
事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

財政調整基金への積
立金　　 12億1,500万円 平成28年度一般会計決算剰余金の積立て
（財政局） 　（決算剰余金 24億2,948万1千円の1/2

財源内訳 　　を下らない範囲の額）

　繰越金 46億5,595万5千円

12億1,500万円     400万円   

 12億1,500万円   

△22億3,877万9千円

36億3,617万6千円

後期高齢者医療事業 3億2,328万3千円 後期高齢者医療保険料納付金等
（後期高齢者医療事 （28年度精算分）
業特別会計） 財源内訳
（健康福祉局）

　繰越金
3億2,328万3千円

農林業施設災害復旧 1億9,150万円 災害復旧工事
（経済観光局）

財源内訳 　　林道　１か所

　県負担金 　　　佐伯区湯来町
1億2,350万円

　市債
5,980万円

　一般財源
820万円

28 年 度 末 基 金 残 高

28年度決算剰余金積立て(今回補正)

29年度取崩し (９月補正後予算 )

29 年 度 末 基 金 残 高

29年度運用益積立て (当初予算 )

補 正 予 算 の 内 訳
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

市営横川高架下店舗
の解体撤去 820万円 ＪＲが実施する横川駅高架橋の耐震補
（都市整備局） 強工事に伴い、市営横川高架下店舗の

財源内訳 解体撤去工事を行う。

　市債 　（スケジュール）
730万円

　　29年度　詳細設計
　一般財源

90万円 　　30年度　西側店舗解体撤去

　　31年度　東側店舗解体撤去

　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　　間 限　度　額

広島特別支援学校の
校舎増築 急激な児童生徒数の増加に伴う教室不
（教育委員会） 足に対応するため、校舎の増築に向け

基本計画の策定に取り組む。

　　候補地　南区出島二丁目
　　　　　　（旧出島処理場跡地）

　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　　間 限　度　額

市営横川高架下
店舗の解体撤去

30・31年度 2億6,460万円

広島特別支援学
校校舎増築の基
本計画策定業務
委託

30年度 500万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

給与改定に伴う補正 7億5,125万1千円 給与改定
（企画総務局ほか）

財源内訳 　　給 与 改 定 率　　０．１０％

　国庫負担金 　　期末・勤勉手当　　０．１０月分増額
5,921万5千円

　　給与改定実施時期　29年４月１日
　一般財源

6億9,203万6千円
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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　名 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

市 民 局 広島市立図書館管理 30～33年度 47億8,153万9千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市公民館管理 91億7,416万9千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市現代美術館管理 13億2,189万6千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島城管理 1億4,247万4千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市こども文化科学館管
理

7億127万5千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市江波山気象館管理 3億6,191万2千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市郷土資料館管理 3億375万6千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市交通科学館管理 9億5,345万9千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市馬木近隣運動広場管
理

20万3千円 福木学区体育協会

広島平和記念資料館管理 13億9,682万6千円
公益財団法人広島平和文
化センター

広島市留学生会館管理 2億5,481万5千円 株式会社オオケン

健 康 福 祉 局
広島市中区地域福祉センタ
ー管理

2,292万9千円
社会福祉法人広島市中区
社会福祉協議会

広島市東区地域福祉センタ
ー管理

2,200万6千円
社会福祉法人広島市東区
社会福祉協議会

広島市南区地域福祉センタ
ー管理

2,123万6千円
社会福祉法人広島市南区
社会福祉協議会

広島市西区地域福祉センタ
ー管理

2,152万2千円
社会福祉法人広島市西区
社会福祉協議会

広島市安佐南区地域福祉セ
ンター管理

1,928万8千円
社会福祉法人広島市安佐
南区社会福祉協議会

広島市安佐北区地域福祉セ
ンター管理

2,195万8千円
社会福祉法人広島市安佐
北区社会福祉協議会

広島市安芸区地域福祉セン
ター管理

2,044万5千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市佐伯区地域福祉セン
ター管理

2,030万2千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市吉島福祉センター管
理

4,253万2千円
一般社団法人福祉キャリ
アセンター

広島市温品福祉センター管
理

6,029万円
テルウェル西日本株式会
社

広島市戸坂福祉センター管
理

6,761万8千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市中山福祉センター管
理

5,277万7千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市出島福祉センター管
理

4,444万2千円
三栄パブリックサービス
株式会社
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局　名 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

健 康 福 祉 局
広島市祇園福祉センター管
理

30～33年度 4,780万4千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市伴福祉センター管理 4,915万4千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市可部福祉センター管
理

5,206万円
社会福祉法人広島市安佐
北区社会福祉協議会

広島市筒瀬福祉センター管
理

4,262万5千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市瀬野福祉センター管
理

4,896万3千円
テルウェル西日本株式会
社

広島市畑賀福祉センター管
理

5,361万9千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市阿戸福祉センター管
理

4,936万9千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市矢野福祉センター管
理

4,597万2千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市石内福祉センター管
理

5,583万9千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市湯来福祉会館管理 8,738万7千円
特定非営利活動法人サン
ピアゆき

