
 

1　国の補正予算関係の補正 26億4,484万4千円

(1) 一　般　会　計 14億6,837万1千円

① 公債費 7億2,747万3千円 ＮＴＴ無利子貸付金の繰上償還

平成14年度借入分

② 民間老人福祉施設整備補助 193万円 特別養護老人ホーム「瀬野川ホ
ーム」（ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事）

③ 民間保育園整備補助 2億8,953万8千円 ナーガ保育園（老朽増改築）

④ 小学校整備 3億4,510万2千円 アスベスト対策 5,110万2千円

除去工事　6校

屋内運動場耐震化対策 2億9,400万円

耐震補強工事　8校

⑤ 中学校整備 1億432万8千円 アスベスト対策 3,242万8千円

除去工事　2校

屋内運動場耐震化対策 7,190万円

耐震補強工事　2校

（債務負担行為）

追　加

平成１７年度（２００５年度）
２月補正予算の内訳

事　　　業　　　名 限　度　額 期　間 備　　　考

国道４８８号道路整備    2,000万円 18年度
補助内定によるもの
国庫債務負担行為
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(2) 特別会計・企業会計 11億7,647万3千円

① 公債管理特別会計 7億2,747万3千円 ＮＴＴ無利子貸付金の繰上償還

平成14年度借入分

② 下水道事業会計 4億4,900万円 公共下水道整備

アスベスト対策 1億5,900万円

除去工事等　2施設

浸水対策 2億9,000万円

大州、宇品御幸、皆実町地区実施
設計等、新宇品ポンプ場用地取得
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2　一般補正 59億8,654万9千円

(1) 一　般　会　計 37億4,633万9千円 国民健康保険事業特別会計への繰出金
22億3,422万4千円、水道事業会計への
繰出金 4億4,500万円を含む。

① 精神障害者医療費公費負担 1億615万2千円 医療費等の増による追加額

② 広島原爆被爆者援護事業団に
対する出えん 300万円 原爆養護ホーム整備基金への積立金

ピースプロジェクトからの寄附金
相当額

③ 前年度分国庫支出金返還金 1億1,144万7千円 国庫負担金の精算に伴う返還金
（16年度精算分）

④ 広島市都市整備公社事業助成 8億4,651万6千円 早期退職者に対する退職金

（債務負担行為）

追　加

変　更

補正前 補正後

新 火 葬 場 整 備 2,730万円 18年度 18～19年度
17年度予算の繰
越に伴うもの

期　　　　間
備　　考事　　業　　名 限　度　額

事　　　業　　　名 限　度　額 期　間 備　　　考

道　　路　　整　　備
（東海田広島線ほか17路線）

1億7,500万円 18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 22億4,021万円

① 老人保健特別会計 1億619万7千円 老人保健医療費支払基金交
付金返還金（16年度精算分）

② 介護保険事業特別会計 4億8,619万6千円 介護給付費支払基金交付金
等返還金（16年度精算分） 4億3,954万4千円

介護給付費準備基金積立金 4,665万2千円

③ 国民健康保険事業特別会計 16億4,781万7千円 医療費の増による療養給付
費の追加額

588億5,051万8千円

572億270万1千円

16億4,781万7千円

（歳入補正）

保険料の減収による一般会計繰入
金の追加額

△5億8,640万7千円

5億8,640万7千円

④ 開発事業特別会計

（債務負担行為）

広島地下街開発株式会社の経営改善のため、本市が同社の借入資金に係る損失補償を行うもの

追　加

一般会計繰入金

所 要 額

既 計 上 額

補 正 額

保 険 料

事　　　業　　　名 限　度　額 期　間

広島地下街開発株式会社
借入資金損失補償金

173億2,900万円、
利息

17～71年度

備　考
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⑤ 簡易水道等事業特別会計 ―　　千円 （歳入補正）

