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  ４ 平成２８年度下半期の財政状況 

 

■ 平成２８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                                                                                                ２４２４２４２４億億億億１０１０１０１０百万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，引き続き国の経済対策も活用し，「地

方創生」に向けた取組などを実施。 

(１)地方創生 [債務329百万円]  ① 新たな経済成長 企業，大学，金融機関や行政など，様々な主体が相互に繋がり，絶え間なくイノベーションが生まれる環境を地域に創出するための拠点を整備。 また，理化学研究所の機能の一部を誘致し，広島大学の持つ技術との融合を図ることにより，食品分野や創薬・医療分野における研究開発を推進し，関連産業の集積と発展を促す。   ② 人づくり 離転職者の早期就職を促進するため，民間教育訓練機関等を活用した多様な職業訓練を実施。 
３１７百万円 

(２)その他  人事委員会勧告を踏まえた給料表の改定等。 
２，０９３百万円 

    

    

◎◎◎◎    ２２２２月補正月補正月補正月補正                                                                                            △△△△５４４５４４５４４５４４億億億億９４９４９４９４百万円百万円百万円百万円            

事業執行見込み等を踏まえた予算整理を実施。 

(１) 決算見込み等に伴う予算整理 
△５４，４９４百万円 
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平成２８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1,001億3,100万円10.1%
県税3,436億1,804万円34.7%

繰越金22億5,922万円0.2%
県債1,152億2,699万円11.6%

国庫支出金1,057億6,007万円10.7%

地方譲与税436億300万円 4.4%地方特例交付金10億9,279万円 0.1%交通安全対策特別交付金7億円 0.1% 地方交付税1,865億940万円18.9%
自主財源5,370億2,574万円54.2%

分担金・負担金43億3,105万円0.4%諸収入469億9,253万円4.8%財産収入17億1,582万円 0.2%寄附金 4,252万円 0.0%繰入金269億4,452万円 2.7%      

依存財源4,528億9,224万円45.8% 総額9,899億1,798万円一般財源6,779億1,345万円68.5%
特定財源3,120億454万円31.5%

使用料・手数料109億9,104万円1.1%
 

 

 

 

 

 

 

※ 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2,409億1,022万円24.3%
公債費1,582億9,049万円16.0%諸支出金1,288億2,200万円13.0%民生費1,162億5,635万円11.7%

衛生費785億8,277万円7.9%土木費791億743万円8.0%
警察費629億6,060万円6.4%総務費457億8,378万円4.6%商工費382億4,032万円3.9% 農林水産業費297億4,920万円3.0%労働費29億9,711万円0.3% 災害復旧費58億5,332万円0.6%議会費19億6,441万円0.2% 予備費4億円0.0%

総 額9,899億1,798万円
 

義務的経費4,755億7,637万円48.0%
投資的経費970億2,687万円9.8%

その他の経費4,173億1,475万円42.2% 人件費2,939億2,606万円29.7%
公債費1,574億4,523万円15.9%扶助費242億508万円2.4%普通建設事業費911億7,355万円9.2%災害復旧事業費58億5,332万円0.6%

補助費等3,410億8,409万円34.5%
投融資関係費395億933万円4.0%物件費217億7,397万円2.2% 維持補修費117億4,708万円1.2% 繰出金28億28万円0.3% 予備費4億円0.0%

総 額9,899億1,798万円
 ※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 

歳 出 の 性 質 別 構 成 

歳 出 の 目 的 別 構 成
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○ 繰越明許費                             ２２９億２２百万円 

  平成２８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２９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２１６億７，１３８万円，特別会計１２億５，０７８

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 237,625 地域発展戦略推進費 高度情報化推進費 総合技術研究所管理運営費 地籍調査費 交通バリアフリー推進事業費 133,000 18,149 18,000 65,436 3,040 民生費 209,670 社会福祉施設整備費補助金 209,670 衛生費 90,296 原爆被爆者関係施設整備費 自然公園等施設整備・維持修繕費 看護師等養成所等補助金 5,198 57,547 27,551 農林水産業費 5,533,786 園芸産地構造改革推進事業費 畜産経営改善対策費 水産基盤整備事業費 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 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 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 次世代林業基盤づくり事業費 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 災害関連緊急治山事業費 治山激甚災害対策特別緊急事業費 

85,115 276,911 68,588 10,000 35,100 77,354 2,940 48,650 80,831 154,016 10,500 15,750 677,502 268,955 204,120 333,555 683 17,015 13,650 355,377 343,429 13,371 122,493 1,373,678 110,804 197,796 350,513 25,610 259,480 土木費 13,404,110 建築物耐震化促進事業 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） 道路改良費（補助） 
11,383 400,000 1,070,800 410,520 62,586 1,745,903 
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項  目 金  額 事   業   名 河川改修費 都市小河川改修費 高潮対策費（河川） 堰堤改良事業費 市町土木工事受託費（河川） 急傾斜地崩壊対策事業費（単独） 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 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 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 港湾改良費 港湾改修費 港整備交付金事業費 街路事業費（単独） 街路事業費（補助） 公園事業費（補助） 広島ヘリポート整備費 

1,126,738 56,537 168,000 246,200 21,471 25,677 905,516 17,607 1,192,696 265,900 2,773,994 5,000 95,100 17,000 77,650 250,104 256,000 90,000 195,000 692,200 184,000 61,300 952,428 9,500 17,300 警察費 48,702 交通安全施設整備費 48,702 教育費 520,722 高校教育改革推進事業費 教職員公舎管理費 学びの変革先導的実践校整備費 学校改修整備費 学校維持修繕費 文化財保存事業費補助金 
187,220 9,949 70,456 210,766 33,974 8,357 災害復旧費 1,626,465 現年発生災害農林水産施設復旧費 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 現年発生災害林道復旧費 現年発生災害土木施設復旧費（単独） 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 現年発生災害公園施設復旧費 現年発生災害教育施設復旧費 
22,900 45,210 379,895 74,766 14,800 1,047,194 10,000 8,300 23,400 合  計 21,671,376   

（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 520,800 ふ頭用地造成事業費 荷役機械整備事業費 220,000 300,800 流域下水道事業費 729,980 瀬野川処理区 芦田川処理区 沼田川処理区 500,400 200,594 28,986 合  計 1,250,780    


