
事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

財政調整基金への積
立金　　 12億1,594万1千円 令和２年度一般会計決算剰余金の積立て
（財政局） 　（決算剰余金 18億6,396万6千円の1/2

財源内訳 　　を下らない範囲の額） 9億3,200万円

　繰越金 減額補正に伴う一般会計剰余額の積立て
9億3,200万円 2億8,394万1千円

　一般財源 49億　237万2千円

2億8,394万1千円 200万円　 

 9億3,200万円   

2億8,394万1千円

△3億7,281万4千円

3億7,281万4千円

61億2,031万3千円

電子調達システムの
改修 電子調達システムで使用しているブラ
（財政局） ウザ（Internet Explorer 11）が４年

６月にサポート終了となることから、
次期ブラウザ（Edge）に対応するため
のシステム改修を行う。

　（債務負担行為の設定）
事　業　名 期　　間 限　度　額

補 正 予 算 の 内 訳

3,070万9千円

２ 年 度 末 基 金 残 高

３年度運用益積立て (当初予算 )

３年度減額補正に伴う剰余額積立て(〃)

電子調達システム
の改修業務委託

４年度

２年度決算剰余金積立て(今回補正)

３年度取崩し (９月補正後予算 )

３ 年 度 末 基 金 残 高

３年度取崩しの減額(今回歳入補正)
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

利用料金の減収に伴
う指定管理料等の追 7億9,105万6千円 新型コロナウイルス感染症の影響によ
加措置 り利用が減少している施設の指定管理
（市民局ほか） 財源内訳 者が適切に管理運営できるよう、指定
（一般会計ほか） 管理料を追加措置する。

　国庫補助金
7億9,105万6千円 　（対象施設等）

　雑入
△1億517万4千円

　基金繰入金
1億517万4千円

広島市民球場特別会計の歳入補正

　　入場者数が見込みを下回ったこと
　　に伴う指定管理者納付金の減少へ
　　の対応

　　　指定管理者納付金　△1億517万4千円

　　　基金繰入金　　　　　1億517万4千円

対 象 施 設 指 定 管 理 者 追 加 措 置 額

 まちづくり市民交流
 プラザ

 (公財)広島市文化財団 1,514万6千円

 区民文化センター(６区)
 (株)イズミテクノ(安佐北区)
 (公財)広島市文化財団(他５区)

1,971万4千円

 広島城  (公財)広島市文化財団 2,177万9千円

 区スポーツ施設(８区)  (公財)広島市スポーツ協会 1億2,543万1千円

 クアハウス湯の山  (公財)広島市スポーツ協会 1,458万4千円

 文化交流会館  広島アートウインド運営企業体 4,592万3千円

 広島国際会議場  (公財)広島平和文化センター 1,662万3千円

 中小企業会館  ㈱オオケン 686万3千円

 平和記念公園レスト
 ハウス

 平和記念公園レストハウス
 つなぐプロジェクト共同事業体

1,988万1千円

 国民宿舎湯来ロッジ等  東洋観光湯来コンソーシアム 9,802万8千円

 森林公園
（昆虫館を除く）

 ひろしま遊学の森管理グループ 399万1千円

 森林公園（昆虫館）  (公財)広島市みどり生きもの 協会 398万円

 広島駅南口地下広場等  広島駅南口開発㈱ 316万5千円

 広島市民球場  ㈱広島東洋カープ 2億4,765万6千円

 安佐動物公園  (公財)広島市みどり生きもの協会 7,479万8千円

 植物公園  (公財)広島市みどり生きもの協会 2,163万7千円

 中央公園
(ファミリープール)

 (公財)広島市みどり生きもの協会 3,059万8千円

 広島広域公園  (公財)広島市スポーツ協会 346万4千円

 竜王公園  ㈱第一ビルサービス 205万8千円

 西部埋立第五公園  ㈱オオケン 1,367万6千円

 佐伯運動公園  三栄パブリックサービス ㈱ 206万1千円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

集会所管理運営委員
会への支援 567万6千円 本市からの臨時休館の要請に応じた地
（市民局） 区集会所の管理運営委員会に対し、協

財源内訳 力金を支給する。

　国庫補助金 　　対象施設　280施設
567万6千円

　　支 給 額　２万円／施設

サッカースタジアム
建設予定地における 1億6,001万9千円 サッカースタジアム建設予定地におい
近代遺構の調査 て、本市文化財審議会の意見を踏まえ、
（市民局） 財源内訳 近世遺構に加え、近代遺構についても、

詳細な記録保存等を行うための所要の
　一般財源 作業が生じることになったことに伴い、

1億6,001万9千円 必要額を措置する。
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

新型コロナウイルス
ワクチン接種事業に 27億1,715万6千円 国の方針に基づき、追加接種（３回目
係る経費の追加措置 接種）を実施するため、接種費用や集
（健康福祉局） 財源内訳 団接種会場の設置等に係る必要額を追

