
　　　　１　補助内定に伴う補正　1,424万3千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

学校等の安全対策 1,250万円 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業
（教育委員会）

財源内訳 　文部科学省から委嘱を受け、家庭や地
　域の関係機関・団体と連携しながら、

　国庫委託金 　学校等の安全に関する取組みの充実を
1,250万円 　図る。

　　① 学校安全ガードボランティアの
　　　　養成

　　② 地域学校安全指導員による学校
　　　　巡回指導等

　　　③　モデル地区における校内巡視、
　　　　　防犯教室等の実践的な取組み

青少年の育成・成長
支援 174万3千円 青少年の自立支援事業
（教育委員会）

財源内訳 　文部科学省から委嘱を受け、ひきこも
　りがちな青少年の小規模作業所での就

　国庫委託金 　労体験等の参加を支援することにより
174万3千円 　自立を促進する。

補 正 予 算 の 内 訳
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　　　　２　一般補正　4,472万9千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

新球場建設の推進 1,525万8千円 新球場の建設場所をﾔｰﾄﾞ跡地とし、建
（企画総務局） 設に必要な事業予定者の選定等を行う。

財源内訳

　一般財源     　事業予定者選定に係る委員会の開
1,525万8千円 　催 413万9千円

　周辺道路整備基本設計 876万円

　・交通量実態調査

　・交通処理能力等の検討

　・歩行者動線整備計画の検討

　・関係機関協議用資料作成その他

　周辺騒音調査 207万2千円

　国との協議に係る事務費 28万7千円

現球場跡地利用の
検討 429万1千円 新球場の建設場所をﾔｰﾄﾞ跡地とするこ
（企画総務局） とに伴い、現球場跡地の利用について

財源内訳 年間１５０万人以上の集客を目標とす
る新たな機能の導入を検討するととも

　一般財源     に、周辺地域との一体的な賑わい空間
429万1千円 づくりの検討を行う。

　ｲﾒｰｼﾞﾊﾟｰｽ作成等委託 270万円

　　各種団体及び専門家からの意見聴
　　取その他 159万1千円

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

重慶市への親善訪問 158万7千円 重慶市で「アジア・太平洋都市サミット」
(議会事務局) が開催される機会を捉えて親善訪問を行い、

財源内訳 同会議に参加するとともに、今後の両市の
交流について協議する。

　一般財源
158万7千円 　　時期　17年10月

　人員 ３名（議長、議員１名、随行１名）

重慶市との友好都市
交流の推進 158万8千円 重慶市で開催される「アジア・太平洋都市
(市民局) サミット」に参加し、都市間連携の推進を

財源内訳 図るとともに、今後の両市の交流について
協議する。

　一般財源
158万8千円 　　時期　17年10月

　人員 ３名（市長ほか２名）

重慶市との経済交流
の推進 37万1千円 重慶市で開催される「アジア・太平洋都市
(経済局) サミット」及び併催プログラムである「ア

財源内訳 ジア・太平洋経済貿易協力フォーラム」に
参加するとともに、重慶市内企業を在広企

　一般財源 業と訪問し、今後の経済交流の推進に向け
37万1千円 た協議を行う。

　時期 17年10月

　人員 １名
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

下 水 道 事 業 西部浄化センター維持管理業務包括的民間
（下水道事業会計） 委託
（下水道局）

　　「公営企業のあり方に係る最終報告」
　　を踏まえ、下水道施設の維持管理経費

　の節減を図るため、西部浄化センター
　維持管理業務に包括的民間委託を導入
　する。

　（債務負担行為の設定）

県議会議員補欠選挙 2,163万4千円 安佐南区及び佐伯郡（旧湯来町の区域を含
(選挙管理委員会) む）選挙区選出の県議会議員補欠選挙

財源内訳
　告 示 日 10月28日（金）

　県委託金
2,163万4千円 　　投・開票日　11月６日（日）

　　（県知事選挙と同日実施）

　選挙すべき議員の数　各１名

　投票区数 安佐南区　　　　　39区
　　　　　　佐伯郡（旧湯来町）13区

　開票区数 各１区

事　業　名 期　間 限 度 額
西部浄化センター維持管
理業務包括的民間委託

18～20年度 34億6,100万円
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　　　　３　公の施設の指定管理者の指定に伴う補正