広島市中央老人福祉センタ
ー管理

2億3,066万8千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市東雲老人福祉センタ
ー管理

2,486万3千円
テルウェル西日本株式会
社

広島市南観音老人福祉セン
ター管理

2,589万円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市吉島老人いこいの家
管理

5,183万5千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市宇品老人いこいの家
管理

3,004万5千円
特定非営利活動法人環境
保全創生委員会

広島市草津老人いこいの家
管理

4,061万3千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市佐東老人いこいの家
管理

2,837万円
社会福祉法人広島市安佐
南区社会福祉協議会

広島市沼田老人いこいの家
管理

2,958万円 伴学区社会福祉協議会

広島市矢野老人いこいの家
清風荘管理

2,355万9千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市船越老人いこいの家
鼓が浦荘管理

2,548万3千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家新宮
山荘管理

1,240万3千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家窓山
荘管理

1,500万4千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家さつ
き荘管理

1,422万8千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家八幡
荘管理

1,409万9千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家倉重
荘管理

1,412万4千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家坪井
荘管理

1,542万9千円
佐伯区観音社会福祉協議
会

広島市老人いこいの家中央
荘管理

1,598万4千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

－5－



局　名 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

健 康 福 祉 局
広島市老人いこいの家五日
市荘管理

30～33年度 1,342万9千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家楽々
荘管理

1,363万1千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家美隅
荘管理

1,452万9千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市心身障害者福祉セン
ター管理

8億4,435万5千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

広島市西部障害者デイサー
ビスセンター管理

2億1,055万5千円
社会福祉法人広島市手を
つなぐ育成会

広島市北部障害者デイサー
ビスセンター管理

2億3,350万4千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

広島市東部障害者デイサー
ビスセンター管理

1億9,298万7千円
社会福祉法人広島市手を
つなぐ育成会

広島市健康づくりセンター
管理

4億3,863万円
公益財団法人広島原爆障
害対策協議会

広島市火葬場等及び広島市
納骨堂管理

14億6,482万4千円
まごころサービスグルー
プ（合人社計画研究所・
日本斎苑）

こども未来局 大町第二保育園管理 3億7,535万6千円
社会福祉法人広島県同胞
援護財団

広島市こども療育センター
管理

80億9,585万2千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

経済観光局
広島市勤労青少年ホーム管
理

5億2,237万円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市西新天地公共広場管
理

3,022万5千円 株式会社エムケイ興産

広島市工業技術センター管
理

11億1,667万4千円
公益財団法人広島市産業
振興センター

広島市農業振興センター管
理

7億1,062万円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター

広島市湯来農村環境改善セ
ンター管理

7,034万3千円
広島市湯来農村環境改善
センター運営協議会

広島市森林公園管理（昆虫
館）

3億8,117万8千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市水産振興センター管
理

5億6,613万8千円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター

都 市 整 備 局 広島駅南口地下広場管理 4億6,648万3千円 広島駅南口開発株式会社

中央公園管理 6億8,582万6千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

新牛田公園及び牛田総合公
園管理

1億4,989万6千円
株式会社第一ビルサービ
ス

広島市安佐動物公園管理 19億7,648万円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市植物公園管理 15億6,770万4千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

吉島西第二公園管理 67万2千円 吉島西町内会

河原町公園管理 142万3千円 河原町町内会

桜台公園管理 88万2千円 桜台町内会
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局　名 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

都 市 整 備 局 観音原第一公園管理 30～33年度 67万1千円 福田観音原福寿会

馬木ハイツ公園管理 59万9千円 馬木ハイツ町内会

つつじが丘公園管理 46万1千円 つつじが丘町内会

上温品第二公園管理 68万6千円 多美会

中山西第一公園管理 37万3千円 西平原町内会

中山南第二公園管理 31万3千円 西平原町内会

二葉の里公園管理 46万1千円 二葉集会所運営委員会

二葉の里第二公園管理 84万6千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第三公園管理 46万1千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第一号緑地管理 31万3千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第二号緑地管理 29万7千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第三号緑地管理 32万7千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第四号緑地管理 31万3千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第五号緑地管理 31万3千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第六号緑地管理 31万3千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第七号緑地管理 29万7千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第八号緑地管理 32万7千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第九号緑地管理 32万7千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第十号緑地管理 31万3千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第十一号緑地管理 31万3千円 尾長地区連合町内会

山根町第二公園管理 70万2千円 山根東真友会

若草第一公園管理 42万5千円 万年青若草クラブ

東山第一公園管理 98万2千円 パークハウス東山町内会

東山第二公園管理 53万9千円 パークハウス東山町内会

東青崎公園管理 142万3千円 東青崎町内会

向洋公園管理 50万5千円 向洋大原町向友クラブ

洋光台第二公園管理 92万円
向洋新町二丁目シニアク
ラブ
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局　名 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

