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  ４ 平成２７年度下半期の財政状況 

 

■ 平成２７年度下半期は，９月補正予算編成後，国の補正予算の活用や，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。 

◎◎◎◎    １２月補正１２月補正１２月補正１２月補正                                                                                                ９９９９億億億億４４４４４４４４百万円百万円百万円百万円            

必要性が認められる事業に適切に対応することを基本として，「災害に強いまちづくり」や「地方

創生」に向けた取組などを実施。 

(１)災害に強いまちづくり [債務300百万円] 平成26年８月の大規模土砂災害の被災地域における安全確保を図るため，引き続き，砂防施設の整備を推進。  

(２) 地方創生 [債務456百万円] 春の旅行需要を喚起し，観光客の更なる誘致と周遊促進を図るため，効果的な観光プロモーション等を実施するとともに，45道府県が実施している子育てパスポートについて，全国共通展開の参加に必要なシステム改修等を実施。 １２百万円 

(３)広島の使命  2016年サミット外相会合の成功に向け，引き続き，警備体制を強化。 
５６百万円 

(４)その他 [債務245百万円] 障害者スポーツ協会の設立，広島市東部地区連続立体交差事業，旧福山若草園の跡地返還に向けた建物の解体，施設焼損に伴う損害賠償，地域医療介護総合確保基金への積立。 ８７５百万円 

◎◎◎◎    ２２２２月補正月補正月補正月補正                                                                                            △△△△８８８８８８８８億億億億２２２２４４４４百万円百万円百万円百万円            

国の補正予算を活用し，平成２８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 ４,０５８百万円 被災された方々の生活再建と早期災害復旧・復興を図るとともに，ハード・ソフトが一体となった防災・減災対策を実施。  

(２) 地方創生 ２,２３６百万円 多様な創業の促進，東京圏等から広島への定住促進，信頼される医療・介護提供体制の構築，中山間地域の地域力強化等を実施。  

(３) 広島の使命 ７５百万円 国際会議の開催，国際的に活躍できる技量を身に付けた人材の育成等。  

(４) その他の緊急対策 １,８８６百万円 社会資本の整備やマイナンバー制度の運用開始に向けた情報セキュリティ対策等を実施。  

(５) 決算見込み等に伴う予算整理 
△１７,０７９百万円 
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平成２７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 

 

地方消費税清算金1,114億3,300万円11.1%
県税3,419億1,704万円34.2%

繰越金39億9,860万円0.4%
県債1,237億6,852万円12.4%

国庫支出金1,021億3,896万円10.2%

地方譲与税509億8,301万円 5.1%地方特例交付金10億4,337万円 0.1%交通安全対策特別交付金7億円 0.1% 地方交付税1,829億1,705万円18.3%
自主財源5,388億3,325万円53.9%

分担金・負担金47億1,045万円0.5%諸収入473億2,835万円4.7%財産収入25億9,310万円 0.3%寄附金 3,513万円 0.0%繰入金175億9,711万円 1.8%      

依存財源4,615億5,091万円46.1% 総額1兆3億8,416万円一般財源6,929億9,208万円69.3%
特定財源3,073億9,208万円30.7%

使用料・手数料92億2,047万円0.9%
 

 

 

 

 

※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 
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教育費2,466億7,899万円24.7%
公債費1,576億5,941万円15.8%諸支出金1,447億9,300万円14.5%民生費1,135億6,850万円11.4%

衛生費847億7,391万円8.5%
土木費725億5,086万円7.3%
警察費610億977万円6.1%総務費458億2,270万円4.6%商工費399億388万円4.0% 農林水産業費257億4,479万円2.6%労働費43億1,472万円0.4% 災害復旧費11億8,648万円0.1%議会費19億7,715万円0.2% 予備費4億円0.0%

総 額1兆3億8,416万円

 

          

義務的経費4,739億9,784万円47.4%
投資的経費968億8,720万円9.7%

その他の経費4,294億9,913万円42.9% 人件費2,930億492万円29.3%
公債費1,567億1,264万円15.7%扶助費242億8,028万円2.4%普通建設事業費957億71万円9.6%災害復旧事業費11億8,648万円0.1%

補助費等3,432億9,883万円34.3%
投融資関係費449億3,404万円4.5%物件費269億342万円2.7% 維持補修費112億2,167万円1.1% 繰出金27億4,117万円0.3% 予備費4億円0.0%

総 額1兆3億8,416万円
 

歳 出 の 性 質 別 構 成 

歳 出 の 目 的 別 構 成 

※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 
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○ 繰越明許費                             １８８億６０百万円 

  平成２７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２８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１７９億７，７０２万円，特別会計８億８,２９７万

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 821,523 国際化推進事業費 国際平和拠点ひろしま構想推進事業費 総合企画費 高度情報化推進費 行政情報化推進費 地域振興施策推進費 中山間地域振興費 都市圏魅力創造戦略推進事業費 
58,522 55,865 40,000 22,746 337,000 78,414 204,371 24,605 民生費 1,248,243 福祉人材確保対策費 社会福祉施設整備費補助金 児童施設対策費 援護対策費 766,883 68,700 216,560 196,100 衛生費 354,164 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 317,523 23,394 13,247 労働費 96,203 勤労者福祉対策費 勤労女性青少年福祉対策費 人材確保対策費 7,600 72,179 16,424 農林水産業費 3,067,131 シトラスパーク利活用推進事業費 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 漁業経営構造改善事業費 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 港整備交付金 農村基盤整備推進事業費 かんがい排水事業費 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 畑地帯総合整備事業費 基盤整備促進事業費 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 治山施設維持修繕費 小規模崩壊地復旧事業費 山地治山事業費 治山激甚災害対策特別緊急事業費 

9,057 3,419 45,118 17,350 131,900 18,600 22,819 32,127 199,682 54,960 23,100 390,091 305,800 279,381 57,262 19,762 10,489 79,077 258,469 12,774 140,659 41,195 75,913 425,267 412,860 商工費 351,450 中小企業支援対策費 イノベーション創出促進費 227,452 123,998 
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 項  目 金  額 事   業   名 土木費 11,650,026 市街地再開発事業費 広島高速道路公社出資金・貸付金 道路災害防除費 交通安全施設費（補助） 道路改良費（単独） 市町交付金（改良） 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） 特定緊急砂防費 砂防関係事業調査費 高潮対策費（海岸） 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） 公園事業費（補助） 民間住宅振興事業費 広島ヘリポート整備費 

214,851 25,000 1,192,616 413,931 610,300 14,400 1,946,240 636,622 26,733 265,000 340,000 90,300 778,881 7,785 498,348 97,000 2,189,137 50,000 268,400 73,900 17,100 405,268 198,900 7,419 103,000 1,120,651 22,700 37,545 10,000 警察費 15,000 交通安全施設整備費 15,000 教育費 165,591 学校改修整備費 学校改修整備費 文化財保存事業費補助金 体育施設管理費 57,006 22,500 993 85,092 災害復旧費 207,684 過年発生災害農業施設復旧費 現年発生災害農業施設復旧費 過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） 20,632 57,342 16,067 68,916 44,727 合  計 17,977,015   
（２）特 別 会 計 （単位：千円） 項  目 金  額 事   業   名 港湾特別整備事業費 101,300 ふ頭用地造成事業費 臨海土地造成事業費 荷役機械整備事業費 30,000 20,000 51,300 流域下水道事業費 781,669 瀬野川処理区 芦田川処理区 下水道受託事業費 沼田川処理区 187,506 521,531 57,793 14,839 合  計 882,969    


