
　　　　１　経済危機対策に伴う補正

　　　　 (1)  緊急雇用創出事業　2,296万4千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

学校図書館活性化推 円

進事業 2,296万4千円 学校図書館機能の充実を図るため、読書相
（教育委員会） 談、図書台帳作成等の学校図書館の運営補

財源内訳 助を行う臨時職員を配置する。

　県補助金
2,296万4千円

円

補 正 予 算 の 内 訳
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　　　　(2)　その他　3億6,423万円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

看護専門学校等整備 1億7,400万円 看護専門学校等の外壁改修工事を行う。
（健康福祉局）

財源内訳

　国庫補助金
1億7,400万円

民間老人福祉施設整
備補助 23年度までの整備計画を見直し、特別養護
（健康福祉局） 老人ホームの整備数を増加することに伴い、

債務負担行為を補正する。

　定員総数　360人分→480人分

　（債務負担行為の補正）

補正前 補正後

民間老人福祉
施設整備補助

22～23年度 14億7,015万1千円 19億6,020万1千円

限度額
事業名 期間
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

こども療育センター
等整備 1億1,940万円 空調設備整備について、25年度までの整備
（こども未来局） 計画を前倒し、実施設計・設置工事を行う。

財源内訳
　　本館、育成園、二葉園、山彦園

　国庫補助金
3,180万円

　市債
8,760万円

広島広域公園整備 6,640万円 広島広域公園陸上競技場の中央監視装置更
（都市整備局） 新及び高圧ケーブル改修工事等を行う。

財源内訳

　国庫補助金
6,640万円

全国瞬時警報システ
ム(Ｊ－ＡＬＥＲＴ) 443万円 国が衛星通信を使って発信する緊急地震速
の整備 報、津波警報、弾道ミサイル発射情報等、
（消防局） 財源内訳 対処に時間的余裕のない事態に関する緊急

情報を受信するため、必要な機器等の整備
　国庫補助金 を行う。

443万円

補正前 補正後

民間老人福祉
施設整備補助

22～23年度 14億7,015万1千円 19億6,020万1千円

限度額
事業名 期間
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　　　　(3)　国の21年度第1次補正予算の執行の見直しに伴うもの　△13億5,670万9千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

平和記念公園及びそ
の周辺地域における △1,877万円 国の見直しに伴い、見込んでいた国庫補助
モバイル情報サービ 金が減額となったため、事業内容を見直し、
スシステムの構築 財源内訳 ９月補正予算を減額する。
（企画総務局）

　国庫補助金 　　所 要 額　　　　1,705万円
△1,877万円

　　既計上額　　　　3,582万円

　　補 正 額　　　△1,877万円

ＩＣＴを活用した地
域活性化の推進 △3,297万7千円 国の見直しに伴い、見込んでいた国庫補助
（市民局） 金が減額となったため、事業内容を見直し、

財源内訳 ９月補正予算を減額する。

　国庫補助金 　　所 要 額　　　　2,995万円
△3,297万7千円

　　既計上額　　 6,292万7千円

　　補 正 額　 △3,297万7千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

子育て応援特別手当
支給事業 △12億7,210万円 国の見直しに伴い、見込んでいた国庫補助
（こども未来局） 金全額が減額となったため、６月補正予算

財源内訳 全額を減額する。

　国庫補助金 　　子育て応援特別手当 △12億2,400万円

△12億7,210万円

　　事務費 △4,810万円

農地有効利用支援整
備事業 △3,286万2千円 国の見直しに伴い、見込んでいた広島県土
（経済局） 地改良事業団体連合会からの交付金が減額

財源内訳 となったため、事業内容を見直し、９月補
正予算を減額する。

　雑入
△3,286万2千円

区　　　　分

所 要 額 (A) 5,137万2千円 ２６か所 ２３か所

既計上額 (B) 8,423万4千円 ３５か所 ３１か所

補正額(A)-(B) △3,286万2千円 △９か所 △８か所

区 分 事 業 費
水路整備 農道整備
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　　　　２　一般補正　42億5,649万6千円

事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

辺地共聴施設デジタ
ル化改修事業補助 425万円 地上デジタルテレビ放送を受信するために
（企画総務局） 共聴施設組合が行う施設改修に要する経費

財源内訳 の一部を補助する。

　国庫補助金
425万円

財政調整基金への
積立金　　 10億300万円 平成20年度一般会計決算剰余金の積立て
（財政局） 　（決算剰余金　20億519万4千円の1/2

財源内訳 　　を下らない範囲の額）

　繰越金 109億8,024万2千円

10億300万円   1億1,500万円   

 10億  300万円   

△38億6,067万8千円

  3億3,777万円   

85億7,533万4千円

生 活 保 護 40億3,467万7千円 生活扶助の増等に伴う追加額
（健康福祉局）

財源内訳 　　所 要 額　357億4,643万7千円

　国庫負担金 　　既計上額　317億1,176万円
30億2,600万8千円 　　　

　　補 正 額　 40億3,467万7千円
　 一般財源 　　　

10億866万9千円

　　　