都 市 整 備 局 東霞公園管理 30～33年度 63万9千円 東霞シニアクラブ

皆実町第一公園管理 35万8千円
皆実町四丁目寿楽会老人
クラブ

皆実町第二公園管理 33万7千円
皆実町四丁目寿楽会老人
クラブ

仁保新町公園管理 138万6千円
広島市南区仁保新町町内
会

仁保公園管理 89万4千円 仁保旭ヶ丘町内会

仁保第一公園管理 92万円 仁保旭ヶ丘町内会

仁保第二公園管理 99万3千円 仁保ニュー旭ヶ丘町内会

新庄公園管理 89万4千円 新庄町町内会

新庄西公園管理 37万3千円 新庄町町内会

兵庫谷公園管理 85万8千円 己斐共立ハイツ町内会

もみじヶ丘第三公園管理 101万6千円
もみじ会グラウンド・ゴ
ルフ同好会

己斐上第五公園管理 99万3千円 己斐上四区町内会

己斐上第六公園管理 96万9千円 己斐上町二区町内会

茶臼台公園管理 121万3千円 茶臼台町内会

田方第一公園管理 83万4千円 田方町内会

高須第一公園管理 80万4千円 高須第一公園愛護クラブ

庚午第一公園管理 163万6千円 庚午北町内会

鈴が峰Ｃ緑地管理 106万円 ガーデングループ

井口台西第二公園管理 62万7千円 井口台生活支援事業部

西部埋立第四公園管理 135万5千円 井口明神一丁目町内会

西部埋立第九公園管理 107万7千円 井口明神一丁目町内会

東野公園管理 42万1千円 東野第二福笑会

古市第二公園管理 92万円 古市明朗会

古市第三公園管理 38万9千円 古市橋新和会

安川緑道管理（安佐南区古
市三丁目のうち1734番１地
先から県道広島豊平線部分)

114万1千円 古市橋新和会
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都 市 整 備 局
安川緑道管理（安佐南区古
市三丁目のうち古市橋駅前
自転車等駐車場南側部分）

30～33年度 60万5千円 下古川組町内会

大町東第一公園管理 46万1千円 白山町内会

上安第二公園管理 74万6千円 萩原町内会

高取第四公園管理 62万4千円 恵木自治会

高取南緑地管理 67万2千円 恵木自治会

長束西第二公園管理 47万7千円 長束長寿会連合会

瀬戸内第二公園管理 60万1千円 すまいるワーク

伴東丘の上公園管理 80万6千円 下向百寿会

沼田第二公園管理 99万3千円 ＧＯ郷・まつむね

伴西公園管理 316万7千円 伴中央上老人クラブ

Ａシティ第三緑地管理 38万9千円 Ａ・ナイスクラブ

Ａシティ第四緑地管理 106万9千円 Ａ・ナイスクラブ

光掛第一公園管理 159万3千円
光掛第一児童公園管理組
合

光掛第二公園管理 118万円 光掛睦会

落合南第七公園管理 110万1千円
Ｋｕｒａｋａｋｅ　Ｄａ
ｄｄｙ’ｓ　Ｃｌｕｂ

中小田公園管理 84万6千円 中小田さくら会

矢口が丘公園管理 386万9千円
矢口が丘自治会緑化事業
部

寺山公園管理 95万3千円 寺山公園をつくろう会

三入第一公園管理 146万5千円 郷土を愛する会

五月が丘第六公園管理 78万8千円 若竹会

石内流通第一公園管理 247万1千円
広島市佐伯区ゲートボー
ル連合

美鈴が丘南第五公園管理 177万2千円
美鈴クリーンボランティ
ア

美鈴が丘西第一公園管理 103万円 美鈴が丘地区ＯＢ会

美鈴が丘西第三公園管理 32万7千円 美鈴が丘地区ＯＢ会

美鈴が丘西第四公園管理 46万1千円 美鈴が丘地区ＯＢ会

千同第三公園管理 52万4千円 千同上町内会
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都 市 整 備 局 坪井第一公園管理 30～33年度 77万2千円 坪井長寿会

月見台第二公園管理 82万2千円 月見台町内会

月見台第三公園管理 40万5千円 月見台町内会

屋代第一公園管理 36万3千円 月見台町内会

道 路 交 通 局
広島市自転車等駐車場管理
（中区）

5億4,100万6千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

広島市自転車等駐車場管理
（東・南・安芸区）

5億6,038万7千円
広島県ビルメンテナンス
協同組合

広島市自転車等駐車場管理
（西・佐伯区）

3億796万2千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

大芝公園管理 5,641万6千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市バスターミナル管理 3億8,562万4千円 広島高速交通株式会社

下 水 道 局
特定環境保全公共下水道等
管理

8億9,728万6千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

教 育 委 員 会 広島市青少年センター管理 3億5,317万5千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市似島臨海少年自然の
家管理

30・31年度 2億7,931万6千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市三滝少年自然の家及
び広島市グリーンスポーツ
センター管理

30～33年度 4億5,726万8千円
公益財団法人広島市文化
財団

450億2,492万3千円 168事業計
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