
  平成２８年度に展開している「認知度向上」をベースにして，平成２９年度は「来訪促進」を
展開する。日本遺産認定をはじめ呉らしさ（呉の魅力，オリジナリティ）を積極的に情報発信す
ることで，さらなる観光客誘致を目指す。

区　分 事　業　内　容
実　施　年　度

働きやすさの向上（しごとづくり）

【拡充】 シティプロモーションの推進
都市づくり

魅力ある住生活環境の確保

【担当課】企画部　企画課

施策推進のイメージ 

魅力あるまち・くれ 

広告掲出 

３年目（平成30年度） 

移住・定住促進 

２年目（平成29年度） 
来訪促進（観光客誘致） 

１年目（平成28年度） 
話題化・認知度向上 

呉の魅力・呉らしさの発信 
（シティプロモーション） 

「呉ブランド」構築・推進 

認知度の向上・観光客誘致 

呉市の新キャラクター「呉氏」 
くれし 

２年目（平成29年度） 来訪促進（観光客誘致） 

パンフレット 
再構築 

ノベルティ 
制作等 

動画制作等 

戦略的・効果的なプロモーションの展開 
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　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．事業の経緯，趣旨

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 11,727 千円

8,313

2,464

450

500

11,727

（単位：千円）

10,852400

200

市民交流分野

文化・スポーツ分野

呉とびしまマラソンへの選手招聘

姉妹都市提携（調印式・
訪問団の相互派遣）

安芸灘とびしま海道オレ
ンジライドへの選手招聘

2,464

8,313

実　施　年　度

　基隆市は台湾の最北端に位置し，前面を海に周りを山に囲まれた港湾都市として，軍港の機能
を持つとともに，近年まで台湾を代表する貿易港として発展を遂げるなど，本市との類似点も多
い都市であり，これまで長年にわたり民間レベルの交流を続けてきた。
　また昨年，基隆市長から招待を受け，同市を訪問するなど行政間での交流も進めており，基隆
市長から姉妹都市提携の申し出を受けたことから，本年，姉妹都市提携を行い，様々な分野（市
民交流，教育，文化・スポーツ等）での交流を一体的に促進する。

区　分

250 200

事　業　内　容

財源内訳

225 25

50

台湾教育旅行プログラム

青少年海外派遣研修

学校訪問団の相互派遣，インターネットに
よる交流（呉高等学校）

姉妹校提携（呉高等学校）

交流促進（修学旅行）（呉高等学校）

合　　計

呉とびしまマラソンへの
選手招聘

475

学校訪問団の相互派遣・
インターネットによる交流

基隆市（台湾）との姉妹都市
提携

【担当課】総務部　秘書広報課
　　　　　企画部　企画課
　　　　　文化スポーツ部 スポーツ振興課
　　　　　教育部　呉高等学校

教育分野

区　　分 事業費
国・県

姉妹都市提携（調印式・訪問団の相互派遣）

【新規】

一般財源市債

安芸灘とびしま海道オレンジライドへの
選手招聘

その他

施策推進のイメージ 

【市民交流分野】 【教育分野】 

【文化・スポーツ分野】 

・訪問団の相互派遣 
・台湾教育旅行プログラム 
・青少年派遣研修 

・学校訪問団の相互派遣 
・姉妹校提携 
・交流促進（修学旅行） 

・呉とびしまマラソンへの選手招聘 
・安芸灘とびしま海道オレンジライド 
  への選手招聘 
 

呉 市 基 隆 市 

姉妹都市提携 

－38－



　　　【　　　】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．事業の経緯，趣旨

　　　【関係法令等】

２．事業の概要

29 30 31 32 33

３．平成29年度予算 20,887 千円
※（　）内は28年度予算 （単位：千円）

(6,148)
18,959

(0)
1,418
(70)
510

(6,218)
20,887

・家庭児童相談システムの再構築
・虐待対応専門研修等の受講による
　職員の専門性の向上
・家庭児童相談員１名の加配
・外部専門家による困難事案への助言

・休日・夜間電話相談の開設
・養育者に対するペアレント
　トレーニング講座の実施

・児童虐待防止ガイドブックの作成
・オレンジリボンキャンペーンの実施

実　施　年　度
事　業　内　容

【拡充】 児童虐待防止対策の強化

【担当課】福祉保健部 子育て支援課

　児童虐待に関する相談件数は増加傾向にあり，深刻な虐待事案も発生している。
　また，平成２９年４月施行予定の改正児童福祉法では，虐待対応における地方公共団体の役割
が明確化され，市町の責務が拡大することとなる。
　そこで，本市においても，相談員の増員や相談システムの再構築等により要保護児童対策地域
協議会の専門性や連携の質を高め，迅速かつ的確な支援を行う体制を整備するとともに，新たに
夜間・休日電話相談やペアレントトレーニング講座を開始するなど，更なる虐待の発生予防・早
期発見・早期対応に取り組んでいく。

