
事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

生涯学習施設災害復旧 940万円 高陽公民館
（市民局）

財源内訳 　　災害復旧実施設計 380万円

　市債 　　災害復旧工事 560万円

940万円

　　（債務負担行為の設定）

被 災 者 援 護 2万円 生活福祉資金貸付利子補給
（健康福祉局）

財源内訳 　　県社会福祉協議会が被災世帯に対
　　して行う生活福祉資金の貸付けに

　県補助金 　　ついて、貸付利率年1.5%が実質的
1万円 　　に無利子となるよう、償還利子相

　　当額の利子補給を行う。
　一般財源

1万円 　（債務負担行為の設定）

補 正 予 算 の 内 訳

事　業　名 期　　間 限　度　額

生活福祉資金貸
付利子補給金
（平成30年度分）

31～38年度 の　　に相当す100
1.5

融資額3,700万円

る金額

事　業　名 期　　間 限　度　額

高陽公民館災害
復旧工事

31年度 1億1,860万円

－1－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

社会福祉施設災害復旧 791万8千円 矢野福祉センター 310万円

（健康福祉局）
財源内訳 　　災害復旧実施設計

　国庫補助金 　（債務負担行為の設定）
321万2千円

　市債
310万円

　一般財源
160万6千円 民間社会福祉施設災害復旧費補助 481万8千円

　　軽費老人ホーム「安芸中野」及び
　　特別養護老人ホーム「あきなかの」

　　　実施主体　社会福祉法人慈楽福
　　　　　　　　祉会

　　　場　　所　安芸区中野三丁目

被 災 中 小 企 業 支 援 144万円 広島県信用保証協会に対する保証料免
（経済観光局） 除負担金

財源内訳
　　被災した中小企業者等の資金繰り

　一般財源 　　を支援するため、本市の中小企業
144万円 　　融資制度における災害復旧資金等

　　を利用する場合の信用保証料につ
　　いて、本市がその全額を負担する。

事　業　名 期　　間 限　度　額

矢野福祉センタ
ー災害復旧工事

31年度 9,600万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

農林業施設災害復旧 31億3,000万円 災害復旧工事　　　　　 728か所 25億300万円

（経済観光局）
財源内訳 　　農業用施設　　　 298か所 9億700万円

　県負担金 　　　農　道　　　　68か所 4億2,000万円

15億8,720万円

　　　　南　区　　13か所 500万円

　県補助金
1,950万円 　　　　安佐南区　２か所　 100万円

　市債 　　　　安佐北区　28か所 3億5,900万円

10億4,990万円

　　　　安芸区　  25か所 5,500万円

　負担金
1億5,030万円 　　　水　路　　　 161か所 1億6,600万円

　一般財源 　　　　東　区　　15か所 200万円

3億2,310万円

　　　　安佐南区　13か所 800万円

　　　　安佐北区  43か所 7,700万円

　　　　安芸区　　81か所 6,700万円

　　　　佐伯区　　９か所 1,200万円
　 　　　 とうしゅこう

　　　頭首工　　　　54か所 2億8,600万円

　　　　安佐南区　１か所 3,500万円

　　　　安佐北区　39か所 1億4,600万円

　　　　安芸区　　14か所 1億500万円

　　　ため池　　　　15か所 3,500万円

　　　　東　区　　７か所 1,700万円

　　　　安佐北区　２か所 1,400万円

　　　　安芸区　　６か所 400万円

　　農　地　　 　　　275か所 7億400万円

　　　東　区　　　30か所 1億6,400万円

　　　安佐南区　　２か所 200万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

　　　安佐北区　 103か所 3億3,400万円

　　　安芸区　　 136か所 1億9,900万円

　　　佐伯区　　　４か所 500万円

　　林　道　　　　   149か所 7億3,900万円

　　　東　区　　 109か所 2億6,700万円

　　　安佐南区　　３か所 100万円

　　　安佐北区　　18か所 2億6,500万円

　　　安芸区　　　７か所 1億8,600万円

　　　佐伯区　　　12か所 2,000万円

　　森林公園 1億1,400万円

　　小規模崩壊地　　　５か所 3,900万円

　　　西　区　　　１か所 800万円

　　　安佐南区　　２か所 1,550万円

　　　安佐北区　　２か所 1,550万円

災害復旧実施設計　　　 307か所 6億2,700万円

　　農業用施設　　　　51か所 2億2,200万円

　　農　地　　　　　 245か所 2億2,500万円

　　林　道　　　　　　６か所 1億6,000万円

　　小規模崩壊地　　　５か所 2,000万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

公 園 施 設 災 害 復 旧 4億2,200万円 災害復旧工事　14公園
（都市整備局）

財源内訳 　　東区　　　　７公園 1億3,300万円

　国庫負担金 　　南区　　　　３公園 1億2,600万円

1億540万円

　　安佐南区　　１公園 2,300万円

　市債
3億1,660万円 　　安芸区　　　３公園 1億4,000万円

道路橋りょう施設災害
復旧○○○○○○○○ 61億7,000万円 災害復旧工事　178路線(468か所)
(道路交通局)

