
 

１　国の補正予算等に伴う補正 210億2,681万9千円

⑴　一　般　会　計 202億8,681万9千円

 ◎　新型コロナウイルス感染症対策関連 98億7,290万5千円

① 元気なまちづくりプロジェク
トの推進 2億円 社会経済活動の再開に向けて、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、その活動に要する経費を補
助する。

補助率　９／１０

限度額　1,000万円／団体

② スポーツ活動への支援 1億185万円 感染症の影響を受けながらも、地
元スポーツ活動の再開に向け、共
助の精神に立って取組を行う団体
等を支援する。

トップスポーツチームへの支援 8,560万円

対象経費　市内で行う試合の
　　　　　会場使用料

補 助 率　収容定員に対する
　　　　　入場者数上限の割
　　　　　合に応じて設定

スポーツ大会主催者への支援 1,625万円

対象経費　市内で行う大会の
　　　　　開催経費

補 助 率　１／２

限 度 額　参加する選手の数
　　　　　に応じて設定

令和３年度２月補正予算の内訳
資 料 ７

収容定員に対する入
場者数上限の割合

補助率

50%以下 １／２
50%超80%以下 １／３

参加選手数 限度額
10～20人 ２万円
21～50人 ５万円
51～100人 10万円
101～200人 20万円
201人以上 40万円
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③ 文化芸術活動への支援 5,800万円 感染拡大防止措置を講じた上で、
共助の精神に立って公演等を開催
する者に対し、会場使用料及び附
帯設備使用料を補助する。

補助率　収容定員に対する入
　　　　場者数上限の割合に
　　　　応じて設定

限度額　30万円／日（展示の
場合は20万円／会期）

④ 新型コロナウイルスワクチン
接種事業 51億4,392万4千円 国の方針に基づき、追加接種（３

回目接種）を実施するため、接種
費用や集団接種会場の設置等に係
る経費を措置する。

⑤ 新型コロナウイルス感染症に
係るＰＣＲ検査等の実施 11億5,514万1千円 症状がある方などに対するＰＣＲ

検査に要する自己負担分の費用助
成等に係る経費を措置する。

⑥ 新型コロナウイルス感染症入
院医療費に係る本市負担 5億1,833万6千円 感染症法に基づき、入院に要する

自己負担分の費用を負担する。

⑦ 新型コロナウイルス感染症に
係る患者搬送体制の確保 1億6,705万4千円 感染症患者を自宅から医療機関や

宿泊療養施設へ搬送するために要
する経費を措置する。

⑧ 新型コロナウイルス感染症コ
ールセンター運営 485万8千円 県と連携して運営するコールセン

ターに係る経費を負担する。

⑨ 心のケア相談の実施 30万4千円 精神保健福祉センターにおける、
心のケアを必要とする市民に対す
るリモート相談等を４年度も継続
実施する。

⑩ 医療機関等を支援するための
医療資材の購入 1,933万8千円 地域医療を支える救急医療機関等

において活用するマスクなどの医
療資材を購入する。

収容定員に対する入
場者数上限の割合

補助率

50%以下 １／２
50%超 １／３
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⑪ 保健所・保健センター等で使
用する医療資材の購入 886万5千円 保健センター等の職員が使用する