※要保護児童対策地域協議会…虐待を受けている子ども(要保護児童)等の適切な保護を図るた
め，行政・医療・警察・教育・福祉機関等が連携し支援を行うための組織

児童福祉法，児童虐待防止法

区　分

【拡】要保護児童対策
地域協議会の体制強
化

【新】養育者（親）支援

区　　分 事業費
財源内訳

国・県 市債 その他 一般財源

児童虐待防止啓発

【拡】要対協の体制
強化

(997) (26) (5,125)
4,410 33 14,516

【新】養育者（親）
支援

(0)
1,418

16,104

児童虐待防止啓発
(46) (24)
340 170

合　　計
(1,043) (26) (5,149)
4,750 33

施策推進のイメージ 

学校・教育委員会 

 民生委員・児童委員 

保育所・幼稚園 

西部こども家庭センター 

民間団体 

司法関係機関 

医療機関 

警察 

 呉市子育て支援課(調整機関) 

相談・ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ等 

支援体制強化・養育者支援・虐待防止啓発 

早期対応・支援 

保健機関 
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参 考 資 料 



区 分

年 度

△ 6.927年度 106,827 2.4 30,240 △ 0.1 22,630

△ 3.529年度 98,080 0.1 30,641 △ 0.5 21,200

1.726年度 104,352 6.4 30,271 △ 0.8 24,300

一般会計

2.824年度 98,430 △ 0.2 30,881

25年度 30,504 △ 1.2 23,900 0.8

（１）　当初予算額の推移

予算額（百万円） 予算額（百万円）

予算規模 市税 地方交付税

△ 0.9 23,700

対前年度
伸率（％）

対前年度
伸率（％）

98,093 △ 0.3

予算額（百万円）
対前年度
伸率（％）

△ 2.928年度 98,018 △ 8.2 30,786 1.8 21,970

 980.8  

 980.2  

 1,068.3  

 1,043.5  

 980.9  

 984.3  

600 700 800 900 1,000 1,100

29年度 

28年度 

27年度 

26年度 

25年度 

24年度 

 呉市一般会計当初予算額（予算規模）の推移 （億円）       
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（単位：千円，％）