　　 　　　 平成18年４月から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　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

市民局 　　広島平和記念資料館管理 18～21年度 13億6,830万円

社会局
　　広島市中区地域福祉セン
　　ター管理

18～21年度 1,890万円

社会局
　　広島市東区地域福祉セン
　　ター管理

18～21年度 1,890万円

社会局
　　広島市南区地域福祉セン
　　ター管理

18～21年度 1,890万円

社会局
　　広島市西区地域福祉セン
　　ター管理

18～21年度 1,890万円

社会局
　　広島市安佐北区地域福祉
　　センター管理

18～21年度 1,890万円

社会局
　　広島市安芸区地域福祉セ
　　ンター管理

18～21年度 1,890万円

社会局 　　大町第二保育園管理 18～21年度 2億6,195万6千円

社会局 　　広島市鈴峰園管理 18～21年度 2億3,408万4千円

社会局
　　広島市こども療育センタ
　　ー管理

18～21年度 71億4,156万4千円

社会局
　　広島市西部障害者デイサ
　　ービスセンター管理

18～19年度 1億4,830万6千円

社会局
　　広島市北部障害者デイサ
　　ービスセンター管理

18～19年度 2億596万円

社会局
　　広島市東部障害者デイサ
　　ービスセンター管理

18～19年度 1億2,189万2千円

社会局 　　広島市皆賀園管理 18～19年度 115万2千円

社会局
　　広島市健康づくりセンタ
　　ー管理

18～21年度 8億5,354万8千円

経済局
　　広島市工業技術センター
　　管理

18～21年度 9億4,827万2千円

経済局 　　広島城管理 18～21年度 2億762万4千円

経済局
　　広島市農業振興センター
　　管理

18～21年度 6億5,847万2千円

経済局 　　広島市こども村管理 18～21年度 2億7,821万6千円

経済局
　　広島市水産振興センター
　　管理

18～21年度 6億3,784万8千円

経済局

　　農業集落排水処理施設管
　　理
　　（農業集落排水事業特別
　　　会計）

18～19年度 2億4,993万2千円
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

都市計画局 　　市営住宅等管理 18～21年度 16億7,146万4千円

都市計画局 　　広島市植物公園管理 18～21年度 17億9,815万2千円

都市計画局 　　広島市安佐動物公園管理 18～21年度 24億4,736万4千円

都市整備局 　　広島駅南口地下広場管理 18～21年度 5億6,900万円

道路交通局
　　広島市バスターミナル管
　　理

18～21年度 3億7,068万8千円

下水道局

　　特定環境保全公共下水道
　　管理
　　（特定環境保全公共下水
　　　道事業特別会計）

18～19年度 5,997万1千円

下水道局
　　小規模下水道管理
　　（下水道事業会計）

18～19年度 2億3,425万円

病院事業局
　　広島市医師会運営・安芸
　　市民病院管理
　　（病院事業会計）

18～27年度 176億1,304万円

教育委員会 　　広島市立図書館管理 18～21年度 46億9,765万2千円

教育委員会 　　広島市公民館管理 18～21年度 90億2,046万4千円

教育委員会
　　広島市こども文化科学館
　　管理

18～21年度 6億8,724万円

教育委員会 　　広島市江波山気象館管理 18～21年度 3億4,400万8千円

教育委員会 　　広島市交通科学館管理 18～21年度 9億1,715万2千円

教育委員会 　　広島市郷土資料館管理 18～21年度 2億9,309万6千円
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