21 年 度 末 基 金 残 高

20 年 度 末 基 金 残 高

21年度運用益積立て(当初予算)

20年度決算剰余金積立て(今回補正)

21年度取崩し (9月補正後予算 )

21年度取崩しの減額 (今回歳入補正 )
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

障害者就労訓練設備
等整備補助 339万3千円 障害者施設等の設置者が障害者自立支援法
（健康福祉局） に規定されるサービスを行うために必要と

財源内訳 なる備品の購入に要する経費を補助する。

　国庫補助金 　　補助対象　あいの木（知的障害者就労
339万3千円 　　　　　　　支援施設）の設置者ほか１者

　　対象経費　調理用オーブン等購入経費

精神障害者医療費 4,522万2千円 措置入院件数の増による追加額
（健康福祉局）

財源内訳 　　所 要 額　　1億7,049万3千円

　国庫負担金 　　既計上額　　1億2,527万1千円
3,391万7千円

　　補 正 額 　　  4,522万2千円
　一般財源

1,130万5千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

新型インフルエン
ザ 予 防ザ予防接種費用負 4億1,090万8千円 国が進める新型インフルエンザ対策に基づ
担軽減事業 き、優先接種対象者等のうち低所得者に対
（健康福祉局） 財源内訳 して、ワクチン接種費用を全額負担する。

　県補助金 　　対象者　市民税非課税世帯に属する者
3億818万円

　　　　　　生活保護世帯に属する者
　一般財源

1億272万8千円 　　　

゛

日本脳炎予防接種 8,788万5千円 接種件数の増等による追加額
（健康福祉局）

財源内訳 　　所 要 額　　1億7,044万1千円

　一般財源 　　既計上額   　　8,255万6千円
8,788万5千円

　　補 正 額 　　  8,788万5千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

麻しん風しん予防接
種 8,187万5千円 接種件数の増による追加額
（健康福祉局）

財源内訳 　　所 要 額　　4億8,068万円

　一般財源 　　既計上額　　3億9,880万5千円
8,187万5千円

　　補 正 額 　　  8,187万5千円

肝 炎 対 策 事 業 1億1,110万1千円 検査人数の増による追加額
（健康福祉局）

財源内訳 　　所 要 額　　1億3,018万9千円

　国庫補助金 　　既計上額　     1,908万8千円
7,240万5千円

　　補 正 額  　1億1,110万1千円
　一般財源

3,869万6千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

児童手当支給事業 1億7,575万円 支給対象延児童数の増による追加額
（こども未来局）

財源内訳 　　所 要 額　91億8,719万円

　国庫負担金 　　既計上額　90億1,144万円
1億1,047万7千円 　　　

　　補 正 額　 1億7,575万円
　県負担金

3,263万6千円

　一般財源
3,263万7千円

広島駅自由通路等の
整備の推進 常盤橋若草線横断歩道橋整備工事の早期発
（道路交通局） 注を行うため、債務負担行為を設定する。

　（債務負担行為の設定）

事　　業　　名 期　　間 限　度　額

22年度 1億3,800万円
常盤橋若草線横
断歩道橋整備
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

中 学 校 整 備 国泰寺中学校屋内運動場改築に係る解体工
（教育委員会） 事の早期発注を行うため、債務負担行為を

設定する。

　（債務負担行為の設定）

事　　業　　名 期　　間 限　度　額

給与改定に伴う補正 △17億156万5千円 給与改定
（企画総務局ほか）

財源内訳 　　給 与 改 定 率　　△０．４１％

　一般財源 　　期末・勤勉手当　　０．３５月分減額
△17億156万5千円

　　実　施　時　期　　平成22年１月１日

    平成21年４月から12月末までの期間に
　　係る公民較差相当分を解消するため、
　　３月期の期末手当の額を調整　

国泰寺中学校屋
内運動場等解体
工事

22年度 6,000万円
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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22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
　　(1) 一般会計分