マスクなどの感染防止のための医
療資材を購入する。

⑫ 高齢者いきいき活動ポイント
事業における感染予防対策の
支援 1,350万4千円 「新しい生活様式」の下でのポイ

ント事業のオンラインを活用した
活動を継続して支援するため、地
区社協に貸与したタブレット端末
の通信費等を４年度も負担する。

⑬ 在宅障害者等に対する相談支
援体制の強化 4,825万6千円 感染症の影響により在宅生活を強

いられている障害者やその家族か
らの相談に応じるため、各区の基
幹相談支援センターに追加配置し
ている相談支援専門員を４年度も
継続配置する。

各２人→各３人（継続）

⑭ 保育園等における感染症対策 1億7,790万円 感染症対策に要する経費の補助等
を行う。

⑮ 乳幼児健康診査における感染
症対策 721万2千円 集団健診における感染症対策の徹

底を図るため、保健衛生用品を購
入する。

⑯ 広島市販路拡大等チャレンジ
応援実行委員会への支援 11億円 販売促進・販路拡大に取り組む市

内中小企業者等で事業計画が適正
と認められた者に応援金を支給す
る広島市販路拡大等チャレンジ応
援実行委員会に対し、その取組に
要する経費を補助する。

（応援金の内容）

　対象経費　販売促進・販路拡
　　　　　　大のための新たな
　　　　　　取組に係る経費

　支給率　　４／５

限度額　　100万円／者
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⑰ 商店街活性化事業費補助 1,500万円 新型コロナウイルス感染症により、
経営に深刻な影響を受けながらも、
アフターコロナにおける売上回復
や販売促進に取り組む商店街に対
し、その取組に要する経費を補助
する。

補助率　　３／４

限度額　　100万円

⑱ 新型コロナウイルス感染症特
別融資に係る信用保証料補助 3,450万円 「新しい生活様式」に対応した新

たな事業環境の整備や、経営基盤
の強化に向けた新分野への進出等
を図ろうとする中小企業者等に対
し、新型コロナウイルス感染症特
別融資の初回利用に係る信用保証
料を補助する。

⑲ 夜間・早朝の活用によるにぎ
わい創出事業 1億1,032万3千円 観光客の誘客促進及び滞在時間の

延長を図り、観光需要の回復を促
進するため、夜間・早朝の時間帯
を生かした新たなイベント等を行
う民間事業者等に対し、その取組
に要する経費を補助する。

⑳ 体験型観光プログラムの利用
促進 5,000万円 観光客の誘客促進及び滞在時間の

延長を図り、観光需要の回復を促
進するため、広島広域都市圏内の
体験型観光プログラムに利用可能
な割引クーポンの発行等を行う。

割引率　１／２

限度額　２万円／人

㉑ バス、路面電車などの交通事
業者への支援 4億5,000万円 外出自粛や休業要請等により移動

需要が激減し、厳しい経営状況に
あるバス、路面電車などの交通事
業者に対し、ＰＡＳＰＹによる運
賃割引に要する経費を補助する。

補 助 率　９／10

対象期間　４年４月～９月

区分 補助率 限度額
定期的に実施するイベント 2,000万円
イベント（単発実施も可）や
ＰＲ活動

500万円
４／５
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㉒ 特別支援学校の安全な通学環
境の確保 1億7,189万円 児童生徒の通学時の感染リスクを

低減させるため、広島特別支援学
校のスクールバスの増便等を行う。

㉓ 学校における感染症対策 3億1,665万円 感染症対策の徹底を図るため、保
健衛生用品などを購入する。
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 ◎　その他補正 104億1,391万4千円

① 住民記録システムの改修 4,950万円 マイナンバーカード所有者がマイ
ナポータルから転出届及び転入予
約を行うことができるよう、住民
記録システムを改修する。

② 安佐市民病院北館整備 14億8,697万2千円 安佐医師会病院等整備

改修工事

③ 不妊治療費助成事業 1億270万1千円 ４年度からの不妊治療の保険適用
の円滑な実施に向け、移行期の治
療計画に支障が生じないよう、年
度をまたぐ一連の治療について、
経過措置として助成金を支給する。

④ 子育て短期支援事業における
受入れ体制強化 1,251万9千円 子育て短期支援事業における児童

の受入れを促進するため、ショー
トステイ専用の居室を整備する児
童養護施設等に対し、施設改修費
等の経費を補助する。

⑤ 保育士等処遇改善事業 6億9,905万1千円 ４年２月から９月までの間、職員
の賃金を３％程度（月額９千円）
改善する私立保育園等に対して、
当該賃金改善に必要となる経費の
補助等を行う。

⑥ 私立保育園等一時預かり利用
者負担軽減事業 160万5千円 私立保育園等が一時預かり事業の

実施に当たり、利用者負担を所得
等に応じて軽減した場合に、軽減
相当額を補助する。

⑦ 農業の担い手確保対策事業補
助 4,267万4千円 農業経営の規模拡大や効率化に意

欲的に取り組む農業者に対し、農
業施設の整備等に要する経費を補
助する。

補助率　１／２

限度額　1,500万円（法人は
　　　　3,000万円）
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⑧ 26年８月豪雨災害被災地の復
興まちづくりの推進 1億円 街路整備 4,000万円