29年度　Ａ 28年度　Ｂ 比較（Ａ－Ｂ） 伸率（Ａ/Ｂ）

98,080,000 98,018,000 62,000 0.1 

 国民健康保険事業（事業勘定） 31,422,049 30,475,470 946,579 3.1 

 国民健康保険事業（直診勘定） 39,744 34,751 4,993 14.4 

 後期高齢者医療事業 3,534,054 3,711,162 △ 177,108 △4.8 

 介護保険事業（保険勘定） 23,610,504 23,232,307 378,197 1.6 

 介護保険事業（サービス勘定） 53,920 53,853 67 0.1 

 母子父子寡婦福祉資金貸付事業 102,900 103,000 △ 100 △0.1 

公園墓地事業 9,261 12,694 △ 3,433 △27.0 

地域下水道事業 28,853 17,217 11,636 67.6 

集落排水事業 487,241 361,332 125,909 34.8 

地方卸売市場事業 105,776 98,746 7,030 7.1 

 野呂高原ロッジ事業 28,354 29,014 △ 660 △2.3 

駐車場事業 204,504 223,641 △ 19,137 △8.6 

内陸土地造成事業 371,790 2,538,813 △ 2,167,023 △85.4 

港湾整備事業 898,848 877,956 20,892 2.4 

臨海土地造成事業 3,402,478 2,044,547 1,357,931 66.4 

財産区事業 5,707 5,769 △ 62 △1.1 

小　　　　計 64,305,983 63,820,272 485,711 0.8 

162,385,983 161,838,272 547,711 0.3 

病院事業 832,943 886,191 △ 53,248 △6.0 

水道事業 10,353,657 10,476,305 △ 122,648 △1.2 

工業用水道事業 1,343,992 1,199,636 144,356 12.0 

下水道事業 13,923,595 13,137,855 785,740 6.0 

26,454,187 25,699,987 754,200 2.9 

188,840,170 187,538,259 1,301,911 0.7 合　　　　計

計

公
営
企
業
会
計

（２）予算総括表【会計別】

一　般　会　計

特
別
会
計

計

会計区分
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（単位：千円，％）

比較 伸率

総　額　Ａ 構成比 総　額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

1 市税 30,640,773 31.3 30,785,508 31.4 △144,735 △0.5 

2 地方譲与税 599,608 0.6 625,682 0.6 △26,074 △4.2 

3 利子割交付金 35,016 0.0 26,748 0.0 8,268 30.9 

4 配当割交付金 178,508 0.2 198,841 0.2 △20,333 △10.2 

5 株式等譲渡所得割交付金 89,693 0.1 163,545 0.2 △73,852 △45.2 

6 地方消費税交付金 4,057,203 4.1 4,584,501 4.7 △527,298 △11.5 

7 ゴルフ場利用税交付金 24,964 0.0 25,989 0.0 △1,025 △3.9 

8 自動車取得税交付金 161,822 0.2 122,853 0.1 38,969 31.7 

9
国有提供施設等
　所在市町村助成交付金 126,493 0.1 126,492 0.1 1 0.0 

10 地方特例交付金 126,110 0.1 114,252 0.1 11,858 10.4 

11 地方交付税 21,200,000 21.6 21,970,000 22.4 △770,000 △3.5 

12 交通安全対策特別交付金 32,000 0.1 32,000 0.1 0 0.0 

13 分担金及び負担金 946,110 1.0 992,339 1.0 △46,229 △4.7 

14 使用料及び手数料 2,246,865 2.3 2,253,593 2.3 △6,728 △0.3 

15 国庫支出金 13,914,017 14.2 14,210,991 14.5 △296,974 △2.1 

16 県支出金 5,721,492 5.8 5,499,129 5.6 222,363 4.0 

17 財産収入 830,854 0.8 1,518,551 1.5 △687,697 △45.3 

18 寄附金 52,500 0.1 32,000 0.0 20,500 64.1 

19 繰入金 1,818,884 1.9 532,475 0.5 1,286,409 241.6 

20 諸収入 5,829,188 5.9 6,073,311 6.2 △244,123 △4.0 

21 市債 9,447,900 9.6 8,129,200 8.3 1,318,700 16.2 

98,080,000 100.0 98,018,000 100.0 62,000 0.1 

※各項目で四捨五入をしているため，合計と一致しない場合がある。

（３）一般会計予算総括表【歳入】

合　　計

区　　　　　分
28年度29年度

市税 

31.3% 

譲与税・交付金 

5.5% 
地方交付税 

21.6% 

分担金・負担金 

1.0% 

使用料・手数料 

2.3% 

国庫支出金 

14.2% 

県支出金 

5.8% 

財産収入 

0.8% 

繰入金 

1.9% 
市債 

9.6% 

その他 

6.0% 
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（単位：千円，％）

比較 伸率

総　額　Ａ 構成比 総　額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

1 議会費 594,203 0.6 587,053 0.6 7,150 1.2 

2 総務費 9,564,671 9.8 9,340,926 9.5 223,745 2.4 

3 民生費 36,200,492 36.9 35,885,504 36.6 314,988 0.9 