加措置する。
　国庫負担金

3億2,267万3千円  既計上額　120億6,153万9千円

　国庫補助金  補 正 額　 27億1,715万6千円
23億9,448万3千円

 所 要 額　147億7,869万5千円

後期高齢者医療事業 8,650万円 後期高齢者医療保険料納付金等
（後期高齢者医療事 （２年度精算分）
業特別会計） 財源内訳
（健康福祉局）

　繰越金
8,650万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

広島市観光誘客促進
実行委員会への支援 2億1,000万円 新型コロナウイルス感染症により、経
（経済観光局） 営に深刻な影響を受けながらも、観光

財源内訳 誘客に取り組む旅行業者等に応援金を
支給する広島市観光誘客促進実行委員

　国庫補助金 会に対し、その取組に要する経費を補
2億1,000万円 助する。

　（応援金の内容）

　　対 象 者　広島市内に事業所又は
　　　　　　　営業所を有する旅行業
　　　　　　　者等

　　対象経費　団体旅行プラン（参加
　　　　　　　人員６名以上）の販売
　　　　　　　価格を割り引くための
　　　　　　　費用

　　限 度 額　旅行業等の区分に応じ
　　　　　　　て設定

旅行業等の区分 １者当たり限度額

第１種旅行業 500万円

第２種旅行業 400万円

第３種旅行業 200万円

地域限定旅行業等 100万円
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事　　業　　名 事　　業　　費 説　　　　　　　　　　　 　　　　明

放課後児童クラブ利
用料金収納システム 放課後児童クラブについて、サービス
の改修等 向上策の実施に合わせて、長期休業中
（教育委員会） の朝の延長時間部分に加え基本時間部

分に受益者負担措置を導入するために
必要なシステム改修等を行う。

　（債務負担行為の設定）

　（スケジュール）
　　
　　３年度　システム改修に係る契約　
　　　　　　締結、システム改修

　　４年度　システム改修

　　５年度　基本時間部分の利用料金
　　　　　　収納の開始

給与改定に伴う補正 △9億3,364万7千円 給与改定
（企画総務局ほか）

財源内訳 　　期末手当　　０．１５月分減額

　国庫負担金
△1億1,687万3千円

　一般財源
△8億1,677万4千円

事　業　名 期　　間 限　度　額

放課後児童クラブ利用料金
収納システムの改修及び運
用・保守業務委託

４・５年度 2,680万5千円
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公の施設の指定管理者の指定に伴う補正

　公の施設の管理を指定管理者に行わせることに伴う債務負担行為の設定

局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

市 民 局 広島市立図書館管理 ４～８年度 64億5,568万7千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市公民館管理 128億1,510万9千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市現代美術館管理 17億5,957万9千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島城管理 ４～６年度 1億1,379万1千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市こども文化科学館管
理

４～８年度 9億7,340万3千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市江波山気象館管理 5億2,914万5千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市郷土資料館管理 4億3,757万1千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市交通科学館管理 12億7,194万6千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市筒瀬運動広場管理 ４～６年度 1,502万2千円
公益財団法人広島市ス
ポーツ協会

広島市馬木近隣運動広場管
理

４～８年度 25万5千円 福木学区体育協会

広島平和記念資料館管理 19億1,057万円
公益財団法人広島平和文
化センター

広島市留学生会館管理 3億3,490万円 株式会社オオケン

健 康 福 祉 局
広島市中区地域福祉センタ
ー管理

3,165万4千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市東区地域福祉センタ
ー管理

3,083万2千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市南区地域福祉センタ
ー管理

2,817万3千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市西区地域福祉センタ
ー管理

3,098万5千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市安佐南区地域福祉セ
ンター管理

2,799万5千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市安佐北区地域福祉セ
ンター管理

3,150万6千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市安芸区地域福祉セン
ター管理

2,919万円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市佐伯区地域福祉セン
ター管理

2,777万1千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市吉島福祉センター管
理

6,357万円
一般社団法人福祉キャリ
アセンター

広島市温品福祉センター管
理

7,900万円
シンコースポーツ中国株
式会社

広島市戸坂福祉センター管
理

9,227万9千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市中山福祉センター管
理

7,397万9千円
三栄パブリックサービス
株式会社
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局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

健 康 福 祉 局
広島市出島福祉センター管
理

４～８年度 6,255万1千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市祇園福祉センター管
理

6,456万1千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市伴福祉センター管理 6,821万5千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市可部福祉センター管
理

