
1　補正予算

（単位：千円）

うち,ｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ事業特別会計

うち,港湾事業特別会計

うち,土地区画整理事業特別会計

うち,公共下水道事業特別会計

うち,国民健康保険(事業勘定)特別会計

うち, 〃 (直営診療施設勘定)特別会計

うち,後期高齢者医療特別会計

うち,介護保険特別会計

2　補正予算の内訳

○　一般会計

（A）国の補正に伴うもの

①　総務費 プレミアム付商品券交付事業費

②　土木費 道路維持管理費（道路照明）

橋梁長寿命化事業費

（B）国・県支出金の追加に伴うもの

　　民生費 発達支援事業費

（C）国・県支出金の減に伴うもの

①　総務費 施設整備事業費（駅前東館跡地整備）

②　土木費 急傾斜地崩壊対策事業費

道路維持管理費（県移譲）

交通安全施設整備事業費

（D）事業費の増に伴うもの

①　総務費 生活交通バス路線運行事業費

②　土木費 急傾斜地崩壊対策事業費（県施行）

（E）事業費の減に伴うもの

①　総務費 情報基盤施設維持管理費

財産維持管理費

広島空港周辺活性化事業費

ふるさと納税推進事業費

みはらふるさと夢基金事業費

防犯灯維持管理費
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区 分 補 正 前 補 正 額 補 正 後

特 別 会 計 27,821,464 △ 410,729 27,410,735

一 般 会 計 61,856,610 △ 1,664,470 60,192,140

90,870 △ 18,000 72,870

133,000 2,870 135,870

3,979,010 △ 11,700 3,967,310

617,110 △ 155,300 461,810

10,720,838 0 10,720,838

69,650 4,400 74,050

10,370,471 △ 220,952 10,149,519

1,486,685 △ 12,047 1,474,638

計 95,060,659 △ 2,075,199 92,985,460

企 業 会 計 5,382,585 － 5,382,585

(35,600 千円）

7,600 千円

(20,000 千円）

20,000 千円

8,000 千円

（△ 93,000 千円）

△ 19,000 千円

20,000 千円

△ 6,900 千円

△ 65,200 千円

△ 1,900 千円

（△ 467,762 千円）

△ 16,000 千円

(5,012 千円）

2,662 千円

2,350 千円

△ 8,390 千円

△ 5,000 千円

△ 20,300 千円

△ 13,400 千円

△ 9,930 千円



（E）事業費の減に伴うもの（続き）

②　民生費 敬老事業費

後期高齢者医療費

子育て支援センター事業費

私立保育所運営助成事業費

地域型保育事業費

私立認定こども園運営助成事業費

生活保護費給付事業費

③　衛生費 健康づくり推進事業費

合併浄化槽推進事業費

④　農林水産業費 農業用施設改良事業費

⑤　土木費 市道改良事業費

河川改良事業費

港湾施設整備事業費

住宅整備事業費

⑥　教育費 施設維持管理費（学校給食施設）

企画展覧会開催事業費

（F）国・県支出金等の精算に伴うもの

①　民生費 社会福祉援護事業費

生活困窮者自立支援事業費

障害者自立支援事業費

地域生活支援事業費

子ども居場所づくり事業費

ファミリー・サポート・センター事業費

私立保育所運営助成事業費

生活保護事務費

生活保護費給付事業費

②　衛生費 母子保健事業費

③　教育費 施設維持管理費（リージョンプラザ）

（G）基金の積立てに関するもの

　　総務費 過疎地域自立促進特別事業基金

みはらふるさと夢基金

災害対策基金

地域活性化基金

（H）公債費に関するもの

　　公債費 市債元金償還金

市債利子

一時借入金利子

△ 19,325 千円

議第３５号(2)

