
1　国の補正予算関係の補正 99億7,262万2千円

(1) 一　般　会　計 61億4,566万9千円

① 公債費 30億8,781万9千円 ＮＴＴ無利子貸付金の繰上償還

平成13年度借入分

② 民間心身障害児福祉施設整備
補助 2億2,358万5千円 鈴が峰（増築）

③ 民間保育園整備補助 4,269万円 清水谷保育園（老朽改築）

④ 道路整備 5億2,600万円 国施行道路整備事業負担金

⑤ 消防ヘリコプター等の整備 12億5,250万円 消防ヘリコプターを更新整備するとともに、
災害時における情報収集・連絡体制の充実
強化を図るため、ヘリコプターテレビ電送
システムを新たに整備する。

消防ヘリコプターの更新
整備 9億500万円

ヘリコプターテレビ電送
システムの整備 3億4,750万円

⑥ 小学校整備 10億1,307万5千円 向洋新町及び矢野南小学校
校舎取得

取得面積 延　2,941㎡

広島市都市整備公社か
らの取得

平成１６年度（２００４年度）
２月補正予算の内訳
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(2) 特別会計・企業会計 38億2,695万3千円

① 公債管理特別会計 30億8,781万9千円 ＮＴＴ無利子貸付金の繰上償還

平成13年度借入分

② 下水道事業会計 7億3,913万4千円 ＮＴＴ無利子貸付金の繰上償還

平成13年度借入分
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2　一般補正 108億3,911万7千円

(1) 一　般　会　計 41億9,579万5千円 老人保健特別会計への繰出金 3億3,858万1千円
国民健康保険事業特別会計への繰出金
16億2,516万1千円、安芸市民病院事業会計への
繰出金 △3,518万4千円を含む。

① 広島市スポーツ協会に対する
出えん 1,000万円 少年野球振興基金への積立金

㈱広島東洋カープからの寄附金相当額

② 支援費支給 3億8,876万円 利用時間の増等による追加額

③ 精神障害者医療費公費負担 8,075万8千円 医療費の増による追加額

④ インフルエンザ予防接種 1億1,472万1千円 接種件数の増による追加額

⑤ 基本健康診査 4,002万4千円 受診件数の増による追加額

⑥ 前年度分国庫支出金等返還金 8,313万2千円 国庫補助金等の清算に伴う返還金
（15年度精算分）

⑦ 自転車等駐車場整備 1億676万3千円 西広島駅南自転車等駐車場

土地開発公社からの用地再取得

⑧ 道路整備 2億1,940万5千円 東野北下安線

土地開発公社からの用地再取得

⑨ 中学校整備 12億2,367万4千円 伴第二中学校

土地開発公社からの用地再取得

（債務負担行為）

追　加

事　　　業　　　名 限　度　額 期　間 備　　　考

道　　路　　整　　備
（広島中島線ほか23路線）

2億5,000万円 17年度
工事の平準化のため
市単独債務負担行為
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(2) 特別会計・企業会計 66億4,332万2千円

① 老人保健特別会計 43億7,747万8千円 医療費の増による
医療給付費の追加額 42億7,289万3千円

所 要 額      972億3,762万円

既計上額      929億6,472万7千円

補 正 額       42億7,289万3千円

老人保健医療費支払基金交
付金返還金（15年度精算分）1億458万5千円

② 介護保険事業特別会計 4億4,526万4千円 介護給付費支払基金交付金
等返還金（15年度精算分） 4億4,526万4千円

③ 国民健康保険事業特別会計 5,000万2千円 退職者療養給付費等支払基 5,000万2千円

金交付金返還金（15年度精
算分）

（歳入補正）

保険料の減収による一般会計繰入金
の追加額

△15億7,515万9千円

15億7,515万9千円

④ 西風新都特別会計 4億6,650万円 開発事業特別会計への繰出金

西風新都負担事業宅地売払いに伴う
剰余金

⑤ 開発事業特別会計 5億7,200万円 開発事業基金への積立金

西風新都特別会計からの繰入金及
び西部開発臨海埋立地の売払いに
伴う剰余金

⑥ 水道事業会計 199万7千円 過年度分の精算に伴う国庫補助金等の
返還金

⑦ 病院事業会計 6億9,209万7千円 薬品費及び退職手当の増による追加額

所 要 額     258億9,840万3千円

既計上額     252億  630万6千円

補 正 額       6億9,209万7千円

一般会計繰入金

保 険 料
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⑧ 安芸市民病院事業会計 3,798万4千円 薬品費の増等による追加額

所 要 額　　　13億9,119万1千円

既計上額　　  13億5,320万7千円

補 正 額　　　    3,798万4千円

（歳入補正）

医業収益の増による一般会計繰入金
の減額

7,316万8千円

△7,316万8千円一般会計繰入金

医 業 収 益
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3　減額補正 △51億8,733万9千円

(1) 一　般　会　計 △24億9,619万円

① 事業費の決定等による不用額 △23億7,536万2千円 公債費 △13億6,222万1千円

介護保険事業特別会計への繰出金 街路整備 △3億円

 △1億9,921万1千円を含む。
新世代地域ケーブル
テレビ施設整備事業 △1億7,289万2千円

こども療育センター
等管理運営 △7,727万7千円

市立大学管理運営 △4,985万3千円

広島市都市整備公社
事業助成 △4,866万8千円

東地域交流センター
の整備 △4,419万8千円

新交通システム地下
鉄整備（インフラ部）
借入金利子償還金補
助金 △2,712万5千円

広島市防災センター
事業助成 △2,183万2千円

電子図書館の構築 △1,750万7千円

公民館管理運営 △1,574万5千円

交通施設バリアフリ
ー化設備整備費補助 △1,433万3千円

海田地区消防組合に
対する負担金 △1,250万円

保育園整備 △1,200万円

② 事業の遅延による減額 △1億2,082万8千円 安佐南区地域福祉セ
ンター等合築整備 △1億1,346万円

古市児童館新築 △736万8千円
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(2) 特別会計 △26億9,114万9千円

① 事業費の決定による不用額 △26億9,114万9千円

ア 公債管理特別会計 △12億6,579万円 公債費

イ 介護保険事業特別会計 △14億2,535万9千円 介護サービス給付費 △14億144万7千円

要介護認定等事業 △2,391万2千円

4　繰越明許について

　   繰越明許費の対前年度比較

限度額　Ｂ 決算額　Ｃ Ａ－Ｂ Ａ－Ｃ

一 般 会 計 132億7,027万1千円 150億8,445万4千円 136億8,719万9千円△18億1,418万3千円 △4億1,692万8千円

中央卸売市場
事業特別会計

6億  590万円   ―　　 ―　　 6億  590万円   6億  590万円   

農業集落排水
事業特別会計

   9,912万8千円 9,490万円   9,490万円      422万8千円    422万8千円

開 発 事 業
特 別 会 計

1億7,268万4千円    6,170万5千円    978万1千円 1億1,097万9千円 1億6,290万3千円

合 計 141億4,798万3千円 152億4,105万9千円 137億9,188万円△10億9,307万6千円 3億5,610万3千円

区 分
１６　年　度
（限度額）Ａ

１５　　年　　度 差 引
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