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広島市議会議員

令和２年 11月 （1）市 議 会 だ よ り

　時下皆様方におかれましては益々ご清祥のことと心よりお喜び申し上げます。
　また、平素より市政の推進や議会の活動に格別のご理解とご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症の感染状況は、８月以降、複数の自治体で新規感染者数の減少が止まる、あるいは増加に転じる
といった動きもあり、減少傾向に鈍化がみられています。
　特に東京都や大阪府は感染動向に注意が必要とされており、感染拡大につながらないような警戒対応が求められています。
　治療薬やワクチンの開発が待たれている中ではありますが、今後の第3波の到来や、秋冬にかけてのインフルエンザとの同時流
行なども懸念されます。
　この新型コロナウイルスの感染拡大は、社会の様々なシステムや、人々の生活に大きな影響を及ぼし、外出自粛等により経済・
雇用が不安化する中で、働き方や教育の在り方にも大きな変革が迫られ、様々な変革をもたらしたと思います。
　こうした中、国の観光支援事業「GoToトラベル」により観光産業は一部賑わいを取り戻したように見受けられますが、コロナ禍で直
撃を受けた経済活動は、いまだ大幅な落ち込みから回復できていない状況にあります。
　今後、さらに経済活動を段階的に引き上げ、落ち込んでいる経済を早急に回復させるとともに、徹底した３密の回避など、コロナ
禍での新しい生活様式を定着させて、感染拡大の防止と経済活動の活性化を両立するという新しい課題に挑み、この難局を乗り越
えていく必要があります。
　広島市においても、市民総生産はコロナの影響でかなりの落ち込みが予想されており、本市の財政面でも市税等の大幅な減収が
懸念され、大変厳しい状況に置かれることとなります。
　そのためにも、令和２年度の予算の執行を着実に進めるとともに、withコロナの生活様式を進め、予防や医療体制の確立と経済・
雇用支援に力を入れた施策を講じ、市民総生産の向上に努めるべきと考えます。

　広島市は、令和３年度予算編成に関する依命通達の中で、議会、監査等の指摘への対応として、
「議会の審議、包括外部監査や監査委員監査等を通じて、これまでに指摘を受け、対応が必要な
事項については、問題を解消するための措置を予算要求に反映するなど、的確に対応すること。」と
あり、議会の役割はこのような時にこそより、市民の心に寄り添い、市民の声を伝え、施策を積極的
に提案するなど、その力を最大限発揮しなくてはなりません。
　市の執行部と議会が健全な議論をしっかり行い、私としてもより良い政策の実現に向け実行して
まいります。
　この度の市議会だよりは、令和２年度９月議会の主な議案のご紹介と都心における土地の高度
利用、国・地方間による税配分の是正について掲載しております。お気付きの点等ございましたら事
務所までご連絡をお願い致します。
　最後になりましたが、皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈りし、今後とも引き続き、ご指導、ご鞭
撻を賜りますようお願い申し上げましてご挨拶とさせていただきます。

ご挨拶

広島市議会議員 永田雅紀

第６章 施設整備計画 

6.1 サッカースタジアムの配置計画 

1.サッカースタジアムの配置計画 

(1) 向き 

スタジアム標準＊17で求められている南北方向を基本とし、敷地形状を考慮した向きとする。 

(2) 配置 

中央公園広場のいずれの場所に配置しても一定程度の整備効果が見込めるが、検討を行っ

た結果、下表のとおり、中央公園の回遊性、歩行者の交通処理、地下埋設物への影響等にお

いて西側配置に優位性があることから、サッカースタジアムを中央公園広場の西側に配置す

る計画とする。 

 

中央公園の 
回遊性 

東側を広場とすることにより、平
和記念公園～原爆ドーム～旧広島
市民球場跡地～広島城の回遊ルー
トの形成が容易 
また、サッカースタジアムを西側
に配置することで、隣接する基町
環境護岸との往来も想定でき、新
たな回遊ルートの形成が可能 

歩行者の 
交通処理 

東側の地下道からスタジアムを離
すことにより、南側アクセスルー
トへの歩行者誘導が容易となり、
幅員が狭い地下道への歩行者の流
入の抑制が可能 

地下埋設物
への影響 

西側には近世武家屋敷跡はあるも
のの、東側にある広島城西の出丸
などのような歴史的価値が高い遺
構が発見される可能性が低い。 
また、西側配置の場合、水道・下
水道等の地下埋設物への影響がな
い。 