4 衛生費 6,692,490 6.8 6,958,766 7.1 △266,276 △ 3.8 

5 労働費 575,364 0.6 572,957 0.6 2,407 0.4 

6 農林水産業費 1,667,190 1.7 1,630,002 1.7 37,188 2.3 

7 商工費 6,648,983 6.8 5,714,497 5.8 934,486 16.4 

8 土木費 7,659,970 7.8 8,809,314 9.0 △1,149,344 △ 13.0 

9 消防費 3,735,155 3.8 3,710,616 3.8 24,539 0.7 

10 教育費 8,819,606 9.0 7,900,564 8.1 919,042 11.6 

11 災害復旧費 40,000 0.0 40,000 0.0 0 0.0 

12 公債費 13,762,021 14.0 14,588,259 14.9 △826,238 △ 5.7 

13 諸支出金 2,069,855 2.1 2,229,542 2.3 △159,687 △ 7.2 

14 予備費 50,000 0.1 50,000 0.1 0 0.0 

98,080,000 100.0 98,018,000 100.0 62,000 0.1 

※各項目で四捨五入をしているため，合計と一致しない場合がある。

（４）一般会計予算総括表【歳出：目的別】

合　　計

区　　　　　分
28年度29年度

議会費 

0.6% 

総務費 

9.8% 

民生費 

36.9% 

衛生費 

6.8% 労働費 

0.6% 

農林水産業費 

1.7% 

商工費 

6.8% 

土木費 

7.8% 

消防費 

3.8% 

教育費 

9.0% 

公債費 

14.0% 

諸支出金 

2.1% 

その他 

0.1% 
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（単位：千円，％）

比較 伸率

総　額　Ａ 構成比 総　額　Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ Ａ／Ｂ

1 18,433,684 18.8 18,577,878 19.0 △144,194 △0.8 

2 22,509,051 23.0 22,058,500 22.5 450,551 2.0 

3 13,762,021 14.0 14,588,259 14.9 △826,238 △5.7 

54,704,756 55.8 55,224,637 56.4 △519,881 △0.9 

4 10,799,527 11.0 11,012,128 11.2 △212,601 △1.9 

5 1,393,063 1.4 1,308,711 1.3 84,352 6.4 

6 9,478,754 9.7 9,478,669 9.7 85 0.0 

7 5,046,023 5.2 5,213,899 5.3 △167,876 △3.2 

8 6,901,413 7.0 6,787,010 6.9 114,403 1.7 

9 9,756,464 9.9 8,992,946 9.2 763,518 8.5 

(1) 9,716,464 9.9 8,952,946 9.1 763,518 8.5 

ｱ 補助事業 2,730,761 2.8 2,831,276 2.9 △100,515 △3.6 

ｲ 単独事業 6,538,183 6.6 5,692,051 5.8 846,132 14.9 

ｳ 国直轄事業 63,000 0.1 65,000 0.1 △2,000 △3.1 

ｴ 県直轄事業 384,520 0.4 364,619 0.4 19,901 5.5 

ｵ 受託事業 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

(2) 40,000 0.0 40,000 0.0 0 0.0 

98,080,000 100.0 98,018,000 100.0 62,000 0.1 

※各項目で四捨五入をしているため，合計と一致しない場合がある。

積立金・投資及び出資金・
貸付金・予備費

（５）一般会計予算総括表【歳出：性質別】

区　　　　　分
29年度 28年度

人件費

扶助費

繰出金

投資的経費

普通建設事業

災害復旧事業

合　　計

公債費

義務的経費計（１～３）

物件費

維持補修費

補助費等

人件費 

18.8% 

扶助費 

23.0% 

公債費 

14.0% 

物件費 

11.0% 

維持補修費 

1.4% 

補助費等 

9.7% 

繰出金 

7.0% 

普通建設事業費 

9.9% 

その他 

5.2% 
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第４次呉市長期総合計画後期基本計画（H28～32）

重点プロジェクト

呉市まち・ひと・しごと創生総合戦略（H27～31）

リーディングプロジェクト



2017/02/01 企画情報化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 重点戦略１ 「人づくり」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 重点戦略２ 「地域づくり」 

３ 地域協働によるまちづくりの推進 
 

 

 

◎ 担い手育成の推進（まちづくりサポーターの育成，ゆめ
づくりフォローアップ，地域デビュー応援講座等） 

                  91 万円（500 万円） 
◎ 協働型職員（市民公務員）の育成             － 
・  まちづくりセンターの指定管理者制度移行 

  3,837 万円（1.9 億円） 
・  市民協働センターの運用      2,618 万円（1.3 億円） 
◎ 地域まちづくり計画に基づく地域活動の支援 

4,650 万円（2.3 億円） 
◎ 市民まち普請事業         1,000 万円（5,000 万円） 
◎ 市民ゆめ創造事業          600 万円（3,200 万円） 
◎ 地域まちづくり計画の改定支援    50 万円（300 万円） 
◎（完）市民センター内フリースペースの環境整備    - （10 万円） 

１ 安全・安心な生活環境の確保  
 
 

 
 
 
 
 
 