局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

市民局
広島市まちづくり市民交流プラ
ザ管理

22～26年度 5億2,243万4千円

市民局
広島市映像文化ライブラリー管
理

22～26年度 4億2,675万9千円

市民局 広島市文化創造センター等管理 22～26年度 12億1,624万9千円

市民局 広島市東区民文化センター管理 22～26年度 2億2,391万9千円

市民局 広島市南区民文化センター管理 22～26年度 3億2,081万円

市民局 広島市西区民文化センター管理 22～26年度 3億1,239万3千円

市民局
広島市安佐南区民文化センター
管理

22～26年度 2億4,052万4千円

市民局
広島市安佐北区民文化センター
管理

22～26年度 2億8,079万3千円

市民局
広島市安芸区民文化センター管
理

22～26年度 4億1,005万4千円

市民局
広島市佐伯区民文化センター管
理

22～26年度 2億6,266万1千円

市民局
広島市中区スポーツセンター等
管理

22～26年度 5億5,867万2千円

市民局
広島市南区スポーツセンター管
理

22～26年度 9億5,505万2千円

市民局
広島市西区スポーツセンター等
管理

22～26年度 3億3,505万7千円

市民局
広島市安佐南区スポーツセン
ター等管理

22～26年度 3億8,117万円

市民局
広島市安佐北区スポーツセン
ター等管理

22～26年度 3億7,041万6千円

市民局
広島市安芸区スポーツセンター
管理

22～26年度 3億4,246万3千円

市民局
広島市佐伯区スポーツセンター
等管理

22～26年度 6億9,295万8千円

市民局 広島市クアハウス湯の山管理 22～26年度 3億95万9千円

市民局 広島国際会議場管理 22～26年度 4億5,250万6千円

市民局 広島市留学生会館管理 22～25年度 2億3,998万2千円

市民局 広島市馬木近隣運動広場管理 22～25年度 19万2千円

市民局 広島市湯来下近隣運動広場管理 22～25年度 17万6千円
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

