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　時下、新型コロナウイルス感染症の第五波は急速に感染
者数を減らし行動制限が解除されるに至りましたが、皆様
にはいかがお過ごしでしょうか。お亡くなりになられた方に
はお悔やみを申し上げ、り患された方にはお見舞いを申し
上げます。行動制限下でワクチン接種が進められた一方で
治療薬の開発が進められていますが、社会経済活動との共
存の為にも、医療逼迫が回避される治療・医療体制が確立
されることが待ち望まれています。第六波、インフルエンザ
の流行に備え、皆様には油断なく感染防止に留意されお過
ごし下さいますようお願い申し上げます。
　さて、広島選出の岸田文雄衆議院議員が内閣総理大臣に
指名されました。また衆議院議員選挙でも皆様のお蔭をも
ちまして圧倒的な勝利を収められました。我々地元として
もご活躍に期待が膨らんでいるところです。コロナ禍で疲
弊した経済下、原油高、円安が進行し、国民生活への影響
が懸念されつつ、本格的に岸田内閣が始動することになり
ましたが、コロナ対策、経済対策、少子化対策、安全保障、
社会保障、外交、教育、環境問題等、この国難を乗り超える
べく山積する課題に対し的確なかじ取りをして下さること
を念願いたしております（11月12日）。
　さて、後援会では、誌面での市政報告をさせて頂いておりますが、身近な自治体の役割として、市民生活に直結する
事業を審議・決定する過程が少しでも皆様に公開され情報が共有され、尚且つ皆様のご意見を頂く事でより良い審議・
決定が出来ることを期待し、情報発信に努めております。どうかご理解の程お願い申し上げます。本号は先般行われた
広島市議会９月定例会に提出された主な議案と特別委員会の審議状況、100歳以上の高齢者の状況などを掲載してお
ります。お気付きの点等がございましたら、事務所までご連絡を下さいますようお願い致します。
　最後になりましたが、それぞれのお立場でコロナ禍の社会をお支え下さっている皆様に敬意を表し、平素からの議会
活動へのご理解とご協力に感謝申し上げ、皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げ、また、引き続きご指導ご鞭
撻を賜ります様お願い申し上げましてご挨拶と致します。
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補正後の額
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令和3年度9月 補正予算の概要
特定財源
一般財源

151億7,424万2千円
2億2,931万4千円

区　分 補　正　前 補　正　額 補　正　後
一般会計 6,908億4,631万4千円 153億5,355万6千円 7,061億9,987万円
特別会計 4,369億 627万円 5,000万円 4,369億5,627万円
企業会計 1,475億 682万5千円 1,475億 682万5千円
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補正予算の内訳（抜粋）

キャッシュレス決済の推進

広島競輪場の再整備等
（競輪事業特別会計）

放課後児童クラブの
開設準備

新型コロナウイルスワクチン接種事業に
係る経費の追加措置

PCR検査の実施に係る
経費の追加措置

困難を抱えた女性のための
つながりサポート事業

215万1千円

54億1,467万7千円 11億3,178万4千円

2,778万5千円

750万円
市民サービスの向上や業務の効率化を図るとともに、新型コ
ロナウイルス感染症の予防策の一環として位置付けて、各区
役所市民課窓口等にキャッシュレス決済を先行導入する。

新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少や孤独・孤
立などの困難や課題を抱えた女性に対する緊急支援対策を実
施する。

広島競輪場が、広く市民に利用され自転車を活用したスポー
ツや文化の振興に資するとともに、本市財政に一層貢献でき
るよう、施設の再整備を含めた包括委託を実施することに伴
い、債務負担行為を設定する。