 

 

 

 

 

(3) モニュメント等への影響 

西側配置とすることで、移設等が必要となるモニュメント等については、現在の場所に配

置することとなった背景等を十分に考慮した上で対応を行う。 

なお、主な地下埋設物及びモニュメント等は下図のとおり。 
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建設の推進
広島の新たなシンボルとなるサッカースタジアム及び
その関連施設を一体的に整備する。
整備内容

スケジュール

債務負担行為の設定

①サッカースタジアム
②広場エリア
③ぺデストリアンデッキ

事業名 期　間 限度額
サッカースタジアム等整備 3～6年度 257億400万円

サッカースタジアム

２年度 設計及び施工に係る事業者選定
３～６年度 基本設計・実施設計、建設工事、開業



令和２年 11月（2） 市 議 会 だ よ り

補正予算の内訳

令和2年度9月 補正予算

事業費 財源内訳

事業費 財源内訳

旧中島地区被爆遺構の展示整備

被爆の実相を伝えるため、平和記念公園内にある旧中島地区被爆遺構の
展示整備を行う。

展示解説設備の整備

レプリカ作製

債務負担行為の設定

見直し後のスケジュール

見学者に被爆遺構が示す被爆の実相をより深く理解してもらえるよう、被爆
前後の町並みや遺構に関する解説パネル、映像設備などの整備に向けた実
施設計を行う。

新型コロナウイルス感染症の影響により、レプリカの展示方針などを定めた
展示整備基本計画の策定が遅延したことから、作製の着手時期を繰り延べ、
減額補正するとともに、債務負担行為を設定する。

△2,433万2千円

△2,733万2千円

300万円

30年度 整備方針検討、試掘調査
元年度 確認調査
2年度 展示整備基本計画策定、施設整備の実施設計、

展示開設設備の実施設計、レプリカ作製
3年度 施設整備、展示解説設備整備、レプリカ作製、公開

事業名 期　間 限度額
旧中島地区被爆遺構の展示整 3年度 2,733万2千円

安芸市民病院病棟等建替え（安芸市民病院事業会計）
施設の老朽化が進んでいる安芸市民病院の病棟等の建替えを行う。

債務負担行為の設定

スケジュール
元・２年度 基本計画策定
２～４年度 基本・実施設計等
５・６年度 本体工事等
７・８年度 開設、既存病棟解体工事等

事業名 期　間 限度額
安芸市民病院病棟建替え 3・4年度 2億2,370万円

利用料金の減収に伴う指定管理料の追加措置

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金が減収し、12月議会まで
に資金不足が生じるおそれのある指定管理者に対し、指定管理料を追加措
置する。

4億6,980万8千円

対策施設 指定管理者 追加措置額

文化創造センター （公財）広島市文化財団 7,598万4千円

区民文化センター
（8区）

（株）イズミテクノ（安佐北区）
（公財）広島市文化財団（他7区）1億5,051万1千円

広島城 （公財）広島市文化財団 6,602万2千円

こども文化科学館 （公財）広島市文化財団 519万1千円

交通科学館 （公財）広島市文化財団 667万4千円

文化交流会館 広島アートウインド運営企業体 7,915万円

広島国際会議場 （公財）広島平和文化センター 7,180万7千円

国際青年会館 （公財）広島市文化財団 1,446万9千円

対象施設等

区　　分 補正前 補正額 補正後
一般会計 7,952億4,253万9千円 24億6,151万2千円 7,977億405万1千円
特別会計 4,240億8,652万3千円 1億6,068万4千円 4,242億4,720万7千円
企業会計 1,484億990万5千円 － 1,484億990万5千円
全 会 計 1兆3,677億3,896万7千円 26億2,219万6千円 1兆3,703億6,116万3千円

26億2,219万6千円補 正 額
補正後の額

（特定財源 24億6,684万2千円）

事業費 財源内訳

元気なまちづくりプロジェクトの推進に係る経費の追加措置

1億円

「新しい生活様式」等を踏まえて、中長期的な視点に立ち、地域の魅力を高
める新たな取組を行う団体に対して支給する補助金について、予算額を超
える申請が見込まれるため、必要額を追加措置する。