7,067万2千円
株式会社第一ビルサービ
ス

広島市筒瀬福祉センター管
理

5,989万6千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市瀬野福祉センター管
理

6,435万円
テルウェル西日本株式会
社

広島市畑賀福祉センター管
理

7,107万円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市阿戸福祉センター管
理

6,440万5千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市矢野福祉センター管
理

6,483万7千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市石内福祉センター管
理

7,664万6千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市湯来福祉会館管理 1億4,498万9千円
特定非営利活動法人サン
ピアゆき

広島市中央老人福祉センタ
ー管理

3億151万5千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市東雲老人福祉センタ
ー管理

3,410万円
テルウェル西日本株式会
社

広島市南観音老人福祉セン
ター管理

3,639万2千円
三栄パブリックサービス
株式会社

広島市吉島老人いこいの家
管理

４年度 1,345万8千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市宇品老人いこいの家
管理

４～８年度 4,100万円
特定非営利活動法人環境
保全創生委員会

広島市草津老人いこいの家
管理

5,544万2千円
特定非営利活動法人ワー
カーズコープ

広島市佐東老人いこいの家
管理

3,873万5千円
株式会社第一ビルサービ
ス

広島市沼田老人いこいの家
管理

4,440万円 伴学区社会福祉協議会

広島市矢野老人いこいの家
清風荘管理

3,129万円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市船越老人いこいの家
鼓が浦荘管理

3,424万円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家新宮
山荘管理

1,870万1千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家窓山
荘管理

2,033万7千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家さつ
き荘管理

2,031万5千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家八幡
荘管理

2,032万8千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家倉重
荘管理

2,129万4千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家坪井
荘管理

2,051万3千円
佐伯区観音社会福祉協議
会

－8－



局　等 事　　業　　名 期　間 限　度　額 指定管理者

健 康 福 祉 局
広島市老人いこいの家中央
荘管理

４～８年度 2,112万5千円
五日市中央地区社会福祉
協議会

広島市老人いこいの家五日
市荘管理

2,037万3千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家楽々
荘管理

2,001万7千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市老人いこいの家美隅
荘管理

2,048万4千円
社会福祉法人広島市社会
福祉協議会

広島市心身障害者福祉セン
ター管理

12億8,398万8千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

広島市西部障害者デイサー
ビスセンター管理

3億5,931万8千円
社会福祉法人広島市手を
つなぐ育成会

広島市北部障害者デイサー
ビスセンター管理

4億5,864万1千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

広島市東部障害者デイサー
ビスセンター管理

3億6,506万7千円
社会福祉法人広島市手を
つなぐ育成会

広島市健康づくりセンター
管理

5億5,873万7千円
公益財団法人広島原爆障
害対策協議会

広島市火葬場等及び広島市
納骨堂管理

17億8,948万6千円
まごころサービスグルー
プ（合人社計画研究所・
日本斎苑）

こども未来局 大町第二保育園管理 5億2,188万5千円
社会福祉法人広島県同胞
援護財団

広島市こども療育センター
管理

118億3,834万5千円
社会福祉法人広島市社会
福祉事業団

経 済 観 光 局
広島市西新天地公共広場管
理

3,828万5千円 株式会社エムケイ興産

広島市工業技術センター管
理

14億6,466万1千円
公益財団法人広島市産業
振興センター

広島市農業振興センター管
理

9億5,726万円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター

広島市湯来農村環境改善セ
ンター管理

9,744万2千円
広島市湯来農村環境改善
センター運営協議会

広島市森林公園管理（昆虫
館を除く）

4億9,454万円
ひろしま遊学の森管理グ
ループ

広島市森林公園管理（昆虫
館）

5億3,130万7千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市水産振興センター管
理

7億5,474万5千円
公益財団法人広島市農林
水産振興センター

都 市 整 備 局 広島駅南口地下広場管理 6億5,532万5千円 広島駅南口開発株式会社

中央公園管理 4億6,307万2千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

新牛田公園及び牛田総合公
園管理

2億1,349万8千円
株式会社第一ビルサービ
ス

広島広域公園管理 15億5,432万1千円
公益財団法人広島市スポ
ーツ協会

広島市安佐動物公園管理 28億4,777万2千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

広島市植物公園管理 20億8,440万1千円
公益財団法人広島市みど
り生きもの協会

吉島西第二公園管理 87万円 吉島西町内会
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都 市 整 備 局 河原町公園管理 ４～８年度 208万円 河原町町内会

桜台公園管理 118万円 桜台町内会

観音原第一公園管理 87万5千円 福田観音原福寿会

馬木ハイツ公園管理 77万円 馬木ハイツ町内会

つつじが丘公園管理 61万円 つつじが丘町内会

上温品第二公園管理 89万5千円 多美会

中山西第一公園管理 49万円 西平原町内会

中山南第二公園管理 39万5千円 西平原町内会

二葉の里公園管理 59万円 二葉集会所運営委員会

二葉の里第二公園管理 109万円 尾長地区連合町内会

二葉の里第三公園管理 61万円 尾長地区連合町内会

二葉の里第一号緑地管理 39万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第二号緑地管理 37万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第三号緑地管理 42万円 尾長地区連合町内会