・  自主防災組織の結成・育成の促進  877 万円（4,600 万円） 

・  消防団活動の機能強化     1,308 万円（5,700万円） 

・  消防団詰所の整備         5,020 万円（2.0 億円） 

・  防災・減災知識の普及啓発     480 万円（1,100 万円） 

・  LED防犯灯設置に対する支援  280 万円（1,400万円） 

・  防犯カメラ設置に対する支援   120 万円（1,100万円） 

・  急傾斜地崩壊対策事業   3億 4,600万円（16.2億円） 

・  浸水対策事業          1億7,838万円（8.0億円） 

・  建築物土砂災害等対策事業      152万円（600 万円） 

・  危険建物対策事業         2,700 万円（1.2 億円） 

・  道路・橋りょう等の維持管理の充実 

14 億 8,640 万円（73.4 億円） 

・  防災・防犯情報メールの配信    365 万円（1,800 万円） 

・  中央公園の防災公園化      1,000 万円（4.9 億円） 

・  耐震性防火水槽の整備     1,400 万円（6,700万円） 

◎（新）子どもまちづくり事業 300万円（1,200 万円） 
子ども主体のまちづくり活動に対する支援 

◎（拡）地域おこし協力隊の受入れ推進 2,376 万円 
受入れ地区の拡大（倉橋地区）       （1.1 億円） 

 
 

※ 事業費は平成２９年度予算額及び５年間（Ｈ２８～Ｈ３２）の概算額（かっこ書き）。 なお「－」は事業費を掲載しないもの。 ◎印は，地方創生関連事業。 （完）は，平成２８年度完了事業。 

『「絆」と「活力」を創造する都市・くれ』の実現に向けた取組 

～ 重点プロジェクト事業（Ｈ２８～Ｈ３２） ～ 

１ 未来を担う人材の育成 
 

 

 

 

 

 

◎ 結婚の応援              256万円（1,300万円） 

◎ 妊娠から出産・育児までの包括支援 

842万円（4,400万円） 

◎ 不妊治療の支援            4,406万円（2.2億円） 

◎ 子育て支援センターの充実   1,861万円（9,500万円） 

◎ ファミリー・サポート・センター事業の充実 

1,131万円（5,400万円） 

◎ 保育サービスの充実         6,799万円（3.8億円） 

◎ 放課後児童会の充実          1,451万円（1.1億円） 

◎ 特色ある呉の教育の推進     1,487万円（7,300万円） 

◎ 小中一貫教育の推進        3,261万円（1.6億円） 

◎ 大学と連携したアスリートの育成   150万円（700万円） 

・  小中学校施設の建替      6億1,154万円（65.7億円） 

・  安浦中学校給食室の整備      1,000万円（1.0億円） 

◎ 呉高等学校教育備品のＩＣＴ化の推進 

140万円（500万円） 

◎（完）呉高等学校施設の耐震化        - （1.3億円） 

◎（完）呉高等学校選択教室への空調設備の設置   - （430万円） 

２ 市民の健康づくりの推進 
 
 
 
 

◎ ウオーキングを柱とした健康づくりの推進（大学と連携し
た健康づくり普及促進等）        145 万円（900 万円） 

・  地域に根ざす健康づくりの推進  745 万円（3,700 万円） 
◎ 地域総合チーム医療の推進    2,468 万円（1.2 億円） 
◎ 地域包括ケアシステムの構築   3 億2,705万円（16.2億円） 
・  一般介護予防の充実         7,906万円（4.0 億円） 
・  健診の受診促進（特定健診，がん検診） 

1 億 7,130 万円（9.3 億円） 
・  健康つながりサポート事業    1,200 万円（3,900 万円） 
・  おいしい減塩食による健康生活の推進 

  857 万円（4,300 万円） 
・  救急医療体制の確保        7,023 万円（3.5 億円） 
・  医療機器の整備(公立下蒲刈病院)   2,212 万円（7,800 万円） 

２ 産業競争力の更なる強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◎ 農水産品のブランド化・６次産業化の推進 500万円（2,300 万円） 
◎ 農地保全・遊休農地解消の推進       2,676 万円（1.4 億円） 
◎ 呉地域産オリーブのブランド化推進    500 万円（1,500 万円） 
・  有害鳥獣対策の充実              5,565 万円（2.9 億円） 
◎ 積極的な企業誘致活動の展開        550 万円（2,800 万円） 
◎ 企業の本社機能の移転等促進              － 
◎ 市内企業による設備投資の促進              － 
◎ 産学官連携による新製品・新技術の開発支援        6,600 万円（3.3 億円） 
◎ 地域産業の活性化支援（医工連携の推進等）        2,550 万円（1.3 億円） 
◎ 周遊・滞在型観光の推進               1,427 万円（1.1 億円） 
◎ 瀬戸内の魅力あふれるスポーツイベントの開催 

1,378 万円（7,100 万円） 
◎ 商業施設等の活性化支援             2,015 万円（3.0 億円） 
・（完）れんがどおりの再整備                  - （1.5 億円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 重点戦略３ 「都市づくり」 