健康福祉局 広島市吉島福祉センター管理 22～25年度 3,780万6千円

健康福祉局 広島市戸坂福祉センター管理 22～25年度 6,098万円

健康福祉局 広島市中山福祉センター管理 22～25年度 4,948万9千円

健康福祉局 広島市祇園福祉センター管理 22～25年度 4,501万6千円

健康福祉局 広島市可部福祉センター管理 22～25年度 5,306万円

健康福祉局 広島市瀬野福祉センター管理 22～25年度 5,053万2千円

健康福祉局 広島市畑賀福祉センター管理 22～25年度 5,085万2千円

健康福祉局 広島市阿戸福祉センター管理 22～25年度 4,747万6千円

健康福祉局 広島市矢野福祉センター管理 22～25年度 4,518万円

健康福祉局 広島市石内福祉センター管理 22～25年度 5,427万円

健康福祉局
広島市中央老人福祉センター管
理

22～25年度 2億2,714万6千円

健康福祉局
広島市東雲老人福祉センター管
理

22～25年度 2,242万4千円

健康福祉局
広島市南観音老人福祉センター
管理

22～25年度 2,499万1千円

健康福祉局 広島市吉島老人いこいの家管理 22～25年度 3,184万4千円

健康福祉局 広島市宇品老人いこいの家管理 22～25年度 2,297万2千円

健康福祉局 広島市草津老人いこいの家管理 22～25年度 3,532万円

健康福祉局 広島市佐東老人いこいの家管理 22～25年度 2,592万2千円

健康福祉局 広島市沼田老人いこいの家管理 22～25年度 2,647万6千円

健康福祉局
広島市矢野老人いこいの家清風
荘管理

22～25年度 2,156万円

健康福祉局
広島市船越老人いこいの家鼓が
浦荘管理

22～25年度 2,416万円

健康福祉局
広島市老人いこいの家新宮山荘
管理

22～25年度 1,134万6千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家窓山荘管
理

22～25年度 1,422万6千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家さつき荘
管理

22～25年度 1,360万6千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家八幡荘管
理

22～25年度 1,385万8千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家倉重荘管
理

22～25年度 1,313万8千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家坪井荘管
理

22～25年度 1,434万6千円
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

健康福祉局
広島市老人いこいの家中央荘管
理

22～25年度 1,446万6千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家五日市荘
管理

22～25年度 1,319万8千円

健康福祉局
広島市老人いこいの家楽々荘管
理

22～25年度 1,329万円

健康福祉局
広島市老人いこいの家美隅荘管
理

22～25年度 1,485万円

健康福祉局

広島市永安館、広島市高天原納
骨堂、広島市可部火葬場、広島
市湯来火葬場及び広島市五日市
火葬場管理

22～25年度 10億2,286万5千円

経済局 広島市西新天地公共広場管理 22～25年度 3,787万4千円

経済局
広島市見張市民農園、広島市三
田市民農園及び広島市三国市民
農園管理

22～26年度 2,260万円

都市活性化局
広島市平和記念公園レストハウ
ス管理

22～25年度 2,773万3千円

都市活性化局 広島ユース・ホステル管理 22～26年度 1,940万円

都市整備局
新牛田公園及び牛田総合公園管
理

22～25年度 1億3,987万4千円

都市整備局 竜王公園管理 22～26年度 1億1,070万6千円

都市整備局 草津公園管理 22～26年度 2,417万円

都市整備局 西部埋立第五公園管理 22～26年度 1,689万円

都市整備局 寺迫公園管理 22～26年度 4,892万7千円

都市整備局 可部運動公園管理 22～26年度 1億3,250万円

都市整備局 瀬野川公園管理 22～26年度 2億6,347万7千円

都市整備局 佐伯運動公園管理 22～26年度 1億4,838万3千円

都市整備局 河原町公園管理 22～25年度 170万円

都市整備局 観音原第一公園管理 22～25年度 80万4千円

都市整備局 馬木ハイツ公園管理 22～25年度 78万4千円

都市整備局 上温品第二公園管理 22～25年度 83万2千円

都市整備局 東青崎公園管理 22～25年度 174万円

都市整備局 向洋公園管理 22～25年度 62万円

都市整備局 洋光台第二公園管理 22～25年度 122万円

－14－



局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

都市整備局 皆実町第一公園管理 22～25年度 42万4千円

都市整備局 皆実町第二公園管理 22～25年度 35万6千円

都市整備局 皆実町第四公園管理 22～25年度 73万6千円

都市整備局 仁保公園管理 22～25年度 115万2千円

都市整備局 仁保第一公園管理 22～25年度 119万2千円

都市整備局 仁保第二公園管理 22～25年度 135万2千円

都市整備局 己斐上第三公園管理 22～25年度 54万円

都市整備局 己斐上第五公園管理 22～25年度 126万円

都市整備局 己斐上第六公園管理 22～25年度 129万6千円

都市整備局 兵庫谷公園管理 22～25年度 106万8千円

都市整備局 大迫第一公園管理 22～25年度 149万6千円

都市整備局 茶臼台公園管理 22～25年度 155万6千円

都市整備局 庚午第一公園管理 22～25年度 209万6千円

都市整備局 東野公園管理 22～25年度 53万2千円

都市整備局 古市第二公園管理 22～25年度 111万2千円

都市整備局 古市第三公園管理 22～25年度 47万6千円

都市整備局 大町公園管理 22～25年度 121万6千円

都市整備局 大町第三公園管理 22～25年度 24万4千円

都市整備局 上安第二公園管理 22～25年度 97万2千円

都市整備局 高取第四公園管理 22～25年度 94万4千円

都市整備局 高取南緑地管理 22～25年度 97万6千円

都市整備局 亀崎第三公園管理 22～25年度 133万2千円

都市整備局 高陽ニュータウン第七公園管理 22～25年度 114万8千円

都市整備局 光掛第一公園管理 22～25年度 190万8千円

都市整備局 光掛第二公園管理 22～25年度 148万4千円

都市整備局 落合南第七公園管理 22～25年度 144万円
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都市整備局 はすが丘南第三公園管理 22～25年度 64万4千円

都市整備局 中小田公園管理 22～25年度 118万円

都市整備局 三入第一公園管理 22～25年度 178万円

都市整備局 下瀬野第二公園管理 22～25年度 123万6千円

都市整備局 みどり坂第二公園管理 22～25年度 165万2千円

都市整備局 花上公園管理 22～25年度 49万6千円

都市整備局 石内流通第一公園管理 22～25年度 302万4千円

都市整備局 千同第三公園管理 22～25年度 65万6千円

都市整備局 藤垂園第一公園管理 22～25年度 76万8千円

都市整備局 市営住宅等管理（南区） 22～25年度 3億2,693万円

都市整備局
市営住宅等管理（安佐南区、安
佐北区、安芸区及び佐伯区）

22～25年度 1億4,487万円

道路交通局 大芝公園管理 22～25年度 4,994万8千円

道路交通局
広島市自転車等駐車場管理（中
区）

22～25年度 5億188万8千円

道路交通局
広島市自転車等駐車場管理（東
区、南区及び安芸区）

22～25年度 5億5,923万9千円

道路交通局
広島市自転車等駐車場管理（西
区及び佐伯区）

22～25年度 3億6,277万6千円

教育委員会
広島市似島臨海少年自然の家管
理

22～25年度 5億4,067万3千円

教育委員会
広島市三滝少年自然の家及び広
島市グリーンスポーツセンター
管理

22～25年度 4億4,261万3千円

計 149億3,177万9千円

　　(2) 特別会計分

局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額

道路交通局 広島市市営横川駐車場管理 22～26年度 1,424万7千円

　　(3) 限度額合計（一般会計分＋特別会計分）
149億4,602万6千円
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