川の内線

公園整備 6,000万円

八木三丁目

⑨ 西広島駅北口地区のまちづく
りの推進 2,508万円 西広島駅北口土地区画整理事業

物件調査、移転補償

⑩ 西風新都の都市づくりの推進 3億8,461万4千円 西風新都内幹線道路整備

西風新都環状線（梶毛南工区、
善當寺工区）

⑪ 港湾整備 7,432万5千円 国・県施行港湾整備事業負担金

宇品地区など３地区

⑫ 公園施設の更新 3,000万円 みどり坂中央公園など２公園

複合遊具の更新

⑬ サッカースタジアム建設の推
進 48億5,420万円 サッカースタジアム等整備

（歳入補正）

既計上予算に係る県市負担額
の調整に伴う歳入補正

県補助金 △1,083万3千円

市債 1億9,670万円

一般財源 △1億8,586万7千円

（内訳）
　サッカースタジアム等整備

県補助金 △2億1,837万8千円

市債 1億9,670万円

一般財源 2,167万8千円

埋蔵文化財発掘調査等
県補助金 2億754万5千円

一般財源 △2億754万5千円
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⑭ 広島高速道路の整備 5,000万円 関連公共事業

府中祇園線

道路新設工事

⑮ 街路整備 6,100万円 中筋温品線など４路線

⑯ 道路・橋りょう整備 20億8,100万円 周辺市町との連絡道路網の整備 7,500万円

国道４３３号（下伏～和田）、
国道１８３号（西原～大宮）

市内幹線道路網の整備 1億円

安芸１区上瀬野線

電線共同溝の整備 1億1,500万円

中１区霞庚午線など４路線

交通安全施設の整備 2億4,100万円

広島中島線（馬木）など４路
線

道路法面防災 2億9,400万円

五日市筒賀線（打尾谷）など
４路線

国施行道路整備事業負担金 11億5,500万円

道路ストックの維持修繕 3,600万円

国道１９１号（可部陸橋）な
ど５路線

橋りょう長寿命化事業 6,500万円

高取橋の補修工事

⑰ 学校の情報教育環境整備 8,892万1千円 市立高等学校等における電子黒板
等の整備

ＩＣＴを活用した授業環境の
高度化を図るため、電子黒板
等を整備する。
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⑱ 学校施設の長寿命化 1億100万円 空調設備改修工事 8,000万円