既計上額 補正額 所要額
2億円 1億円 3億円

国庫補助金　7,600万円
寄　附　金　2,400万円

事業費 財源内訳

ＰＣＲ検査体制の拡充強化

かかりつけ医などの医療機関で唾液によるPCR検査が受けられる体制を新
たに整備し、この検査に係る自己負担額を本市が負担する。

5,040万6千円 国庫負担金　2,520万3千円
国庫補助金　2,520万3千円

事業費 財源内訳

住居確保給付金の追加措置

新型コロナウイルス感染症の影響の長期化による給付金申請者等の増加に
対応するため、必要額を追加措置する。

1億3,644万3千円

既計上額 補正額 所要額
1億7,220万8千円 1億3,644万3千円 3億865万1千円

国庫負担金　1億233万2千円
国庫補助金　　3,411万1千円

事業費 財源内訳

介護施設等における感染拡大防止対策

広島県の地域医療介護総合確保基金を活用し、介護施設等への簡易陰圧装
置の設置に要する経費を補助する。
特別養護老人ホームなど6施設。

1億5万8千円 県補助金　1億5万8千円

事業費 財源内訳

国民健康保険料の減免に係る還付金の追加措置（国民健康保険事業特別会計）

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった世帯に対
する元年度分保険料の減免に係る還付金について必要額を追加措置する。

7,812万円 県補助金　7,812万円

基金繰入金　△2,433万2千円

国庫補助金　4億6,980万8千円



令和２年 11月 （3）市 議 会 だ よ り

ひろしま都市犬
はっしー

3ひろしま市民と市政　令和2年（2020年）10月15日

　市は、「200万人広島都市圏構想」の
実現に向け、近隣23市町と連携・交流
を進めています。

はっしー漫遊記広島広域
都市圏 88

わがまちの推しグルメ（田
た ぶ せ

布施町・いちじくわいん）
　私の推しグルメは、田布施町で７月～８月に収穫さ
れた特産品のいちじくを使った「田布施いちじくわい
ん」です。町内産のいちじくを100％使
用し、いちじく特有の味と香りが楽し
める一品です。その他にもいちじくを
使用したジャムや外

う い ろ う

郎などの加工品
も取りそろえています。
　ぜひ一度食べてみてください！

広島広域都市圏サイト 検索

　広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を統合した「広島都心地域」の
一部が、このたび「特定都市再生緊急整備地域」に指定されました。
問都市機能調整部都心空間づくり担当（T504-2766、F504-2309）
※相談支援窓口も同番号

　健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21（第2次）」では、体力や健康
状態に合った無理のない運動として、ウオーキングを勧めています。
問健康推進課（T504-2290、F504-2258）

認定者には広島広域都市圏ポイント 広域 を発行

楽しく続けよう ウオーキング

新
型コロナウイルス感染症の
影響による外出控えから、
運動不足を感じている人

も多いのではないでしょうか。密を
避け、1人でも気軽に取り組めるウ
オーキングを始めませんか。
　巿ではウオーキングを楽しく続
けるために、「健康ウオーキング認
定制度」を設けています。認定者に
は認定証と、10月1日からは新たに

市
では、広島駅周辺地区と紙
屋町・八丁堀地区を都心の
東西の核と位置付けていま

す。都市機能の集積・強化を図るこ
とにより、それぞれが活力とにぎわ
いのエンジンを持ち、相互に刺激し
高めあう「楕円形の都心づくり」を
推進しています。

　こうした中、すでに「都市再生緊
急整備地域」（上図参照）の指定を受
けた地域を統合し「広島都心地域」
とした上で、その一部を「特定都市
再生緊急整備地域」に指定する政令
が9月16日に公布・施行されました。

　「特定都市再生緊急整備地域」は、
都市再生緊急整備地域のうち、市街
地の整備の推進が都市の国際競争

広島広域都市圏ポイントを発行し
ています。
　詳しくは市ホームページで。

力の強化を図る上で特に有効な地
域として、政令で指定される地域を
いいます。
　指定を受けた地域では、一定の要
件を満たした都市開発事業などに
ついて、従来の都市再生緊急整備地
域における支援に比べ、より充実し
た税制支援などが受けられます。

　市は、引き続き、官民で連携して、
都心における土地の高度利用など
に取り組み、国際平和文化都市とし
ての都市づくりを推進していきま
す。指定された地域の都市開発事業
に関する相談支援窓口（上記参照）
を開設していますので、ご活用くだ
さい。