財源内訳 　　東区 2億8,270万円

　国庫負担金 　　　東１区516号線など９路線(９か
37億8,800万円 　　　所)

　市債 　　南区 2億1,600万円
23億8,200万円

　　　南４区289号線など８路線(10か
　　　所)

　　西区 3,700万円

　　　西３区177号線(１か所)

　　安佐南区 6,430万円

　　　久地伏谷線など10路線(10か所)

　　安佐北区 30億2,240万円

　　　広島三次線など38路線(51か所)

　　安芸区 25億4,760万円

　　　矢野安浦線など113路線(387か
　　　所)
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

河 川 施 設 災 害 復 旧 57億3,500万円 災害復旧工事　190河川(815か所)
(下水道局)

財源内訳 　　東区 11億150万円

　国庫負担金 　　　大谷川など15河川(28か所)
35億600万円

　　南区 1,460万円

　市債
22億2,900万円 　　　日宇那川など５河川(５か所)

　　安佐南区 1,090万円

 　　　　 てんのうばらがわ

　　　天皇原川など５河川(７か所)

　　安佐北区 18億2,040万円

   　　 　とちたにがわ

　　　栃谷川など108河川(161か所)

　　安芸区 27億8,760万円

 　　 　　 えのやまがわ

　　　榎山川など57河川(614か所)

下水道施設災害復旧 8億円 公共下水道 4億7,800万円

( 下 水 道 事 業会 計 )
(下水道局) 財源内訳 　　災害復旧工事　11地区(39か所) 4億2,300万円

　国庫負担金 　　　東区 6,900万円

2億20万円

　　　　牛田地区など３地区(４か所)
　国庫補助金

1億3,500万円 　　　南区 1,000万円

　企業債 　　　　日宇那地区(１か所)
4億3,510万円

　　　西区 2,500万円

　自己財源
2,970万円 　　　　己斐地区(２か所)

　　　安佐北区 3,100万円

　　　　口田地区など２地区(５か所)

　　　安芸区 2億8,800万円

　　　　矢野地区など４地区(27か所)
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

　　災害復旧実施設計　９地区 5,500万円

特定環境保全公共下水道 1,700万円

　　災害復旧工事　１地区(１か所) 1,350万円

　　　安芸区

　　　　畑賀地区

　　災害復旧実施設計　１地区 350万円

農業集落排水施設 3億500万円

　　災害復旧工事　８地区(８か所) 2億7,650万円

　　　安佐北区 2億4,940万円

　　　　井原高南地区など７地区
　　　　(７か所)

　　　安芸区 2,710万円

　　　　阿戸地区(１か所)

　　災害復旧実施設計　５地区 2,850万円

消 防 施 設 災 害 復 旧 2,116万6千円 消防車両の整備 1,041万2千円

（消防局）
財源内訳 　　消防ポンプ自動車　２台

　市債 　（債務負担行為の補正）
2,100万円

　一般財源
16万6千円

消防団車庫の建替え 1,075万4千円

　　安芸消防団畑賀分団畑賀車庫

　　　既存車庫解体、仮設車庫リース

1

1

1

1

補　正　前 補　正　後

消防車両の整備 31年度 1,851万5千円 4,308万5千円

事　業　名 期　間
限　度　額
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

水 道 施 設 災 害 復 旧 6億1,100万円 災害復旧工事　11地区 5億9,100万円

( 水 道 事 業 会 計 )
(水道局) 財源内訳 　　南区 20万円

　国庫補助金 　　　宇品地区など３地区
2億9,985万円

　　安佐北区 2億8,245万円

　企業債
2億2,930万円 　　　白木地区など３地区

　自己財源 　　安芸区 2億2,160万円

8,185万円

　　　矢野地区など２地区

　　佐伯区 35万円

　　　佐伯地区

　　府中町 150万円

　　坂町 8,490万円

災害復旧実施設計　１地区 2,000万円

予 備 費 3億円 災害救助費等に充当した予備費の追加額
（財政局）

財源内訳 　予 算 計 上 額 4億円            ①

　一般財源 　既　充　当　額 2億9,443万9千円  ②

3億円

　差引予算残高（①－②） 1億  556万1千円  ③

　今 回 補 正 額 3億円            ④

　合　　　　計（③＋④） 4億  556万1千円　  
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