１ 高次都市機能の強化・充実 
 
 
 
 

 

 

 

 
・  休山新道 4 車線化（国事業），東広島・呉自動車道阿賀 IC 

立体交差化（国事業），呉平谷線（県事業）の整備促進  － 
・  消防局・西消防署新庁舎の整備    7,843 万円（29.8 億円） 
・  市役所本庁舎の整備（周辺整備）4 億 5,673 万円（10.3 億円） 
◎ 基幹バス路線，生活バス路線，地域主導型交通サービスの 

運行支援                 5 億 3,000 万円（26.9 億円） 
 

２ 魅力ある住生活環境の確保 
 

 
 
 
 
 

 
◎ 呉市版生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）構想の検討          －    （150 万円） 
◎ 空き家家財道具等処分支援     300 万円 （1,400 万円） 
◎ 学生シェアハウス支援        145 万円 （400 万円） 
◎ 空き家バンクの充実         －    （50 万円） 
・  家庭用燃料電池（エネファーム）の普及促進    250 万円 （1,200 万円） 
・  廃棄物の適正処理        130 万円 （450 万円） 
・  くれ絆プロジェクトの推進・活用                3,133 万円 （1.5 億円） 
 

 

３ 産業を支える人材の確保・育成 
◎ 創業支援事業の推進           5,081 万円（2.6 億円） 

◎ 実践型地域雇用創造事業                   － 

◎ 呉の産業マイスター表彰           60 万円（300 万円） 

◎ 福祉医療人材（介護・看護・保育）の確保・養成      － 

◎ 障害者就労施設による共同活動の支援  100 万円（1,300 万円） 

◎ 呉の産業ＰＲ事業の推進 200万円（1,000万円） 
呉の産業・企業の魅力紹介等 

◎ 新規農業就業者への支援    1,400 万円（7,400 万円） 

◎ 新規漁業就業者への支援      840万円（3,700万円） 

◎（拡）乳幼児等医療費助成の充実 
    3億 7,446 万円（20.4億円） 

通院：就学前まで→小６まで，入院：小６まで→中３まで 

◎（新）文化・スポーツ応援事業 
 325万円（1,300万円） 

優れた成績を収めた生徒への報奨金の交付 

◎（拡）小中学校普通教室への空調設備の設置 
5億 1,900万円（15.5億円） 

小学校：実施設計，中学校：空調設置 

◎（新）データヘルスによる地域包括ケアの推進 
3,255万円（7,900 万円） 

医療・介護データの活用，多職種連携による重度化予防等 

（新）中央公園のトイレ改修 4,100万円（4,100万円） 
老朽化したトイレのバリアフリー改修等（４か所） 

（新）市営墓地の適正管理    784万円（784万円） 
無縁墓解消に向けた実態調査，あり方検討等 

・ 雨水対策事業    5億 7,894万円（19.1億円） 
広東地区雨水貯留施設整備，広雨水１号幹線（免田川）整備等 

・ 道路整備事業    5億 6,490万円（25.0億円） 
横路１丁目白石線，横路４丁目白石線，大新開吉松線 

◎（新）日本遺産を活用した呉の魅力発信事業 
情報発信，環境整備等     5,693 万円（1.3 億円） 

◎（新）台湾インバウンドの推進      3,335 万円 
情報発信，誘致活動，受入態勢整備等 （1.1 億円） 

◎（新）呉産品の販路拡大支援        678万円 
国内外物産展等出展支援，販路拡大セミナー等 （2,000 万円） 

◎（拡）産地育成・地産地消の推進      657万円 
レモン産地力の強化等           （3,500 万円） 

◎（拡）企業立地の推進        11億2,917万円 
企業立地促進助成制度の拡充       （29.3 億円） 

◎（拡）観光資源のブラッシュアップ    
【28年度補正予算含む】  1億 6,633万円 

コテージかまがり，恵みの丘蒲刈等     （2.2 億円） 

 
 

◎（新）呉市中心部回遊性向上機能の整備   3億 4,400万円 （3.4億円）     旧青山クラブ等財産取得，基本計画策定等 
◎（新）呉駅前地区の再整備の推進          1,000 万円 （1,000 万円）  基本計画策定 

（拡）拠点スポーツ施設の整備             15億 140万円 （41.1億円） 
呉市営プール：25m 屋内プール・子どもプールの整備等，呉市体育館：耐震補強・老朽改修， 