広島駅周辺と紙屋町・八丁堀を東西の核に

国際競争力を高める都市づくり

コロナ
対策

問健康推進課
（T504-2622、
F504-2258） 市HP ■ページ番号でさがす 171566

自分のため、また、他者へ感染を広げないため、
アプリの活用をお願いします。

【アプリの特徴】
●�プライバシーを確保しつつ、陽性者と接触した可能
性について通知を受けることができます

●�「接触」の通知を受けると、保健センターに相談する
ことで、PCR検査を受けることができます

●�利用者が増えることで、感染拡大防止の効果がより高
くなることが期待されます

ビタミンCやカリウム、
カルシウム、鉄などさま
ざまな栄養素をバランス
よく含んだ緑黄色野菜

水菜のチヂミひろしま
そだち
kitchen

キッチン

水菜 80g
カニかまぼこ 16g（1本）
ごま油 大さじ1

〈生地〉
薄力粉 100g
片栗粉 大さじ1と1/3
卵 １個
水 130ml
塩コショウ 少々

■1  水菜は5㌢に切り、カニかまぼこはほぐ
しておく
■2  生地の材料をボウルに入れ、よく混ぜて
おく
■3  ■2のボウルに水菜とカニかまぼこを入
れ、よく混ぜる
■4  フライパンにごま油を入れて熱し、生地
を流し両面をこんがり焼く
■5  ポン酢などお好みでどうぞ

“ひろしまそだち”
�の野菜を食べよう 広島市内の農林漁業者が市内で

生産した産品のブランドマーク

水菜
vol.04

4890市HP ■ページ番号でさがす

材料2人分 （レシピ提供：広島市食農コーディネーター）

新型コロナウイルス接触確認アプリC
コ コ ア

OCOAの
インストールをお願いします

協同組合
田布施地域交流館
丸山真理子さん

健康ウオーキング認定制度
【対象者】市内に在住か通勤・通学している人
【申請方法】
手順1�「歩いた日付」と「歩数」か「歩行距離（歩幅×

歩数）」を記録（記録用紙は区地域支えあい課
で配布。市ホームページからも入手可）

手順2�累計した「歩行距離」が下記の認定条件を満
たしたら、記録表を区地域支えあい課へ
区分 認定条件 記念品

健康ウオーキング
チャレンジャー ウオーキングを３カ月間継続した人 認定証

健康ウオーキング
マスター

歩行距離の累計が広島～東京間（894.2km）
に達した人

認定証
50ポイント

健康ウオーキング
グランドマスター

歩行距離の累計が広島～北海道北広島市間
（2090.7km）に達した人

認定証
250ポイント
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都心活性化の推進

都市開発事業への支援

相談窓口の活用を

　本市では、平成15年に広島駅周辺地区が、平成30年に紙屋町・八丁堀地区が
「都市再生緊急整備地域」に指定されています。
　都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業など
を通じて、緊急・重点的に市街地の整備を推進する必要がある地域として政
令で指定された地域のことです。指定を受けた地域では、土地利用制限の規
制緩和や税制上の特例措置などが行われ、民間活力を中心とした都市の再生
が促進されることが期待されます。

●中央公園広場（サッカー
スタジアム建設予定地）

●旧市民球場跡地
●広島バスセンター

●マツダ
　スタジアム

広
島
電
鉄

広島電鉄

JR山陽本線

JR山陽新幹線

中
央
通
り平和大通り

  広島駅
●

・・・ 既に指定されている都市再生緊急整備地域
　　（広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を統合）

・・・ 今回指定された特定都市再生緊急整備地域

インストール方法など詳しくはこちらから

なるべく距離を
空けて、すいた時
間、場所を選んで
歩きましょう

元気じゃけんひろしま21
マスコットキャラクター「そらママ」

【COCOAとは】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、厚生労働省が運用し
ているスマートフォン用アプリです。

広島駅周辺と紙屋町・八丁堀を東西の核に

国際競争力を高める都市づくり
　広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を統合した「広島都心地域」の一部が、このたび
「特定都市再生緊急整備地域」に指定されました。
■都市機能調整部都心空間づくり担当（TEL 504-2766、FAX504-2309）
※相談支援窓口も同番号

