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  ４ 平成２６年度下半期の財政状況 

 

■ 平成２６年度下半期は，９月補正予算編成後，国の経済対策の活用や，事業の執行見込み等に伴

う予算整理を行うため，１２月補正，２月補正に係る予算を計上しました。 

  なお，このほか，第 47 回衆議院議員総選挙にかかる経費について，１１月に地方自治法第 180

条に基づき知事専決処分を行い，補正予算として１４億６５百万円を計上しました。 

◎◎◎◎    １２月補正１２月補正１２月補正１２月補正                                                                                            ６６６６４４４４億億億億７１７１７１７１百万円百万円百万円百万円            

８月豪雨災害に係る被災者支援等を引き続き実施するとともに，ひろしま未来チャレンジビジョン

の原動力となる施策や，経済・雇用対策等を実施。 

(１)８月豪雨災害に係る対策 [債務2,000百万円] ８月豪雨災害に伴い，引き続き，「被災者支援」・「災害関連事業」を実施。 
８４百万円 

(２) ひろしま未来チャレンジビジョンの加速化［基金積立を除く実質事業費］ [債務85百万円] 今年度中に予定される尾道松江線等の全線開通にあわせ，沿線エリアを核とした誘客を促進するとともに，地域において，急性期医療から在宅医療・介護まで一連のサービスが提供されるよう，効率的かつ質の高い医療提供体制と地域包括ケア体制を構築するための事業を実施。 ７３６百万円 

(３)経済・雇用対策 ［債務586百万円］ 未就職卒業者等への就業支援や離転職者への職業訓練の実施等。 
１８百万円 

(４)その他 

 「ひろしましごと館」・「若者交流館」移転，地域医療介護総合確保基金積立，人事委員会勧告を踏まえた給料表改定等 ５,６３２百万円 

 

◎◎◎◎    ２２２２月補正月補正月補正月補正                                                                                        △△△△１４９１４９１４９１４９億億億億９４９４９４９４百万円百万円百万円百万円            

国の経済対策を活用し，平成２７年度当初予算と一体的に，「災害に強いまちづくり」や「地方創

生」に向けた取組及び事業執行見込み等を踏まえた予算整理を実施。 

(１) 災害に強いまちづくり ４,６５９百万円 ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を実施。 
 

(２) 地域住民生活等の緊急支援 ３,６９４百万円 地方創生先行型交付金事業（魅力ある観光地づくりと観光情報発信の強化やプロフェッショナル人材の確保等）及び県内における消費喚起や多子世帯の負担軽減につながる地域消費喚起・生活支援型交付金事業を実施。  

(３) その他の経済対策 ４,６０５百万円 社会資本の整備や医療施設の防火体制等整備等を実施。 
 

(４) 決算見込み等に伴う予算整理 
△２７,９５１百万円 
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平成２６年度一般会計最終予算に係る歳入・歳出の構成 

 

歳 入 の 構 成 

 

※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 

地方消費税清算金661億9,500万円6.8% 県税3,016億8,800万円31.2%
繰越金36億3,588万円0.4%県債1,513億7,798万円15.6%

国庫支出金1,112億3,594万円11.5%

地方譲与税561億5,400万円 5.8%地方特例交付金10億1,101万円 0.1%交通安全対策特別交付金9億円 0.1% 地方交付税1,853億2,419万円19.1% 自主財源4,621億3,452万円47.7%

分担金・負担金50億7,496万円0.5%諸収入454億4,220万円4.7%財産収入30億199万円 0.3%寄附金2,420万円 0.0%繰入金294億8,712万円 3.0%      

依存財源5,060億312万円52.3% 総額9,681億3,763万円
一般財源6,149億808万円63.5%
特定財源3,532億2,955万円36.5%

使用料・手数料75億8,516万円0.8%
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義務的経費4,730億6,807万円48.9%
投資的経費1,098億323万円11.3%

その他の経費3,852億6,634万円39.8% 人件費2931億8409万円30.3%
公債費1543億666万円15.9%扶助費255億7732万円2.6%普通建設事業費1034億4330万円10.7%災害復旧事業費63億5992万円0.7%

補助費等2861億4851万円29.6%
投融資関係費569億1,086万円5.9%物件費264億6961万円2.7% 維持補修費114億2326万円1.2% 繰出金39億1411万円0.4% 予備費4億円0.0%

総 額9,681億3,763万円

教育費2428億6877万円25.1%
公債費1551億9534万円16.0%民生費1137億6869万円11.8%諸支出金916億5800万円9.5%衛生費805億9251万円8.3%

土木費790億4191万円8.2%
総務費634億2344万円6.6%警察費594億3345万円6.1%商工費394億1809万円4.1% 農林水産業費291億6514万円3.0%災害復旧費63億5992万円0.7% 議会費19億9404万円0.2%労働費48億1832万円0.5% 予備費4億円0.0%