4年度に放課後児童クラブの定員不足が見込まれる学区にお
いて、児童館の利用に必要となる備品購入など、4年4月の
クラス増設に向けた準備に取り組む。

対象学区 9学区
　■幟町　■中島　■矢賀　■比治山　■毘沙門台　■深川

　■倉掛　■口田東　■楽々園

希望する市民に対するワクチン接種を早期に完了させるた
め、集団接種会場の設置や、コールセンターの体制強化等に
係る必要額を追加措置する。

症状がある方などに対するPCR検査数の増加に対応するた
め、検査に要する自己負担分の費用助成等に係る必要額を追
加措置する。

主な支援内容
①��共通の困難・課題を抱えた
　�女性同士が語り合う場の設置。

②�生活支援等のアドバイザー
　�によるセミナーの開催。

③�フリーダイヤルによる
　�緊急電話相談窓口の設置。

④��①～③の参加者、相談者のうち
　�希望者に対する生理用品の提供。

各区役所市民課窓口
事業費 145万4千円

時　期 4年1月

対　象 住民票の写し、戸籍関係証明書、印鑑登録証明
書等の交付に係る料金。

債務負担行為の設定
事業名 期間 限度額

広島競輪場解体 4～7年度 16億2,400万円

広島競輪開催
業務委託等 4～37年度

広島市と事業者との間の広
島競輪場再整備・運営事業
に関する基本協定に基づく
各年度の競輪開催業務委託
料及び再整備後における施
設使用料の合計額。

スケジュール
3年度 事業者選定

4～7年度 設計、解体、再整備

8～37年度 再整備後の施設での業務実施

広島平和記念資料館窓口
事業費 69万7千円

時　期 4年2月

対　象 常設展示に係る料金。

既計上額 66億4,686万2千円

補 正 額 54億1,467万7千円

所 要 額 120億6,153万9千円

既計上額 2億6,830万4千円

補 正 額 11億3,178万4千円

所 要 額 14億 8万8千円
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都市活性化対策特別委員会説明資料
中央公園内の公共施設の集約化等に向けた検討

11月18日（木）10：00から都市活性化対策特別委員会が開催され、中央図書館は広島駅前のエールエールA館の中に入れると
いう案が提出されました。当日の中央図書館等の施設に対する質疑については次号のTO�YOUにてお届けいたします。

中央公園内の公共施設については、令和2年3月に策定した「中央公園の今後の活用に係る基本方針」において、中・長期的な
取組として「耐用年数を迎える公共施設を必要に応じて集約しつつ機能更新を図ることなどを検討する」としており、旧広島市
民球場跡地整備などの短期的な取組に引き続き、着実かつ円滑に具体的取組を進められるよう、関係部局が連携しながら、施設
の集約化等に向けた検討を行います。

ゾーニング 施設名
集約化等の方向性

機能・在り方の見直しについて 最適な配置等について 跡地活用について

文化芸術ゾーン ��中央図書館

・�従来の図書館機能に加え、幅
広い世代がより本に親しめる
空間づくりや広島情報の発信
など、「平和文化」の情報拠
点としての今後の図書館の在
り方を検討する。

・�中央図書館は本市全体の図書資料の収集・整理等の総合的な管理を担う中
核図書館であり、市民サービスを確保する観点から工事期間中も閉館すべ
きではないことから、移転建替等を検討する。
・�移転建替等に当たっては、市民サービス確保にとどまらず、まちづくりに
資する他の取組との連携による市民サービスの向上も視野に入れ、中央公
園外への移転も検討する。
・�移転先の検討に当たっては、例えば、広島駅周辺地区を候補地とし、「楕
円形の都心づくり」や広島広域都市圏等からの広域的な利用にも資するよ
うにする。

・�文化芸術施設の
整備を検討する。

こどもゾーン こども
文化科学館

・�施設の有効活用や多様な交流
機会の拡充を図る観点から、
施設内容のリニューアルを図る。

基本方針に示された「こどもゾーン」の中核施設として、現在地において、
耐震及び長寿命化改修を行うこととした上で、青少年センターとの連携に
よりホール等の共用化を検討する。

こども文化科学館（開設：昭和55年（築41年）、利用者数：373,929人）
機　　能 サービス

展示室
プラネタリウム
ホール（250席）
実習室、工作室、研修室等

・文化及び科学に関する資料の
こどもへの観覧
・こどものための音楽会、演劇会
の開催等

課　　　　　題
・施設が老朽化しており耐震改修も未実施である。�
・常設展示について20年以上大規模な更新がされておらず、
魅力が低下している。

渝華園

中央公園広場

（サッカースタジアム建設予定地）

スポーツ・レクリエーションゾーン

歴史ゾーン

こどもゾーン

文化芸術ゾーン

イベント・集客ゾーン

ファミリープール

こども

文化科学館
こども

図書館

青少年

センター
旧広島市民球場跡地

広島県立

総合体育館

ひろしま

美術館

中央図書館

映像文化ライブラリー

広島城跡

平和記念公園

水辺空間

こどもゾーン 家族連れを中心に安心して訪れることができ、未来を担う子供が遊べるゾーン。

こどもゾーン

文化芸術ゾーン

耐震及び現状延命と考えてお
られるようだが、次代を担う子
供たちの文化および科学に関
する興味と関心を高めて創造
性を喚起するとともに向上心を
涵養しもって社会教育の発展に
寄与するうえで、この施設こそ
お台場の日本科学未来館級は
難しいかもしれないが、わくわ
くする魅力的な施設として充実
を図る事が必要ではないか。

