
事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

被 災 者 援 護 3億9,101万6千円 災害援護資金の貸付け 3億9,100万円

（健康福祉局）
財源内訳 　　対　　　象　世帯主の負傷や住居

　　　　　　　　の全壊・半壊等の被
　県補助金 　　　　　　　　害がある世帯

8千円

　　貸付限度額　350万円（最大）
　市債

2億6,066万6千円 　　償 還 期 間　10年（据置期間３年
　　　　　　　　又は５年を含む。）

　一般財源
1億3,034万2千円 　　貸 付 利 率　年３％（据置期間中

　　　　　　　　は無利子）
　　　　　　　　実質的に無利子とな
　　　　　　　　るよう、償還利子相
　　　　　　　　当額の利子補給を行
　　　　　　　　う。

　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　　間 限　度　額

生活福祉資金貸付利子補給 1万6千円

　　県社会福祉協議会が被災世帯に対
　　して行う生活福祉資金の貸付けに
　　ついて、貸付利率年1.5%が実質的
　　に無利子となるよう、償還利子相
　　当額の利子補給を行う。

　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　　間 限　度　額

補 正 予 算 の 内 訳

災害援護資金貸
付利子補給金
（平成26年度分）

27～36年度 万円の　　に相

生活福祉資金貸
付利子補給金
（平成26年度分）

27～34年度 の　　に相当す

100
3

100
1.5

融資額3億9,100

当する金額

融資額5,700万円

る金額

－1－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

被災母子・父子・寡
婦援護 504万円 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付け
（母子寡婦福祉資金
貸付特別会計） 財源内訳 　　対　　　象　住居が被災した母子・
（こども未来局） 　　　　　　　　父子・寡婦等

　市債
336万円 　　貸付限度額　住居の建設・購入・

　　　　　　　　改修等資金　200万円
　一般財源

168万円 　　　　　　　　転宅資金　　 26万円

　　貸 付 利 率　保証人ありの場合
　　　　　　　　　無利子
　　　　　　　　　
　　　　　　　　保証人なしの場合
　　　　　　　　　年1.5％(据置期間
　　　　　　　　　中は無利子）
　　　　　　　　　実質的に無利子と
　　　　　　　　　なるよう、償還利
　　　　　　　　　子相当額の利子補
　　　　　　　　　給を行う。

