
事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

財政調整基金への積
立金　　 9億300万円 平成30年度一般会計決算剰余金の積立て
（財政局） 　（決算剰余金 18億595万2千円の1/2を

財源内訳 　　下らない範囲の額）

　繰越金 34億5,087万2千円

9億300万円     200万円   

  9億  300万円   

△4億1,246万円   

39億4,341万2千円

後期高齢者医療事業 1億5,950万7千円 後期高齢者医療保険料納付金等
（後期高齢者医療事 （30年度精算分）
業特別会計） 財源内訳
（健康福祉局）

　繰越金
1億5,950万7千円

補 正 予 算 の 内 訳

30 年 度 末 基 金 残 高

30年度決算剰余金積立て(今回補正)

元年度取崩し (９月補正後予算 )

元 年 度 末 基 金 残 高

元年度運用益積立て (当初予算 )
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

26年８月豪雨災害被
災地の復興まちづく 雨水管きょの整備
りの推進
（都市整備局） 　　転石の撤去に日時を要し工事が遅

　　延したため、工期を見直し、年度
　　ごとの事業費を変更する。

　（年度ごとの事業費の変更）

　（繰越明許費の設定）

限　度　額

雨 水 管 き ょ の 整 備 4億2,604万5千円

事　　業　　名

区　分 変更前 変更後

全体事業費 28億9,301万4千円 28億9,301万4千円

30年度 4億8,270万円 4億8,270万円

元年度 24億1,031万4千円 19億8,426万9千円

２年度 ― 4億2,604万5千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

広島特別支援学校の
校舎増築等 4,117万円 広島特別支援学校小中学部の入学者数
（教育委員会） が、これまでの見込みを大幅に上回る

財源内訳 状況が続いているため、増築すること
になっていた高等部校舎の規模を拡大

　市債 し、既存校舎における小中学部の収容
△4,480万円 能力を高めるとともに、高等部増築校

舎の竣工までの間においても教室不足
　一般財源 が見込まれることから、新たに小中学

8,597万円 部の仮設校舎を整備する。

　　校舎増築の基本・実施設計 △5,983万円

　　　
　　（年度ごとの事業費の変更）

　　（債務負担行為の設定）

　　（見直し後の全体スケジュール）

　　　30～２年度　基本・実施設計

　　　３～６年度　建設工事

　　　６年度　　　供用開始

　　仮設校舎の整備 1億100万円

　　　整備する教室数　17教室

　　（債務負担行為の設定）

区　分 変更前(A) 変更後(B) 差引(B-A)

全体事業費 1億2,744万円 1億6,625万7千円 3,881万7千円

30年度 3,823万円 3,823万円 ―

元年度 8,921万円 2,938万円 △5,983万円

２年度 ― 9,864万7千円 9,864万7千円

事　業　名 期　　間 限　度　額

広島特別支援学校校
舎増築（基本・実施
設計業務委託）

２年度 9,864万7千円

事　業　名 期　　間 限　度　額

広島特別支援学校仮
設校舎整備

２年度 2億5,600万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

給与改定に伴う補正 3億534万6千円 給与改定
（企画総務局ほか）

財源内訳 　　期末・勤勉手当　　０．０５月分増額

　国庫負担金
2,466万8千円

　一般財源
2億8,067万8千円
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公の施設の指定管理者の指定に伴う補正

　公の施設の管理を指定管理者に行わせることに伴う債務負担行為の設定

局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

市 民 局
広島市まちづくり市民交流
プラザ管理

２～６年度 5億9,958万円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市映像文化ライブラリ
ー管理

4億5,065万5千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市文化創造センター等
管理

13億6,810万円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市東区民文化センター
管理

2億9,161万8千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市南区民文化センター
管理

4億826万3千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市西区民文化センター
管理

3億7,050万2千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市安佐南区民文化セン
ター管理

2億5,657万円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市安佐北区民文化セン
ター管理

2億7,000万円 株式会社イズミテクノ

広島市安芸区民文化センタ
ー管理

4億4,900万4千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市佐伯区民文化センタ
ー管理

2億5,067万円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市中区スポーツセンタ
ー等管理

6億6,344万2千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市東区スポーツセンタ
ー等管理

9億2,089万円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市南区スポーツセンタ
ー管理

9億5,711万3千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市西区スポーツセンタ
ー等管理

3億3,212万円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市安佐南区スポーツセ
ンター等管理

4億3,924万4千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市安佐北区スポーツセ
ンター等管理

4億4,321万8千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市安芸区スポーツセン
ター管理

3億8,444万2千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市佐伯区スポーツセン
ター等管理

7億4,493万4千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市クアハウス湯の山管
理

4億508万1千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島国際会議場管理 4億5,546万1千円
公益財団法人広島平和文
化センター

広島市男女共同参画推進セ
ンター管理

3億2,376万5千円
男女共同参画社会をめざ
す女性教育を考える会広
島グループ

経 済 観 光 局 広島市市民農園管理 3,767万7千円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

都 市 整 備 局 竜王公園管理 ２～６年度 1億2,082万8千円
株式会社第一ビルサービ
ス

草津公園管理 2,640万円
テルウェル西日本株式会
社

西部埋立第五公園管理 333万円 株式会社オオケン

寺迫公園管理 5,852万7千円
三栄パブリックサービス
株式会社

可部運動公園管理 1億3,190万円 株式会社オオケン

瀬野川公園管理 2億6,468万4千円
株式会社第一ビルサービ
ス

佐伯運動公園管理 1億6,543万3千円
三栄パブリックサービス
株式会社

市営住宅等管理
（中・南区）

27億4,949万6千円
株式会社第一ビルサービ
ス

市営住宅等管理
（東・安佐北・安芸区）

12億9,697万1千円
株式会社第一ビルサービ
ス

市営住宅等管理
（西・安佐南・佐伯区）

20億3,861万2千円
株式会社第一ビルサービ
ス

消 防 局
広島市総合防災センター管
理

3億4,842万7千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

教 育 委 員 会
広島市似島臨海少年自然の
家管理

２～４年度 4億5,044万1千円
公益財団法人広島市文化
財団

184億7,739万8千円 34事業

皆賀園
　非公募

合計（指定管理者の指定議案）

公募
非公募

計
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