呉市総合スポーツセンター：野球場スコアボード改修 

（新）コンビニ収納の導入                2,688万円 （2,900万円） 市・県民税，固定資産税等 

 
・  生活バスのバリアフリー化       4,300 万円（2.5 億円） 
◎ 「呉広島空港線」の運行支援     900 万円（6,000 万円） 
・  ＪＲ新広駅の機能強化              - （1.7 億円） 
◎（完）戦艦「大和」のふるさと・くれブランドの向上 - （1 億円） 
・ （完）証明書（住民票等）コンビニ交付の導入 - （1,900 万円） 
◎（完）日本遺産登録に向けての取組(旧軍港４市間の連携) - 
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◎（新）移住促進施設整備の支援  330 万円（330万円）  シェアオフィス等の整備等に対する助成（豊町御手洗地区） 

◎（新）ＤＩＹ型賃貸借の普及促進  150 万円（600万円）  空き家バンク登録物件のリフォーム費用助成 

◎（拡）新婚・子育て世帯の定住支援 2,000 万円（8,900万円） 中古住宅取得に対する助成（親世帯との近居加算） 
◎（拡）移住希望者の住宅取得支援 2,000 万円（9,100 万円） 中古住宅取得に対する助成（新婚・子育て世帯等加算） 
◎（拡）シティプロモーションの推進 4,600 万円（1.1億円）   戦略的・効果的な情報発信等 
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【継続事業】 

 

 

呉市まち・ひと・しごと創生総合戦略（Ｈ２７～Ｈ３１） リーディングプロジェクト 

若年層をターゲットとしたしごとづくり・ひとづくり・まちづくりに特に力を入れ，呉市の特性（呉らしさ）を活かしたまち・ひと・しごと創生を目指します。 

産業や消費を支える若い世代の定着等による更なる活性化を図

るため，呉らしさ（呉の特色）を活かした雇用創出に積極的に取り
組んでいきます。 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえ，子どもと子育て

世代でにぎわうまちを創り出すため，子育て・子育ちしやすい環境
づくりに積極的に取り組んでいきます。 

多くの市民に呉市を定住の地として選択してもらうとともに，呉
市への移住を促進し，多世代がにぎやかに暮らせるまちを創り出す

ため，魅力的な住生活環境の創出に積極的に取り組んでいきます。 

 

※事業費は平成２９年度予算額及び５年間（Ｈ２７～Ｈ３１）の概算額（かっこ書き）。 なお「－」は事業費を掲載しないもの。 

 

③ 第３次産業の魅力向上 

商業施設の新たな出店奨励や観光を始めとする新たなサービスの提

供の促進など，第３次産業の裾野の拡大を図り，雇用の創出と地域経
済の活性化を図ります。 
（新）台湾インバウンドの推進            3,335万円（8,800万円） 

（拡）観光資源のブラッシュアップ【28年度補正予算含む】     
                                            1億6,633万円（2.3億円） 
   商業施設等の活性化支援            2,015万円（3.2億円） 

   周遊・滞在型観光の推進           1,427万円（9,400万円） 
 
 

④ 産地育成・ブランド化の推進 

産品のブランド力向上や６次産業化，販路拡大などを総合的に展開
することにより，農水産業の担い手の確保や遊休農地の有効活用，経
営基盤の強化などを図ります。 

（新）呉産品の販路拡大支援                      678万円（2,000万円） 
（拡）産地育成・地産地消の推進           657万円（3,900万円） 
   農水産品のブランド化・6次産業化の推進   500万円（2,900万円） 

 
⑤ 未来を担う人材の育成 

介護や看護，保育などの職に就くことを目指して学ぶ学生が，卒業
後，市内の事業所等に就職しやすくなるよう支援することにより，専門職
の人材の確保と若年層の市内定着を図ります。 