　（債務負担行為の設定）

事　業　名 期　　間 限　度　額

住宅資金及び転
宅資金貸付利子
補給金
（平成26年度分）

27～35年度
融資額504万円の
　　に相当する
金額
100
1.5

－2－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

環境施設災害復旧 5億8,000万円 災害復旧工事 5億2,500万円

（環境局）
財源内訳 　　玖谷埋立地

　国庫補助金 　　　砂防堰堤、防災調整池に堆積し
3,750万円 　　　た土砂・流木の撤去等

　市債 し尿中継地土砂流出防止対策工事 5,500万円

5億2,870万円

　　防護柵設置
　一般財源

1,380万円

農林業施設災害復旧 14億5,000万円 災害復旧工事　　　　　 361か所 11億9,400万円

（経済観光局）
財源内訳 　　農業用施設　　　 231か所 7億9,300万円

　県負担金 　　　農　道　　　　73か所 6,470万円

8億3,780万円

　　　　西　区　　２か所 70万円

　県補助金
7,950万円 　　　　安佐北区　65か所　 6,200万円

　市債 　　　　佐伯区　　６か所 200万円

3億8,650万円

　　　水　路　　　 130か所 4億6,600万円

　負担金
5,750万円 　　　　西　区　　２か所 60万円

　一般財源 　　　　安佐南区　20か所 3億3,800万円

8,870万円

　　　　安佐北区 104か所 1億2,700万円

　　　　佐伯区　　４か所 40万円
　 　　　 とうしゅこう

　　　頭首工　　　　17か所 1億5,100万円

　　　　安佐北区

　　　ため池　　　　11か所 1億1,130万円

　　　　安佐南区　１か所 30万円

　　　　安佐北区　10か所 1億1,100万円

－3－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

　　農　地　　 　　　 64か所 2億800万円

　　　西　区　　　３か所 300万円

　　　安佐南区　　21か所 4,500万円

　　　安佐北区　　38か所 1億5,700万円

　　　佐伯区　　　２か所 300万円

　　林　道　　　　　　66か所 1億9,300万円

　　　西　区　　　４か所 100万円

　　　安佐南区　　29か所 6,700万円

　　　安佐北区　　32か所 1億2,400万円

　　　佐伯区　　　１か所 100万円

災害復旧実施設計　　　 170か所 9,700万円

　　農業用施設　　　　65か所 3,480万円

　　農　地　　　　　　64か所 3,420万円

　　林　道　　　　　　41か所 2,800万円

小規模崩壊地復旧工事　　33か所 1億5,900万円

　　安佐南区　　　１か所 1,000万円

　　安佐北区　　　32か所 1億4,900万円

－4－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

公園施設災害復旧 1億7,070万円 災害復旧工事 1億5,210万円

（都市整備局）
財源内訳 　　安佐南区　　２公園 2,000万円

　国庫負担金 　　安佐北区　　２公園 4,130万円

4,620万円

　　佐伯区　　　１公園 9,080万円

　市債
1億1,390万円

災害復旧実施設計等 1,860万円

　一般財源
1,060万円 　　安佐南区　　２公園 400万円

　　安佐北区　　２公園 1,460万円

道路施設災害復旧 9億8,400万円 災害復旧工事　93路線
(道路交通局)

財源内訳 　　西区 6,430万円

　国庫負担金 　　　広島湯来線など２路線
5億7,400万円

　　安佐南区 3億9,600万円

　市債
4億1,000万円 　　　下佐東線など30路線

　　安佐北区 5億40万円

　　　安佐北３区82号線など59路線

　　佐伯区 2,330万円

　　　国道433号など２路線

－5－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

民 有 地 災 害 復 旧 30億8,000万円 大規模な土石流が発生した地区におい
(下水道局) て、宅地内の土砂・がれき等を撤去す

財源内訳 る。

　国庫補助金 　　安佐南区
15億4,000万円

　　　八木地区の一部
　一般財源

15億4,000万円 　　安佐北区
うち特別交付税

12億3,200万円 　　　可部東地区の一部

河川施設災害復旧 25億9,500万円 災害復旧工事　47河川 21億4,500万円

(下水道局)
財源内訳 　　安佐南区 2億8,040万円

          うえやまがわ

　国庫負担金 　　　上山川など10河川
13億4,800万円

　　安佐北区 18億6,460万円

　市債  　　　　　たかやがわ

12億4,700万円 　　　高谷川など37河川

災害復旧実施設計　47河川 4億5,000万円

－6－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

下水道施設災害復旧 5億5,500万円 公共下水道 4億8,000万円

(下水道事業会計)
(下水道局) 財源内訳 　　災害復旧工事　８地区 4億2,000万円

　国庫負担金 　　　西区 200万円

3億3,000万円

　　　　己斐地区
　企業債

2億2,500万円 　　　安佐南区 3億300万円

　　　　八木地区など３地区

　　　安佐北区 1億1,500万円

　　　　可部東地区など４地区

　　災害復旧実施設計　５地区 6,000万円

特定環境保全公共下水道 7,500万円

　　災害復旧工事　１地区

　　　安佐北区

　　　　桐原地区

－7－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

教育施設災害復旧 1億50万円 災害復旧工事 9,400万円

（教育委員会）
財源内訳 　　学校施設 6,300万円

　国庫負担金 　　　大林小学校、安佐南中学校、
4,680万円 　　　祇園中学校、落合中学校

　市債 　　グリーンスポーツセンター 1,900万円

5,370万円

　　三滝少年自然の家 480万円

　　可部地区学校給食センター 720万円

災害復旧実施設計　４施設 650万円

スクールカウンセラ
ー派遣事業 455万円 被災地区の小・中学校に対し、スクー
（教育委員会） ルカウンセラーの派遣回数を拡大する

財源内訳 ことにより、児童生徒等の心のケアを
行う。

　国庫補助金
151万6千円

　一般財源
303万4千円

－8－



事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

予 備 費 3億円 災害救助費等に充当した予備費の追加額
（財政局）

財源内訳 　予 算 計 上 額 4億円            ①

　一般財源 　既　充　当　額 3億2,067万8千円  ②

3億円

　差引予算残高（①－②） 7,932万2千円  ③

　今 回 補 正 額 3億円            ④

　合　　　　計（③＋④） 3億7,932万2千円　  

－9－