△ 3,000 千円

△ 61,000 千円

△ 8,275 千円

△ 33,000 千円

△ 21,000 千円

△ 70,000 千円

△ 7,400 千円

△ 32,160 千円

△ 10,700 千円

△ 53,880 千円

△ 18,800 千円

△ 10,840 千円

△ 24,317 千円

△ 4,800 千円

△ 16,245 千円

1,384 千円

7,685 千円

(133,717 千円）

105 千円

21 千円

1,911 千円

325 千円

3,557 千円

50 千円

40,044 千円

138 千円

78,497 千円

200 千円

△ 18,000 千円

(82,200 千円）

△ 133,491 千円

△ 40,444 千円

90,000 千円

10,000 千円

△ 2,400 千円

（△ 176,335 千円）



（I）災害救助に伴うもの

①　民生費 災害救助対策費

災害援護費

②　農林水産業費 農業改良普及事業費

（J）災害応急対応に伴うもの

　　衛生費 災害廃棄物処理費

（K）災害復旧に伴うもの

　　災害復旧費 災害復旧事業費（農林施設）

　　　〃　　　（厚生労働施設）

　　　〃　　　（土木施設）

　　　〃　　　（都市施設）

　　　〃　　　（その他施設）

（L）特別会計への繰出金に関するもの

①　総務費 ケーブルネットワーク事業特別会計

②　民生費 国民健康保険（事業勘定）特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

③　土木費 公共下水道事業特別会計

（M）財源内訳

①　特定財源

国・県支出金

市債

その他（分担金，繰入金，寄附金，諸収入）

②　一般財源

市税

利子割等交付金

普通交付税

市債（歳入欠かん債，臨時財政対策債）

諸収入等

繰越金

財政調整基金繰入金

（N）繰越明許費

①　追加

　　ファーストマイホーム購入費補助事業　外 24件 限度額

②　変更

　　災害廃棄物処理事業　外 6件 限度額

（O）債務負担行為

　　変更

　　ファーストマイホーム購入費補助事業　外 7件 限度額

55,286 千円

議第３５号(3)

(85,515 千円）

18,000 千円

12,229 千円

480,000 千円

(480,000 千円）

△ 76,000 千円

（△ 1,793,500 千円）

△ 1,279,500 千円

△ 399,000 千円

△ 23,000 千円

△ 16,000 千円

△ 18,000 千円

(24,083 千円）

86,950 千円

1,980 千円

△ 8,722 千円

△ 38,125 千円

△ 644,102 千円

△ 289,500 千円

（△ 1,008,298 千円）

△ 342,000 千円

△ 1,795 千円

△ 74,696 千円

（△ 656,172 千円）

40,935 千円

333,356 千円

368,394 千円

244,938 千円

【1,446,269 千円】

△ 1,300,000 千円

【31,443 千円】

【2,151,400 千円】



○　特別会計

（A）ケーブルネットワーク事業特別会計

　　災害復旧に伴うもの

（B）港湾事業特別会計

①　前年度の決算剰余金に関するもの

②　繰越明許費　港湾施設整備事業（内港西公園） 限度額

（C）土地区画整理事業特別会計

①　公債費に関するもの

②　繰越明許費　土地区画整理事業（東本通）　外 1件 限度額

（D）公共下水道事業特別会計

①　国の補正に伴うもの

②　事業費の増に伴うもの

③　事業費の減に伴うもの

④　公債費に関するもの

⑤　災害復旧に伴うもの

⑥　繰越明許費　公共下水道整備事業（汚水・補助）　外 5件

限度額

（E）国民健康保険（事業勘定）特別会計

　　財源組替のみ

（F）国民健康保険（直営診療施設勘定）特別会計

　　基金の積立てに関するもの

（G）後期高齢者医療特別会計

　　事業費の減に伴うもの

（H）介護保険特別会計

①　事業費の増に伴うもの

②　事業費の減に伴うもの

③　基金の積立てに関するもの

（△ 18,000 千円）

△ 18,000 千円

議第３５号(4)

【14,200 千円】

(2,870 千円）

2,870 千円

△ 155,300 千円

【301,000 千円】

（△ 155,300 千円）

116,000 千円

8,600 千円

（△ 11,700 千円）

△ 53,400 千円

△ 12,900 千円

(0 千円）

△ 70,000 千円

【292,000 千円】

(4,400 千円）

0 千円

△ 12,047 千円

4,400 千円

（△ 12,047 千円）

85,000 千円

△ 390,000 千円

84,048 千円

（△ 220,952 千円）


