
　　　　１　補助内定に伴う補正 4億6,824万3千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

民間老人福祉施設整
備補助 △2,919万6千円 補助内定による追加額 8,252万7千円

（社会局）
財源内訳

　　特別養護老人ﾎｰﾑ及び通所介護施設
　国庫補助金 　　(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)「へさか福寿苑」

△1,909万5千円 　　(新設)

　市債 　　　実施主体　社会福祉法人
△800万円 　　　　　　　　かきつばた福祉会

　一般財源 　　　場　　所　東区戸坂大上一丁目
△210万1千円

　　　規　　模　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　５階建
　　　　　　　　延　4,420㎡

　　　定　　員　特別養護老人ﾎｰﾑ　69人

　　　開設時期　17年度

補助内定による減額 △1億1,172万3千円

（年割額の変更）

　　対象施設 介護利用型軽費老人ﾎｰﾑ(ｹｱﾊｳｽ)
　　　　　 及び通所介護施設(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ)

　　　　　　 「かんべ村」（新設）

補 正 予 算 の 内 訳

年　　割　　額
区分 補助金額 16 年 度 17 年 度

(債務負担行為)

補正前 (A) 5億5,860万6千円 2億7,930万3千円 2億7,930万3千円

補正後 (B) 5億5,860万6千円 1億6,758万円 3億9,102万6千円

差引(B)-(A) －　 △1億1,172万3千円 1億1,172万3千円

年　　割　　額
補助金額 16 年 度 17 年 度

(債務負担行為)

3億3,011万3千円 8,252万7千円 2億4,758万6千円

（負担割合　国2/3、市1/3）
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

民間心身障害児施設
整備補助 △8,247万1千円 補助内定による減額（年割額の変更） 円

（社会局）
財源内訳

　　対象施設 重症心身障害児施設「鈴が峰」
　国庫補助金 　　　　　　 （増築）

△5,498万1千円

　一般財源
△2,749万円

民間保育園整備補助 △4,059万円 補助内定による減額
（社会局） （単年度事業　→　２か年事業）

財源内訳

　国庫補助金 　　対象施設 清水谷保育園（老朽改築）
△2,347万4千円

　一般財源
△1,711万6千円

年　　割　　額
区分 補助金額 16 年 度 17 年 度

(債務負担行為)

補正前 (A) 3億5,278万5千円 2億1,167万1千円 1億4,111万4千円

補正後 (B) 3億5,278万5千円 1億2,920万円 2億2,358万5千円

差引(B)-(A) －　 △8,247万1千円 8,247万1千円

年　　割　　額
区分 補助金額 16 年 度 17 年 度

(債務負担行為)

補正前 (A) 1億2,182万5千円 1億2,182万5千円 －　

補正後 (B) 1億2,392万5千円 8,123万5千円 4,269万円

差引(B)-(A) 210万円 △4,059万円 4,269万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

中央卸売市場事業 6億2,050万円 中央市場施設整備
（中央卸売市場事
業特別会計） 財源内訳 　　青果仲卸荷さばき施設新設
(経済局）

　国庫補助金 　　　鉄骨造平屋建　建築面積 4,624㎡
1億9,050万円

　市債
4億3,000万円
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　　　　２　一般補正 4億9,919万7千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

財政調整基金への
積立金　　 3,694万3千円 一般会計剰余額の積立て
（財政局）

財源内訳 71億1,652万2千円
1,300万円   

　一般財源 18億3,051万6千円
3,694万3千円 3,694万3千円

△20億円          
20億円          
89億9,698万1千円

国際音楽の日記念
「音楽世界旅行」 483万円 「国際音楽の日記念フェスティバル2004in
コンサートの開催 広島～子どもと音楽と教育と～」の開催を
（市民局） 財源内訳 記念して、広島交響楽団によるコンサート
　 を開催し、市民の音楽に対する関心と理解
　 　一般財源 を深め、本市の文化芸術の振興を図る。

483万円 　

高齢者筋力向上トレ
ーニングモデル事業 484万8千円 介護保険における要支援、要介護１または
（社会局） ２の認定を受けており、通所または訪問リ

財源内訳 ハビリテーションを利用していない者等を
対象として、介護予防上有効とされる筋力

　国庫補助金 トレーニングについてのモデル事業を実施
249万円 し、その有効性等を検証する。

　一般財源
235万8千円

15 年 度 末 基 金 残 高

16年度運用益積立て(当初予算)

16年度剰余額積立て(６月補正)

16 年 度 取 崩 し ( 当 初 予 算 )

16年度取崩しの減額(６月補正)

16 年 度 末 基 金 残 高

〃 (今回補正)
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

吉島福祉センター管
理運営 平成16年12月から管理運営を公募による指
（社会局） 定管理者に行わせることに係る債務負担行

為の設定

　限度額 　1,261万2千円

　　期　間　　17年度

ぽい捨て等防止の
推進 257万6千円 ぽい捨て等防止に関する条例の効果等を踏
（環境局） まえ、美化推進区域等の拡大を行うことに

財源内訳 より、快適な生活環境の確保を図る。

　一般財源 　　対象地区　上幟町・上八丁堀
257万6千円

　　実施時期　平成16年12月１日

広島駅南口開発㈱に
対する貸付金 4億5,000万円 広島駅南口開発㈱の経営について抜本的な
(開発事業特別会計) 改善策を今年度内に取りまとめる予定であ
(都市整備局) 財源内訳 り、それまでの間に発生する同社の資金不
　 足に対し、貸付金を措置する。
　 　開発事業基金 　

　繰入金 　
4億5,000万円 　　貸付条件等

　　　①貸付金額　４億５，０００万円　
　　　②貸付年利　１．０％　（固定）
　　　③貸付期間　平成16年11月24日から
　　　　　　　　　平成35年３月31日まで
　　　④担　　保　広島駅南口開発㈱が所有　
　　　　　　　　　する土地、建物、設備等
　　　　　　　　　に抵当権を設定する。
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