小学校　３校

中山、矢賀、八幡

中学校　１校

城山北

中等教育学校

エレベーター設備改修工事 2,100万円

中学校　１校

五日市

⑲ 学校施設の非構造部材の耐震
化対策 1億2,400万円 鋼製建具落下防止

改修工事

小学校　１校

八木

中学校　２校

瀬野川、矢野

⑳ 青少年野外活動施設の基本計
画の策定等 1,800万円 耐震化対策や老朽化対策等が課題

となっている青少年野外活動セン
ター・こども村、三滝少年自然の
家・グリーンスポーツセンターに
ついて、更新のあり方を定める基
本計画の策定等を行う。

㉑ 民間放課後児童クラブ処遇改
善事業 2,675万2千円 ４年２月から９月までの間、職員

の賃金を３％程度（月額９千円）
改善する民間事業者に対して、当
該賃金改善に必要となる経費の補
助を行う。

⑵　企　業　会　計 7億4,000万円

下水道事業会計 7億4,000万円 公共下水道整備

処理場改築等
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２　一般補正 167億6,032万2千円

⑴　一　般　会　計 124億4,854万9千円

① 財政調整基金への積立金 57億円 市税の増収等に伴う積立金の追加
額

② 過年度分国庫支出金等返還金 20億2,112万7千円 国庫負担金等の精算に伴う返還金
（２年度精算分）

③ 障害者自立支援給付 28億1,430万4千円 就労移行支援等の利用者数の増等
による追加額

所 要 額 306億3,552万9千円

既計上額 278億2,122万5千円

補 正 額　28億1,430万4千円

④ 障害児通所給付費・肢体不自
由児通所医療費 6億9,122万2千円 利用者数の増による追加額

所 要 額  72億5,264万8千円

既計上額  65億6,142万6千円

補 正 額　 6億9,122万2千円

⑤ がん検診事業 6,222万1千円 受診者数の増による追加額

所 要 額  13億7,303万6千円

既計上額  13億1,081万5千円

補 正 額      6,222万1千円

⑥ 広島市サッカースタジアム建
設基金への積立金 7億8,125万9千円 民間からの寄附金相当額

３年度末残高　49億9,341万円

⑦ ３年８月大雨災害対応に係る
職員人件費 3億7,841万6千円 災害対策本部業務などに従事した

職員の人件費
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（債務負担行為）

追　加

⑵　特　別　会　計 43億1,177万3千円

① 住宅資金貸付特別会計 2,512万7千円 一般会計への繰出金

特別会計の廃止に伴う剰余金

② 介護保険事業特別会計 4億921万9千円 国庫補助金等の精算に伴う返還金
（２年度精算分）

③ 国民健康保険事業特別会計 26億8,710万6千円 療養給付費等の増に伴う追
加額 24億1,324万2千円

所 要 額  776億9,548万2千円

既計上額  752億8,224万円

補 正 額   24億1,324万2千円

国庫補助金等の精算に伴う
返還金（２年度精算分） 2億7,386万4千円

④ 競輪事業特別会計 11億9,032万1千円 車券売上収入の増に伴う追加額

所 要 額  235億8,233万7千円

既計上額  223億9,201万6千円

補 正 額   11億9,032万1千円

期　　間事　　業　　名 限　度　額 備　　　　考

道 路 整 備
( 国 道 １ ８ ３ 号 な ど 28 路 線 )

４年度 5億9,000万円 工事の早期発注のため
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３　減額補正 △38億7,888万2千円

⑴　一　般　会　計 △32億8,747万7千円

① 事業費の決定による不用額 △18億4,302万2千円 公債費 △5億2,070万9千円

広島県後期高齢者医
療広域連合への負担
金 △4億1,308万1千円

生活支援特別給付金
の支給 △2億2,065万円

災害廃棄物処理 △2億897万6千円

東京オリンピック・
パラリンピック等へ
の対応 △1億2,554万円

介護保険事業特別会
計への繰出金 △1億197万3千円

県施行草津漁港整備
事業負担金 △4,065万円

平和記念式典の開催 △4,007万3千円

観光コンベンション
ビューロー事業助成 △3,505万6千円

建築物耐震診断補助 △2,533万3千円

大規模民間建築物耐
震改修補助 △1,874万4千円

海外地方自治行政視
察 △1,760万円

プール開放事業 △1,604万6千円

常任委員会等運営 △1,545万9千円

スポーツ大会開催支
援 △1,020万円

第27回スポーツ・レ
クリエーションフェ
スティバルの開催 △1,012万3千円

広島広域公園整備 △640万円

区民スポーツ大会開
催 △630万4千円

大邱広域市との交流
推進事業 △509万8千円
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ＮＰＴ再検討会議へ
の出席 △500万7千円

② 事業の遅延による減額 △14億4,445万5千円 雨水排水施設の整備 △5億円

橋りょう施設災害復
旧 △4億370万円

安佐動物公園の再整
備 △1億2,610万円

学校施設災害復旧 △1億2,410万円

急傾斜地崩壊防止対
策（市施行事業） △8,300万円

事業用代替地取得 △7,526万円

祇園中学校校舎増築
等 △5,340万円

消防団車庫整備 △4,564万3千円

中小田古墳群整備 △1,715万2千円

衛生研究所施設整備 △1,610万円

⑵　特　別　会　計 △5億9,140万5千円

　　事業費の決定による不用額

① 公債管理特別会計 △4億8,943万2千円 公債費

② 介護保険事業特別会計 △1億197万3千円 要介護認定事務
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