
事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

財政調整基金への
積立金　　 11億5,500万円 平成24年度一般会計決算剰余金の積立て
（財政局） 　（決算剰余金 23億884万円の1/2を下

財源内訳 　　らない範囲の額）

　繰越金 95億9,120万3千円

11億5,500万円     3,000万円   

 11億5,500万円   

△15億  962万2千円

92億6,658万1千円

後期高齢者医療事業 3億9,508万3千円 後期高齢者医療保険料納付金等
（後期高齢者医療事 （24年度精算分）
業特別会計） 財源内訳
（健康福祉局）

　繰越金
3億9,508万3千円

25 年 度 末 基 金 残 高

補 正 予 算 の 内 訳

24 年 度 末 基 金 残 高

25年度運用益積立て(当初予算)

24年度決算剰余金積立て(今回補正)

25年度取崩し(９月補正後予算)
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

国民健康保険事業 国民健康保険事務システム改修
（国民健康保険事業
特別会計） 　　26年度からの低所得世帯に対する
（健康福祉局） 　　国民健康保険料の軽減措置の拡充

　　に伴うシステム改修業務に着手す
　　るため、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

在宅就業障害者支援
事業 496万5千円 就業機会の確保等の業務を民間事業者
（緊急雇用創出事業 に委託することにより、障害者の在宅
臨時特例交付金事業) 財源内訳 における就業を支援するとともに、受
（健康福祉局） 託事業者を在宅就業障害者を支援する

　県補助金 団体として育成する。
496万5千円

　（主な委託業務内容）
　　①障害者が在宅で就業可能な仕事
　　　の開拓
　　②就業希望者の募集
　　③発注・納品・支払等に係る発注
　　　者と就業者との仲介
　　④仕事を行う上で必要な技術等の
　　　講習

　（債務負担行為の設定）

事　　業　　名 期　　間 限　度　額

26年度
在宅就業障害者
支援業務委託

4,696万円

国民健康保険事
務システム改修
業務委託

1,418万1千円26年度
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

福祉情報システムの
改修 27年度から保育園、認定こども園、幼
（こども未来局） 稚園等に係るサービスの給付が一元化

されることに伴い、保育の必要性の認
定等に必要となるシステム改修業務に
着手するため、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

商店街振興事業補助 1,480万8千円 商店街の振興を図るため、照明設備の
（経済観光局） 整備に要する経費の一部を国と協調し

財源内訳 て補助する。

　一般財源 　　補助対象者　広島本通商店街振興
1,480万8千円 　　　　　　　　組合

　　補 助 対 象　アーケード照明の
　　　　　　　　ＬＥＤ化工事

　　補　助　率　15％

26年度
福祉情報システ
ム改修業務委託

2億2,950万円
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公の施設の指定管理者の指定に伴う補正

　平成26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 指定管理者

市民局 広島市立図書館管理 26～29年度 46億5,661万9千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市公民館管理 91億7,080万3千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市現代美術館管理 13億340万7千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島城管理 2億1,139万4千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市こども文化科学館管
理

6億7,950万1千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市江波山気象館管理 3億5,225万7千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市郷土資料館管理 3億221万3千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市交通科学館管理 9億4,612万円 広島高速交通株式会社

広島市馬木近隣運動広場管
理

20万3千円 福木学区体育協会

広島市湯来下近隣運動広場
管理

20万7千円 下五原二町内会

広島平和記念資料館管理 12億5,472万3千円
公益財団法人広島平和文
化センター

広島市留学生会館管理 2億5,419万1千円 株式会社オオケン

広島市女性福祉センター管
理

26～28年度 4,656万3千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

健康福祉局
広島市中区地域福祉センタ
ー管理

26～29年度 2,279万9千円
社会福祉法人広島市中区
社会福祉協議会

広島市東区地域福祉センタ
ー管理

2,279万5千円
社会福祉法人広島市東区
社会福祉協議会

広島市南区地域福祉センタ
ー管理

2,110万6千円
社会福祉法人広島市南区
社会福祉協議会

広島市西区地域福祉センタ
ー管理

2,139万2千円
社会福祉法人広島市西区
社会福祉協議会

広島市安佐南区地域福祉セ
ンター管理

2,035万2千円
社会福祉法人広島市安佐
南区社会福祉協議会

広島市安佐北区地域福祉セ
ンター管理

2,260万1千円
社会福祉法人広島市安佐
北区社会福祉協議会

広島市安芸区地域福祉セン
ター管理

2,043万6千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市佐伯区地域福祉セン
ター管理

2,080万1千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市吉島福祉センター管
理

4,119万円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市温品福祉センター管
理

6,114万8千円
社会福祉法人広島市東区
社会福祉協議会

広島市戸坂福祉センター管
理

6,324万2千円
三栄パブリックサービス
株式会社
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

健康福祉局
広島市中山福祉センター管
理

26～29年度 5,070万4千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市出島福祉センター管
理

