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  ４ 平成２４年度下半期の財政状況 

 

■ 平成２４年度下半期は，９月補正予算編成後，国の緊急経済対策の活用や，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。 

 

◎ １２月補正                                １０２億１８百万円 

真に緊急性，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，ひろしま未来チャレンジ

ビジョンの原動力となる取組などに時機を逃さず対応するとともに，国の経済対策を活用した防災・減

災等強化対策や緊急経済・雇用対策を実施。 

（１）ひろしま未来チャレンジビジョンの加速化                    ６百万円 （再生可能エネルギーの導入促進） 
（２）防災・減災等強化対策                         ２４億９２百万円    （防災上重要な公共土木施設の整備） 
（３）緊急経済・雇用対策                             ７８７百万円 （雇用機会の創出，地域生活基盤の整備，暮らしの安心緊急確保対策） 
（４）国の経済対策に伴う各種基金の積立                   ６９億３３百万円 

   （広島県安心こども基金，広島県緊急雇用対策基金 等） 

 

◎ ２月補正                               △ ４８億３０百万円 

国の緊急経済対策を活用した，平成２５年度当初予算と一体的で切れ目ない緊急経済・雇用対策及び

事業執行見込み等に基づいた予算整理を実施。 

（１）緊急経済・雇用対策                          

   ・地域経済活性化対策                          ２億４２百万円 （森林整備・木材利用の促進，認定農業者の育成支援） 
・地域生活基盤の整備                        ２６３億２４百万円 （県立学校施設の耐震化，社会資本の整備促進） 
・暮らしの安心緊急確保対策                       ８億 ８百万円 （消費者行政の推進，保育士の確保） 

（２）国の経済対策に伴う各種基金の積立                   ５８億 ２百万円    （緊急雇用対策基金（起業支援型分），森林整備加速化・林業再生事業基金 等） 
（３）決算見込み等に伴う予算整理                   △ ３８０億 ７百万円 
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平成２４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550億8,800万円5.8%
県税2776億1500万円29.1%

繰越金23億9,963万円0.3%県債1,705億6,539万円17.9%
国庫支出金1,234億5,567万円12.9%

地方譲与税390億5,100万円 4.1%地方特例交付金10億4,802万円 0.1%交通安全対策特別交付金9億円 0.1% 地方交付税1,911億723万円20.0% 自主財源4,284億7,541万円44.9%

分担金・負担金50億2,889万円0.5%諸収入450億3,276万円4.7%財産収入39億1,202万円 0.4%寄附金1,193万円 0.0%繰入金335億 501万円 3.5%      

依存財源5,261億2,732万円55.1% 総額9,546億273万円
一般財源5,672億888万円59.4%

特定財源3,873億9,385万円40.6%
使用料・手数料58億8,218万円0.6%

※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 
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歳 出 の 目 的 別 構 成 

 

 

           
 

 

 

歳 出 の 性 質 別 構 成  
義務的経費4,669億819万円48.9%

投資的経費1,246億9,301万円13.1%
その他の経費3,630億153万円38.0% 人件費2,960億2,683万円31.0%

公債費1,449億8,076万円15.2%扶助費259億59万円2.7%普通建設事業費1,234億4,057万円12.9%災害復旧事業費12億5,244万円0.1%
補助費等2,677億9,896万円28.1%

投融資関係費549億3,130万円5.8%物件費250億1,739万円2.6% 維持修繕費117億7,269万円1.2% 繰出金30億8,119万円0.3% 予備費4億円0.0%
総 額9,546億273万円
※ 端数処理により，合計が合わない場合がある。 

教育費2,433億5,603万円25.5%
公債費1,457億3,369万円15.3%民生費1,125億7,676万円11.8%土木費984億8,728万円10.3%衛生費793億3,822万円8.3%諸支出金774億1,700万円8.1%警察費601億6337万円6.3%総務費484億5,586万円5.1%商工費376億6,568万円3.9%農林水産業費371億6,589万円3.9%労働費106億506万円1.1% 災害復旧費12億5,244万円0.1% 議会費19億8,545万円0.2%4億円 予備費0.0%

総 額9,546億273万円
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○ 繰越明許費                             ４００億２５百万円 

  平成２４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２５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３８５億１,４９３万円，港湾特別整備事業費特別会計

６億２,２９４万円，流域下水道事業費特別会計７億９,５８７万円,県営住宅事業費特別会計９，１２６

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 266,989 消費者対策費 県有財産管理費 高度情報化推進費 文化振興対策費 交通ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ推進事業費 防災対策費 
71,034 25,000 897 60,200 37,000 72,858 民生費 2,099,391 社会福祉施設整備費補助金 大規模社会福祉施設整備費 保育対策推進費 児童福祉施設整備費補助金 520,180 26,097 737,122 815,992 衛生費 320,098 医療施設等整備費補助金 高精度放射線治療センター(仮称)等整備費事業 地域医療再生事業費 ドクターヘリ整備事業費 40,551 38,704 236,982 3,861 農林水産業費 9,659,521 経営構造対策事業費 水産基盤整備事業費 漁港修築費 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 ふるさと農道緊急整備事業費 かんがい排水事業費 圃場整備事業費 農道整備事業費 畑地帯総合整備事業費 団体営農村振興総合整備事業費 農業集落排水事業費 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 地すべり対策事業費 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 

26,340 130,850 35,000 632,570 71,062 460,050 2,668 57,023 2,670 466,500 278,385 1,486,650 177,370 131,930 26,386 352,993 10,326 206,245 99,750 695,802 868,186 79,436 858,725 288,682 
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 項  目 金  額 事   業   名 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 防災林整備事業費 水源地域等保安林整備事業費 離島振興対策治山事業費 治山激甚災害対策特別緊急事業費 
6,250 27,472 1,827,485 50,610 143,325 52,080 106,700 土木費 21,774,622 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（補助） 中小河川改修費 小規模河川改修費 河川補修費 都市小河川改修費 河川環境整備費 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） 離島振興事業費 急傾斜地崩壊対策事業費（補助） 砂防激甚災害対策特別事業費 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 高潮対策費（海岸） 港湾海岸保全施設費 港湾補修費 重要港湾修築費 地方港湾修築費 港湾局部改良費 港湾環境整備事業費 港整備交付金事業費 街路事業費（単独） 街路事業費（補助） 

102,000 2,860,738 684,330 7,639,625 621,780 231,682 110,800 18,284 4,200 344,589 228,000 22,399 877,353 13,960 30,066 1,104,848 221,300 52,643 242,370 60,343 1,036,497 394,770 1,275,136 123,000 608,751 21,000 922,766 83,000 1,838,392 教育費 4,142,787 私学振興補助金 耐震化対策整備費 学校改修整備費 学校維持修繕費 耐震化対策整備費 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 
437,789 2,749,308 178,804 19,000 664,676 91,572 1,000 638 
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 項  目 金  額 事   業   名 災害復旧費 251,524 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（補助） 143,136 21,388 87,000 合  計 38,514,932   
 

 

（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 622,935 ふ頭用地造成事業費 臨海土地造成事業費 観光資源基盤整備事業費 300,000 22,935 300,000 流域下水道事業費 795,872 瀬野川処理区 芦田川処理区 沼田川処理区 82,000 699,928 13,944 県営住宅事業費 91,255 住宅建設費 91,255 合  計 1,510,062    