二葉の里第四号緑地管理 39万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第五号緑地管理 39万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第六号緑地管理 39万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第七号緑地管理 37万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第八号緑地管理 42万円 尾長地区連合町内会

二葉の里第九号緑地管理 42万円 尾長地区連合町内会

二葉の里第十号緑地管理 39万5千円 尾長地区連合町内会

二葉の里第十一号緑地管理 39万5千円 尾長地区連合町内会

若草第一公園管理 55万円 万年青若草クラブ

東山第一公園管理 128万円 パークハウス東山町内会

東山第二公園管理 72万5千円 パークハウス東山町内会

矢賀第二公園管理 122万円 矢賀六丁目町内会

東青崎公園管理 207万5千円 東青崎町内会
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都 市 整 備 局 東霞公園管理 ４～８年度 82万5千円 東霞シニアクラブ

皆実町第二公園管理 44万円
皆実町四丁目寿楽会老人
クラブ

仁保公園管理 115万5千円 仁保旭ヶ丘町内会

仁保第一公園管理 118万5千円 仁保旭ヶ丘町内会

仁保第二公園管理 128万5千円 仁保ニュー旭ヶ丘町内会

新庄公園管理 115万5千円 新庄町町内会

新庄西公園管理 49万円 新庄町町内会

兵庫谷公園管理 111万5千円 己斐共立ハイツ町内会

もみじヶ丘第三公園管理 137万円
もみじ会グラウンド・ゴ
ルフ同好会

己斐上第五公園管理 128万5千円 己斐上四区町内会

己斐上第六公園管理 125万5千円 己斐上町二区町内会

茶臼台公園管理 170万5千円 茶臼台町内会

田方第一公園管理 111万円 田方町内会

高須第一公園管理 106万5千円 高須第一公園愛護クラブ

庚午第一公園管理 242万5千円 庚午北町内会

鈴が峰Ｃ緑地管理 147万円 ガーデングループ

井口台西第二公園管理 82万5千円 井口台生活支援事業部

西部埋立第四公園管理 185万5千円 井口明神一丁目町内会

西部埋立第九公園管理 146万円 井口明神一丁目町内会

東野公園管理 56万5千円 東野第二福笑会

古市第二公園管理 118万5千円 古市明朗会

古市第三公園管理 49万円 古市橋新和会

安川緑道管理 79万5千円 下古川組町内会

大町東第一公園管理 61万円 白山町内会

高取第四公園管理 80万円 安同友会

高取南緑地管理 87万円 安同友会

瀬戸内第一公園管理 118万円 瀬戸内ハイツ青年部
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都 市 整 備 局 瀬戸内第二公園管理 ４～８年度 81万5千円 すまいるワーク

瀬戸内第三公園管理 108万5千円 瀬戸内ハイツ青年部

伴東丘の上公園管理 107万円 下向百寿会

沼田第二公園管理 128万5千円 ＧＯ郷・まつむね

高陽ニュータウン第三公園
管理

128万円 金平東自治会

中小田公園管理 109万円 中小田さくら会

矢口が丘公園管理 588万5千円
矢口が丘自治会緑化事業
部

寺山公園管理 141万5千円 寺山公園をつくろう会

三入第一公園管理 191万円 郷土を愛する会

五月が丘第六公園管理 104万円 若竹会

石内流通第一公園管理 336万5千円
広島市佐伯区ゲートボー
ル連合

美鈴が丘南第五公園管理 248万5千円
美鈴クリーンボランティ
ア

美鈴が丘西第一公園管理 174万円
美鈴が丘学区シニアクラ
ブ

美鈴が丘西第三公園管理 42万円
美鈴が丘学区シニアクラ
ブ

美鈴が丘西第四公園管理 61万円
美鈴が丘学区シニアクラ
ブ

月見台第二公園管理 107万円 月見台町内会

月見台第三公園管理 52万円 月見台町内会

屋代第一公園管理 46万円 月見台町内会

道 路 交 通 局 大芝公園管理 9,097万9千円
株式会社第一ビルサービ
ス

広島市バスターミナル管理 5億4,005万円 広島高速交通株式会社

下 水 道 局
特定環境保全公共下水道等
管理

11億6,898万5千円
一般財団法人広島市都市
整備公社

教 育 委 員 会 広島市青少年センター管理 4億7,059万6千円
公益財団法人広島市文化
財団

広島市三滝少年自然の家及
び広島市グリーンスポーツ
センター管理

6億2,317万3千円
公益財団法人広島市文化
財団

611億1,424万2千円 154事業計

－12－