福祉医療人材（介護・看護・保育）の確保・養成              － 

⑥ 「妊娠・出産・子育て」の切れ目のない支援 

子育て世代包括支援センターを設置し，産前産後における様々なニ

ーズにきめ細かく対応することにより，安心して子どもを産み育てること

ができる環境を創出します。 

   妊娠から出産・育児までの包括支援      842万円（3,600万円） 

   不妊治療の支援                  4,406万円（1.8億円） 

⑦ 子育て家庭の応援 

保育サービスや放課後児童会の充実などにより，多様化する子育

てニーズに対応するとともに，子どもの健やかな育ちを後押ししま

す。 

（拡）乳幼児等医療費助成の充実       3億7,446万円（18.8億円） 

   子育て支援センターの充実          1,861万円（9,200万円） 

   ファミリー・サポート・センター事業の充実 1,131万円（4,900万円） 

   保育サービスの充実               6,799万円（3.4億円） 

   放課後児童会の充実              1,451万円（8,800万円） 

⑧ 小中学校教育の充実 

呉の教育の特色である小中一貫教育の更なる推進を図るとともに，呉

市の特性を活かした教育活動として，市内の企業や高等教育機関等と

連携した本物体験等の活動を充実させ，「確かな学力」の向上，「豊か

な心」，「健やかな体」を育んでいきます。 

（新）文化・スポーツ応援事業             325万円（1,000万円） 

   小中一貫教育の推進               3,261万円（1.6億円） 

   特色ある呉の教育の推進           1,487万円（7,300万円） 

⑩ 定住・移住サポートの総合窓口化 

定住・移住を支援する定住サポートセンターの総合窓口化を推進す

ることにより，定住・移住希望者への情報提供や相談体制の充実を図り

ます。 

   定住サポートセンターの充実                         － 

⑪ 定住・移住促進 

若年層が市内で住宅を取得しやすいよう支援するとともに，空き家の

利活用を促進することにより，市外への転出抑制と市外からの転入促進

を図り，人口社会減の抑制に結び付けます。 

（新）移住促進施設整備の支援             330万円（330万円） 

（新）ＤＩＹ型賃貸借の普及促進                150万円（450万円） 

（拡）新婚・子育て世帯の定住支援        2,000万円（6,900万円） 

（拡）移住希望者の住宅取得支援         2,000万円（7,100万円） 

   空き家家財道具等処分支援          300万円（1,100万円） 

   学生シェアハウス支援               145万円（400万円） 

⑫ 健康寿命の延伸 

気軽に健康づくりに親しむ環境を整えるとともに，恵まれた医療環境

を活かした生活習慣病の重症化予防や地域包括ケアの推進により，市

民の健康寿命の更なる延伸を図ります。 

（新）データヘルスによる地域包括ケアの推進      3,255万円（6,300万円） 

   地域総合チーム医療の推進           2,468万円（1.1億円） 

   地域包括ケアシステムの構築                3億2,705万円（15.7億円） 

   大学と連携した健康づくり普及促進        45万円（300万円） 

⑨ 大学と連携したアスリートの育成 

日本体育大学等と連携して，大学が持つ知識や技術，人材を活用し

た技術指導を行うことにより，子どもたちの競技力の向上を図ります。 

   大学と連携したアスリートの育成         150万円（600万円） 

⑬ 呉市版ＣＣＲＣの検討 

東京圏を始めとする地域から移り住んだ元気な高齢者が，健康でアク

ティブな生活を送り，必要に応じて医療・介護サービスを受けることがで

きる「呉市版ＣＣＲＣ」の導入検討を進めます。 

   呉市版生涯活躍のまち（ＣＣＲＣ）構想の検討    － （150万円） 

① 積極的な企業誘致・留置活動の展開 

積極的な企業誘致を展開し，産業の集積と雇用の創出を図るととも
に，市内企業の設備投資を促進し，市内操業の継続と雇用の安定を図
ります。 
（拡）企業立地の推進              11億2,917万円（28.5億円） 
   積極的な企業誘致活動の展開        550万円（2,700万円） 
   企業の本社機能の移転等促進                             － 

市内企業による設備投資の促進                         － 
 

② 都市ブランド力の向上 
大和ミュージアム周辺のにぎわいの多極化や日本遺産の活用など，

呉らしさ（呉の特色）を活かした都市ブランド力の向上により多くの人が
集い交流する場を創出し，消費拡大や雇用創出を図ります。 
（新）呉市中心部回遊性向上機能の整備   3億4,400万円（3.4億円） 

（新）呉駅前地区の再整備の推進         1,000万円（1,000万円） 
（新）日本遺産を活用した呉の魅力発信事業    5,693万円（1.2億円） 
（拡）シティプロモーションの推進                                                    4,600万円（1.1億円） 

（完）戦艦「大和」のふるさと・くれブランドの向上        －（1.0億円） 
（完）日本遺産の登録申請                            － 

１ 働きやすさの向上～しごとづくり～ ２ 育てやすさの向上～ひとづくり～ ３ 暮らしやすさの向上～まちづくり～ 
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