4,280万6千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市祇園福祉センター管
理

4,780万1千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市伴福祉センター管理 4,764万1千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市可部福祉センター管
理

5,428万6千円
社会福祉法人広島市安佐
北区社会福祉協議会

広島市筒瀬福祉センター管
理

4,088万円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市瀬野福祉センター管
理

4,984万2千円
テルウェル西日本株式会
社

広島市畑賀福祉センター管
理

5,352万円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市阿戸福祉センター管
理

4,927万円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市矢野福祉センター管
理

4,625万円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市石内福祉センター管
理

5,409万8千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市湯来福祉会館管理 7,601万6千円
特定非営利活動法人サン
ピアゆき

広島市中央老人福祉センタ
ー管理

2億3,066万6千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市東雲老人福祉センタ
ー管理

2,531万2千円
社会福祉法人広島市南区
社会福祉協議会

広島市南観音老人福祉セン
ター管理

2,588万9千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市吉島老人いこいの家
管理

4,317万1千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市宇品老人いこいの家
管理

2,972万4千円
社会福祉法人広島市南区
社会福祉協議会

広島市草津老人いこいの家
管理

4,061万3千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市佐東老人いこいの家
管理

2,824万5千円
社会福祉法人広島市安佐
南区社会福祉協議会

広島市沼田老人いこいの家
管理

2,459万9千円 伴学区社会福祉協議会

広島市矢野老人いこいの家
清風荘管理

2,343万4千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市船越老人いこいの家
鼓が浦荘管理

2,583万1千円
社会福祉法人広島市安芸
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家新宮
山荘管理

1,267万3千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家窓山
荘管理

1,496万円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家さつ
き荘管理

1,489万円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家八幡
荘管理

1,523万9千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

健康福祉局
広島市老人いこいの家倉重
荘管理

26～29年度 1,444万9千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家坪井
荘管理

1,568万3千円
佐伯区観音社会福祉協議
会

広島市老人いこいの家中央
荘管理

1,594万2千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家五日
市荘管理

1,452万3千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家楽々
荘管理

1,413万6千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市老人いこいの家美隅
荘管理

1,599万1千円
社会福祉法人広島市佐伯
区社会福祉協議会

広島市心身障害者福祉セン
ター管理

8億4,782万円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

広島市西部障害者デイサー
ビスセンター管理

2億2,173万8千円
社会福祉法人広島市手を
つなぐ育成会

広島市北部障害者デイサー
ビスセンター管理

2億4,655万4千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

広島市東部障害者デイサー
ビスセンター管理

2億2,275万円
社会福祉法人広島市手を
つなぐ育成会

広島市健康づくりセンター
管理

7億3,443万5千円
公益財団法人広島原爆障
害対策協議会

広島市火葬場等及び広島市
納骨堂管理

15億5,128万6千円
ひろしま斎苑管理グルー
プ

こども未来局 大町第二保育園管理 2億9,661万6千円
社会福祉法人広島県同胞
援護財団

広島市こども療育センター
管理

74億2,193万6千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

経済観光局
広島市勤労青少年ホーム管
理

5億2,186万5千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市西新天地公共広場管
理

3,081万円 株式会社エムケイ興産

広島市工業技術センター管
理

8億3,034万1千円
公益財団法人広島市産業
振興センター

広島市平和記念公園レスト
ハウス管理

2,719万8千円 株式会社エムケイ興産

広島市湯来交流体験センタ
ー管理

26～30年度 1億1,740万9千円 グリーンハウスグループ

広島市農業振興センター管
理

26～29年度 5億3,886万円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター

広島市湯来農村環境改善セ
ンター管理

7,174万9千円
広島市湯来農村環境改善
センター運営協議会

広島市森林公園管理（昆虫
館）

3億6,133万6千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市水産振興センター管
理

5億6,278万3千円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター

都市整備局
新牛田公園及び牛田総合公
園管理

1億4,999万7千円 中国企業株式会社

市営住宅等管理(中・南区) 26～27年度 8億2,567万6千円
株式会社第一ビルサービ
ス

市営住宅等管理（東・安佐
北・安芸区)

4億704万1千円
株式会社第一ビルサービ
ス
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

都市整備局
市営住宅等管理（西・安佐
南・佐伯区）

26～27年度 6億4,594万3千円
株式会社第一ビルサービ
ス

広島駅南口地下広場管理 26～29年度 4億6,536万1千円 広島駅南口開発株式会社

中央公園管理 6億6,600万7千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市安佐動物公園管理 17億7,442万7千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市植物公園管理 15億7,159万5千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