　本市では、平成15年に広島駅周辺地区が、平成30年に紙屋町・八丁堀地区が「都市再生緊急整備地域」に指定されています。
　都市再生緊急整備地域とは、都市の再生の拠点として、都市開発事業などを通じて、緊急・重点的に市街地の整備を推進する
必要がある地域として政令で指定された地域のことです。指定を受けた地域では、土地利用制限の規制緩和や税制上の特例措
置などが行われ、民間活力を中心とした都市の再生が促進されることが期待されます。

市では、広島駅周辺地区と紙屋町・八丁堀地区を都心
の東西の核と位置付けています。都市機能の集積・
強化を図ることにより、それぞれが活力とにぎわいの

エンジンを持ち、相互に刺激し高めあう「楕円形の都心づくり」
を推進しています。

都心活性化の推進
　こうした中、すでに「都市再生緊急整備地域」（上図参照）の
指定を受けた地域を統合し「広島都心地域」とした上で、その
一部を「特定都市再生緊急整備地域」に指定する政令が9月
16日に交付・施行されました。

都市開発事業への支援
　「特定都市再生緊急整備地域」は、都市再生緊急整備地域の
うち、市街地の整備の推進が都市の国際競争力の強化を図る上
で特に有効な地域として、政令で指定される地域をいいます。

　指定を受けた地域では、一定の要件を満たした都市開発事
業などについて、従来の都市再生緊急整備地域における支援
に比べ、より充実した税制支援などが受けられます。

相談窓口の活用を
　市は、引き続き、官民で連携して、都心における土地の高度
利用などに取り組み、国際平和文化都市としての都市づくりを
推進していきます。指定された地域の都市開発事業に関する相
談窓口（上記参照）を開設していますので、ご活用ください。
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広島市広報紙『ひろしま市民と市政』より



令和２年 11月（4） 市 議 会 だ よ り

真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正
消費税、所得税、法人税等、複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とし、さらに、
国と地方の役割分担を抜本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、地方税の配分割
合を高めていくこと。

地方自治体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税収を減ずることなく、国税からの税源移譲等、地方税
財源拡充の中で地方交付税なども含め一体的に行うこと。

　現状における国・地方間の「税の配分」は６：４である一方、地方交付税、国庫支出金等も含めた「税の実質配分」は３：７と
なっており、依然として大きな乖離がある。
　したがって、地方自治体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できる真の分権型社会を実現するため、消費税、所得税、
法人税等、複数の基幹税からの税源移譲を行い、国・地方間の「税の配分」をまずは５：５とし、さらに、国と地方の役割分担を抜
本的に見直した上で、その新たな役割分担に応じた「税の配分」となるよう、具体的な工程を明示し、地方税の配分割合を高めて
いくべきである。
　地方自治体間の財政力格差の是正を目的に導入された地方法人税は、単に、法人住民税の一部を国税化し、地方交付税として
地方に再配分する制度にすぎず、受益と負担の関係に反し、真の分権型社会の実現の趣旨にも反する不適切な制度である。
　もとより、地方自治体間の財政力格差の是正は、法人住民税などの地方税収を減ずることなく、国税からの税源移譲や地方交
付税の法定率引上げ等、地方税財源拡充の中で地方交付税なども含め一体的に行うべきである。

（１）

（２）

1

2

地方税 地方税 地方の役割

税源移譲

国　税

国　税 国の役割

地　方

国

国と地方の新たな役割分担に応じた
「税の配分」

税の配分 税の実質配分 税の配分 役割分担

複数の基幹税の

配分割合の

大幅な引上げなど 真の分権型社会の実現

5

：

5

国 5：地方 5

地方法人税の拡大及び特別
法人事業税の創設の影響に
より、令和3年度には、地方と
国との税の配分格差が更に
拡大する。

まずは さらに

さ
ら
な
る

税
源
移
譲

地方税 地　方

国

国　税

41兆122億円 76兆2,906億円

32兆7,735億円

68兆519億円

37.6％ 70.0％

30.0％

62.4％

地方税　41兆122億円

地 方 交 付 税
地 方 譲 与 税
国 庫 支 出 金
国直轄事業負担金

17兆6,398億円
2兆6,086億円
15兆7,222億円
△6,922億円

国 6 地方 4
税の配分

注　国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。

税の実質配分

税の配分の
抜本的な
是正が必要

国・地方における税の配分状況

総額109兆641億円

4

：

：

7

6

3

現　状

（令和2年度）