中間報告としての位置づけで　“従来の図書館機能に
加え、幅広い世代がより本に親しめる空間づくりや広島
情報の発信など、「平和文化」の情報拠点としての今後
の図書館の在り方を検討する。”　とされていますが、
中央公園の整備に伴っての移転の為でしかない方向性
の示し方のよう。これから未来にわたって、広島市民に
多様な資料やサービスを提供し、保存し、デジタル活用
でより高度化された時代に即した図書館として、市民の
教養、調査研究等を支え市民に期待感を与えてリニュー
アルする魅力あふれる図書館として方向性を示していた
だきたい。

中央図書館

中央公園内の公共施設の集約化等に係る施設ごとの方向性

（開設：昭和49年（築46年）、利用者数：397,031人）
機　　能 サービス

図書閲覧室
書庫（蔵書約120万冊）
自習室

・市民教養
・調査研究
・レクリエーション

・資料の閲覧・貸出
・レファレンス
・読書会、展示会等

課　　　　　題
・施設が老朽化しており耐震改修も未実施である。
・入館者数が減少している。
・閲覧スペースや書庫等が不足している。

文化芸術ゾーン 市民の文化芸術活動や優れた文化芸術鑑賞の拠点と
するとともに、広島らしい文化芸術を国内外に発信する
ゾーン。また、中央公園の中間に位置するゾーンの立地
特性を踏まえ、平和記念公園と広島城をつなぐゾーン。
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2021年9月1日時点の住民基本台帳に基づく
100歳以上の高齢者の数が前年より6060人増加し、8万6510人となりました。

100歳以上人口は51年連続しており、世界有数の長寿国であります。
100歳以上人口は圧倒的に女性が多く、全体の88.4%を占めました。�

１．令和3年度(2021年度)に100歳に達する高齢者数（R3.9.1現在）
　　大正10年(1921年)4月1日から大正11年(1922年)3月31日までに生まれた方

２．令和3年度(2021年度)における100歳以上の高齢者数（R3.9.1現在）

３．各年度における100歳以上の高齢者数（各年度8月15日現在）

男 女 計

50人 332人 382人

（１）�年齢別状況 （単位：人）

年齢（歳） 男 女 計
110 0 1 1
109 0 3 3
108 0 7 7
107 2 14 16
106 0 19 19
105 4 41 45
104 13 63 76
103 6 80 86
102 28 157 185
101 36 220 256
100 50 332 382
計 139 937 1076

（２）�区別の状況 （単位：人）

区　名 男 女 計

中　　区 11 123 134

東　　区 16 97 113

南　　区 22 110 132

西　　区 22 130 152

安佐南区 22 147 169

安佐北区 23 152 175

安 芸 区 11 66 77

佐 伯 区 12 112 124

計 139 937 1076

（単位：人）

年度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2
男 68 80 69 81 100 100 93 111 111 124 138
女 486 518 551 589 667 669 703 715 722 813 879
計 554 598 620 670 767 769 796 826 833 937 1017

（単位：人）

区　分 中　区 東　区 南　区 西　区 安佐南区 安佐北区 安芸区 佐伯区 合　計
総人口 136,234 119,561 142,326 188,613 244,581 142,050 78,614 140,610 1,192,589
65歳以上 33,924 31,809 35,166 44,655 52,372 48,510 21,072 38,204 305,712
高齢化率 24.9 26.6 24.7 23.7 21.4 34.1 26.8 27.2 25.6

広島市の100歳以上高齢者の状況

日 本 の １００ 歳 以 上

※�年齢については令和３年度末時点のものとする

　最高齢の女性は福岡市在住の田中カ子（かね）さん118歳。田中さんは19年3月に世界最高齢
者としてギネスに公式認定されています。最高齢男性は奈良市在住の上田幹蔵さん111歳です。�
　老人福祉法が制定された1963年には、100歳以上の高齢者は全国で153人でしたが、81
年に1000人を突破、98年に1万人を突破し、その後も右肩上がりに増え続けています。�
　都道府県別で人口10万人あたりの100歳以上の高齢者の数が最も多いのが島根県の
134.75人、最も少ないのは埼玉県の42.40人で3倍以上の開きがありました。西高東低で、
特に関東地方など都市圏は、人口あたりの100歳以上が少ない傾向があります。

（参　考）　区別・高齢者数（R3.3月末現在）