河原町公園管理 151万3千円 河原町町内会

桜台公園管理 91万4千円 桜台町内会

観音原第一公園管理 68万円 福田観音原福寿会

馬木ハイツ公園管理 62万4千円 馬木ハイツ町内会

つつじが丘公園管理 47万6千円 上温品わかば会

上温品第二公園管理 69万9千円 多美会

東青崎公園管理 153万4千円 東青崎町内会

向洋公園管理 52万4千円 向洋大原町向友クラブ

洋光台第二公園管理 95万2千円
向洋新町二丁目シニアク
ラブ

東霞公園管理 64万7千円 東霞シニアクラブ

皆実町第一公園管理 36万5千円
皆実町四丁目寿楽会老人
クラブ

皆実町第二公園管理 33万9千円
皆実町四丁目寿楽会老人
クラブ

仁保公園管理 92万5千円 仁保旭ヶ丘町内会

仁保第一公園管理 95万2千円 仁保旭ヶ丘町内会

仁保第二公園管理 103万3千円 仁保ニュー旭ヶ丘町内会

西部河岸緑地管理 112万4千円 横川商店街振興組合

新庄公園管理 92万5千円 新庄町町内会

新庄西公園管理 38万1千円 新庄町町内会

己斐上第三公園管理 44万1千円 己斐共立ハイツ町内会

己斐上第五公園管理 103万3千円 己斐上四区町内会

己斐上第六公園管理 100万6千円 己斐上町二区町内会

－7－



局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

都市整備局 兵庫谷公園管理 26～29年度 91万円 己斐共立ハイツ町内会

大迫第一公園管理 123万6千円 大迫団地町内会

茶臼台公園管理 131万9千円 茶臼台町内会

田方第一公園管理 85万9千円 田方町内会

高須第一公園管理 82万2千円 高須第一公園愛護クラブ

庚午第一公園管理 178万2千円 庚午北町内会

鈴が峰Ｃ緑地管理 114万1千円 ガーデングループ

井口台西第二公園管理 65万6千円
友愛ネットワーク井口台
生活支援事業部

西部埋立第四公園管理 144万1千円 井口明神一丁目町内会

西部埋立第九公園管理 113万2千円 井口明神一丁目町内会

東野公園管理 43万3千円 東野第二福笑会

古市第二公園管理 95万2千円 古市明朗会

古市第三公園管理 39万3千円 古市橋新和会

安川緑道管理（安佐南区古
市三丁目のうち1734番１地
先から県道豊平線部分）

119万9千円 古市橋新和会

安川緑道管理（安佐南区古
市三丁目のうち古市橋駅前
自転車等駐車場南側部分）

63万5千円 下古川組町内会

大町公園管理 92万5千円 大町富士団地町内会

大町第三公園管理 29万3千円 大町富士団地町内会

上安第二公園管理 78万7千円 萩原町内会

高取第四公園管理 65万2千円 恵木自治会

高取南緑地管理 70万6千円 恵木自治会

伴西公園管理 328万1千円 伴中央上老人クラブ

Ａシティ第三緑地管理 39万8千円 Ａ．ナイスクラブ

Ａシティ第四緑地管理 114万7千円 Ａ．ナイスクラブ

亀崎第三公園管理 99万2千円 亀崎支援夕やけ会

高陽ニュータウン第七公園
管理

91万円 亀崎支援夕やけ会
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

都市整備局 光掛第一公園管理 26～29年度 169万2千円
光掛第一児童公園管理組
合

光掛第二公園管理 123万6千円 光掛睦会

落合南第七公園管理 115万5千円
Ｋｕｒａｋａｋｅ　Ｄａ
ｄｄｙ’ｓ　Ｃｌｕｂ

はすが丘南第三公園管理 54万5千円
はすが丘南第三公園グリ
ングループ

中小田公園管理 87万円 中小田さくら会

寺山公園管理 103万7千円 寺山公園をつくろう会

三入第一公園管理 154万9千円 郷土を愛する会

石内流通第一公園管理 268万6千円
広島市佐伯区ゲートボー
ル連合

石内流通第二公園管理 54万5千円 五月が丘学区体育協会

五月が丘第六公園管理 81万円 若竹会

千同第三公園管理 54万5千円 千同上町内会

坪井第一公園管理 79万2千円 坪井長寿会

道路交通局
広島市自転車等駐車場管理
（中区）

5億3,921万2千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

広島市自転車等駐車場管理
（東・南・安芸区）

5億4,275万5千円
広島県ビルメンテナンス
協同組合

広島市自転車等駐車場管理
（西・佐伯区）

3億3,722万2千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

大芝公園管理 5,172万6千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市バスターミナル管理 3億8,562万4千円 広島高速交通株式会社

下水道局
特定環境保全公共下水道等
管理

11億7,918万1千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

教育委員会 広島市青少年センター管理 3億4,213万8千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

広島市似島臨海少年自然の
家管理

5億6,059万8千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

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

4億5,783万8千円
財団法人広島市未来都市
創造財団

463億3,852万4千円 148事業計
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