総 額9,681億3,763万円

歳 出 の 性 質 別 構 成 

※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 

歳 出 の 目 的 別 構 成 



19

 

○ 繰越明許費                             ３００億３３百万円 

  平成２６年度歳出予算のうち，その性質上又は予算成立後の事由により，平成２７年度に繰り越して

使用する繰越明許費として，次のように一般会計２８７億９,２９１万円，特別会計１２億４,０２９万

円を計上しました。 

（１）一 般 会 計 （単位：千円） 項  目 金  額 事   業   名 総務費 2,889,335 総合企画費 「瀬戸内  海の道構想」推進費 地域消費喚起・生活支援事業費 地域振興施策推進費 中山間地域振興費 20,769 118,633 2,500,000 73,283 176,650 民生費 1,193,687 社会福祉施設整備費補助金 児童福祉施設整備費補助金 399,104 794,583 衛生費 1,411,803 原爆被爆者関係施設整備費 再生可能エネルギー普及促進費 自然公園等施設整備・維持修繕費 医療施設等整備費補助金 地域医療再生事業費 看護師等養成所等補助金 
6,560 9,000 10,380 1,201,228 156,935 27,700 労働費 236,711 人材確保対策費 236,711 農林水産業費 5,434,348 担い手経営発展支援事業費 園芸産地構造改革推進事業費 家畜衛生対策費 漁業経営構造改善事業費 水産資源増大対策事業費 漁港改修費 漁業集落環境整備費 漁港海岸保全施設整備費 市町事業指導監督費 農村基盤整備推進事業費 基幹水利施設補修事業費 圃場整備事業費 農道整備事業費 農業集落排水事業費 基盤整備促進事業費 受託工事費 海岸保全施設等維持補修費 海岸保全施設整備事業費 溜池等整備事業費 育成林整備事業費 機能回復整備事業費 森林居住環境整備事業費 森林整備加速化・林業再生事業費 治山施設維持修繕費 小規模崩壊地復旧事業費 治山施設緊急点検調査事業費 山地治山事業費 災害関連緊急治山事業費 

19,040 32,739 109,130 63,500 130,000 211,342 19,320 45,300 844 128,870 123,900 153,052 863,787 1,670 28,020 297,477 1,600 7,455 592,991 351,153 5,654 399,580 449,457 40,093 242,472 26,211 440,030 649,661 商工費 568,038 企業国際化支援対策費 中小企業支援対策費 観光客誘致促進費 25,313 160,083 382,642 
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 項  目 金  額 事   業   名 土木費 13,210,744 市街地再開発事業費 道路災害防除費 交通安全施設費（補助） 道路改良費（単独） 道路改良費（補助） 河川改修費 都市小河川改修費 高潮対策費（河川） 河川総合開発事業費 堰堤改良事業費 通常砂防費（補助） 地すべり対策砂防費（補助） 急傾斜地崩壊対策事業費（補助） 砂防関係事業調査費 土砂災害情報相互通報システム整備事業費 緊急砂防費 緊急急傾斜地崩壊対策事業費 港湾海岸保全施設費 港湾補修費 港湾特別整備事業費特別会計繰出金 港湾改修費 港整備交付金事業費 営繕工事等受託費 街路事業費（単独） 街路事業費（補助） 空港振興事業費 

191,969 1,949,900 227,199 20,187 1,958,908 801,019 12,972 310,760 550,000 146,800 880,043 10,200 1,091,768 1,068,230 9,555 502,300 171,200 260,780 182,900 15,000 541,000 584,400 365,001 98,500 1,168,090 92,063 警察費 330,631 警察施設整備費 交通安全施設整備費 323,631 7,000 教育費 1,304,942 教職員公舎管理費 私学振興補助金 耐震化対策整備費 学校改修整備費 学校改修整備費 11,989 499,282 209,948 60,000 523,723 災害復旧費 2,212,668 現年発生災害農業施設復旧費 現年発生災害林道復旧費 過年発生災害土木施設復旧費 現年発生災害土木施設復旧費（補助） 現年発生災害公共施設復旧費 現年発生災害教育施設復旧費 
899,302 117,747 48,890 1,100,595 1,374 44,760 合  計 28,792,907   

（２）特 別 会 計 （単位：千円） 項  目 金  額 事   業   名 県営林事業費 20,134 保育管理費 20,134 港湾特別整備事業費 149,000 臨海土地造成事業費 荷役機械整備事業費 104,000 45,000 流域下水道事業費 971,016 瀬野川処理区 芦田川処理区 沼田川処理区 153,174 765,600 52,242 県営住宅事業費 100,138 住宅建設費 100,138 合  計 1,240,288    