簡易水道再編推進事業に係る国庫
補助金の増額

△300万円

300万円

⑥ 水道事業会計 ―　　千円 （歳入補正）

上水道安全対策事業に係る一般会
計出資金の増額

△4億4,500万円

4億4,500万円

⑦ 病院事業会計 ―　　千円 （歳入補正）

広島市民病院増改築整備事業に係
る補助金の増額

△5,400万円

5,339万5千円

60万5千円

国 庫 補 助 金

企 業 債

補 助 金

自 己 財 源

市 債

一般会計出資金

企 業 債
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3　減額補正 △91億4,747万5千円

(1) 一　般　会　計 △53億9,387万5千円

① 事業費の決定等による不用額 △28億8,673万8千円 生活保護 △11億4,423万2千円

介護保険事業特別会計への繰出金 公債費 △9億1,566万6千円
 △4億3,044万8千円を含む。

日本脳炎予防接種 △1億5,466万円

こども療育センター
等管理運営 △9,843万4千円

私立幼稚園就園奨励
費補助 △3,910万4千円

社会教育施設福祉環
境整備 △3,500万円

市立大学管理運営 △2,923万7千円

第６回平和市長会議
総会の開催 △1,370万円

保育園整備 △1,200万円

広島国際会議場管理
運営 △925万7千円

広島平和文化センタ
ー事業助成 △500万円

② 事業の遅延等による減額 △25億713万7千円 段原土地区画整理事
業（清算業務） △16億2,997万2千円

出島福祉センター建
設 △6億3,400万円

総合リハビリテーシ
ョンセンター整備 △1億4,916万5千円

戸山中学校改築 △8,900万円

市立養護学校の建替 △500万円
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(2) 特別会計 △37億5,360万円

① 事業費の決定による不用額

ア 公債管理特別会計 △8億1,049万円 公債費

イ 介護保険事業特別会計 △29億4,311万円 介護サービス等給付費△28億5,453万4千円

支援サービス等給付費 △1,847万6千円

要介護認定等事業 △7,010万円
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4　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

追加

局　等 期　間 限　度　額 備考

市 民 局 18～21年度 19万2千円

市 民 局 　久地近隣運動広場管理 18～21年度 98万8千円

市 民 局 18～21年度 17万6千円

都市計画局 　上温品第二公園管理 18～21年度 　　92万円

都市計画局 　東青崎公園管理 18～21年度 　　261万2千円

都市計画局 　向洋公園管理 18～21年度 　　68万円

都市計画局 　皆実町第一公園管理 18～21年度 　　58万4千円

都市計画局 　皆実町第二公園管理 18～21年度 　　48万円

都市計画局 　皆実町第四公園管理 18～21年度 　　84万円

都市計画局 　本浦公園管理 18～21年度 　　160万8千円

都市計画局 　仁保公園管理 18～21年度 　　115万2千円

都市計画局 　仁保第一公園管理 18～21年度 　　116万円

都市計画局 　仁保第二公園管理 18～21年度 　　123万2千円

都市計画局 　己斐上第三公園管理 18～21年度 　　68万円

都市計画局 　己斐上第五公園管理 18～21年度 　　123万2千円

都市計画局 　己斐上第六公園管理 18～21年度 　　117万6千円

都市計画局 　兵庫谷公園管理 18～21年度 　　104万8千円

都市計画局 　大迫第一公園管理 18～21年度 　　143万6千円

都市計画局 　東野公園管理 18～21年度 　　68万円

都市計画局 　古市第三公園管理 18～21年度 　　40万円

都市計画局 　大町公園管理 18～21年度 　　115万2千円

　馬木近隣運動広場管理

　湯来下近隣運動広場管理

事　　業　　名
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追加

局　等 期　間 限　度　額 備考事　　業　　名

都市計画局 　大町第三公園管理 18～21年度 　　16万円

都市計画局 　上安第二公園管理 18～21年度 　　96万8千円

都市計画局 　落合南第九公園管理 18～21年度 　　32万円

都市計画局 　中小田公園管理 18～21年度 　　101万6千円

都市計画局 　下瀬野第二公園管理 18～21年度 　　116万円

都市計画局 　花上公園管理 18～21年度 　　61万2千円

都市計画局 　矢野東公園管理 18～21年度 　　81万6千円

変更

補正前 補正後

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 2億7,542万1千円

井原高南農業
集落排水処理
施設の供用開
始に伴うもの

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 3億1,672万8千円

森城下水道及
びふじビレッ
ジ下水道の引
き取りによる
もの

局等 事業名 期間
限度額

備考
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5　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 170億563万7千円 132億7,027万1千円 115億6,864万円   37億3,536万6千円 54億3,699万7千円

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   △6億  590万円   

農業集落排水
事業特別会計

   3,059万2千円 9,912万8千円 9,912万8千円 △   6,853万6千円 △   6,853万6千円

開 発 事 業
特 別 会 計

5,717万5千円 1億7,268万4千円 1億2,812万円   △1億1,550万9千円 △7,094万5千円

簡易水道等
事業特別会計

200万円   ―　　 ―　　 200万円   200万円   

特定環境保全公共
下水道事業特別会計 1億6,010万5千円 ―　　 ―　　 1億6,010万5千円 1億6,010万5千円

用地先行取得
特 別 会 計

4,960万6千円 ―　　 ―　　 4,960万6千円 4,960万6千円

合 計 173億511万5千円 141億4,798万3千円 124億  178万8千円 31億5,713万2千円 49億  332万7千円

区 分
１７　年　度
（限度額）Ａ

１６　　年　　度 差 引
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