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平成 26年度 11月補正予算 

 

                                                           ２ ,０４４,２２８千円 
（債務負担行為  １,３８８,０００千円） 

（繰越明許 費  ９２０，０００千円） 

 

 

 

（歳 出）                                                    ８０２ ,８５９千円 

（債務負担行為  １,３８８,０００千円） 

（繰越明許 費  ９２０，０００千円） 
 

○は現計予算  ●は債務負担行為 

◆ 利便性向上に向けた総合的な交通ネットワークの形成    【事業費 ５３，６１９千円】 

                          （債務負担行為  １３９，０００千円） 

 

○● 公共交通利用促進事業                      53,619千円 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 28年度】                 （限度額 139,000千円） 

・平成 27年 11月より、おでかけ応援バス等の利用対象日に土日祝を追加することから、 

これに必要な利用カードの IC化に要する経費 

 

◆ 大規模災害の被災地及び被災者の支援                【事業費 ６，２００千円】 

                            （債務負担行為  １，０００千円） 

 

○●東日本大震災関連交流活動等支援事業                 1,900千円 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】                （限度額 1,000千円） 

・東日本大震災被災者と市民との交流活動及び被災地の活力を導き出す活動の費用を一部補助 

 

○宮古・さかい交流展開催事業                                       4,300千円 

・双方を代表する歴史資産の相互の交流展及び講演会の開催にかかるもの 

 

◆ 暮らしの確かな安全・安心を確保 (緊急雇用)           【事業費 ２，６４４千円】 

                            （債務負担行為  ７，０００千円） 

 

◇緊急雇用創出基金事業 

○●若年就業者定着支援事業                      2,644千円 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】                 （限度額 7,000千円） 

・離職者の多い若年就業者の定着率の向上を支援 

 

 

 

一 般 会 計 

全 会 計 
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◆ その他                                        【事業費    ７４０,３９６千円】 

                         （債務負担行為 １,２４１，０００千円） 

 

○生活保護扶助費                                                650,000千円 

・当初予算 46,900,000千円→補正後 47,550,000千円 

 

○中国残留邦人生活支援事業                                        5,000千円 

・当初予算 401,000千円→補正後 406,000千円 

 

● 民間保育所整備事業                   （限度額 66,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

・民間保育所の増築等の整備費用を一部補助 

 

○● 放課後児童対策事業用施設整備事業                           19,752千円 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】             （限度額 33,000千円） 

・放課後児童対策事業使用教室の空調設備を設置 

 

● 街路事業                           

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 28年度】            （限度額 508,000千円） 

・諏訪森神野線の第一踞尾架道橋掛替工事の工法等の変更にかかる債務負担行為の増額補正 

 

○● 南海本線連続立体交差事業                                ▲20,000千円 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】               （限度額 20,000千円） 

・諏訪ノ森駅前線暫定整備工事の進捗に伴う工期の変更にかかる債務負担行為への一部組替 

 

○● 都市公園整備及び一般道路維持事業                         ▲43,028千円 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】               （限度額 44,000千円） 

・平尾南公園施設外整備工事の進捗に伴う工期の変更にかかる債務負担行為への一部組替 

 

○ 人件費等                                                     ▲175,000千円 

・平成 26年度の職員配置等に合わせ、一般会計に係る職員人件費等の所要額        

 

○ 水痘・成人用肺炎球菌ワクチン予防接種業務                       195,607千円  

・１０月より任意接種から定期接種へ制度変更されたことによる経費 

 

○ 福祉総合情報システム運営業務                                  50,000千円 

・障害福祉サービス報酬改定に伴うシステム改修にかかるもの 

 

○ 農地調整事業                                                    2,160千円 

・農地法の改正に伴う農地基本台帳システム改修にかかるもの 

 

○ 繰出金                                                       55,905千円 

・介護保険法改正にともなうシステム改修に係る特別会計への繰出金            905千円 

・平成 26年度の職員配置等に合わせ、特別会計に係る職員人件費等の所要額 

国民健康保険事業特別会計へ繰出        69,000 千円 

介護保険事業特別会計へ繰出          ▲14,000 千円 
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＜平成２７年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

● 堺市キャリアサポート事業                （限度額 108,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

・堺市キャリアサポート事業運営委託の更新 

 

● 堺市高齢者住宅等調査事業                （限度額61,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

 ・高齢者住宅等調査委託の更新 

 

● さかい JOBステーション事業               （限度額 179,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 28年度】 

・さかい JOBステーション事業運営委託の更新 

 
● 中学ランチサポート事業                                  （限度額79,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

・中学校ランチサポート事業委託の更新 

 
● 堺市立図書館整理業務                                （限度額112,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 29年度】 

・堺市立図書館整理業務委託の更新 

 

● 移動図書館運営業務                                   （限度額31,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 29年度】 

・移動図書館巡回サービス業務及び車両の維持管理業務委託の更新 

 

（歳 入）   ８０２,８５９千円 

○ 国庫支出金                                         491,250千円 

・生活保護費等負担金                               487,500千円 

・中国残留邦人生活支援給付費負担金                   3,750千円 

○ 府支出金 4,804千円 

・緊急雇用創出特別対策費補助金                       2,644千円 

・農地台帳システム整備事業補助金                     2,160千円 

○ 分担金及び負担金 2,750千円 

・おでかけ応援カード負担金                           2,750千円 

○ 繰入金 6,200千円 

・大規模災害被災地等支援基金繰入金                   6,200千円 

○ 市債 ▲46,600千円 

・土木債                                   ▲46,600千円 

○ 繰越金 344,455千円 

 

【 繰越明許費 】                                         ９２０，０００千円 

 

◇ 事業の進捗による繰越明許費の設定              

・道路舗装事業         162,000千円 

・公園整備事業         139,000千円 

・人権ふれあいセンター整備事業  619,000千円  
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【 債務負担行為の補正 】（再掲）                      限度額１,３８８，０００千円 

 

● 公共交通利用促進事業                   （限度額 139,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 28年度】               
 

● 東日本大震災関連交流活動等支援事業            （限度額  1,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】               
 

● 若年就業者定着支援事業                  （限度額  7,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】              
 

● 南海本線連続立体交差事業                   （限度額 20,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】              
 

● 一般道路維持事業                         （限度額 5,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】              
 

● 都市公園整備事業                              （限度額 39,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】               
            

● 街路事業                              （限度額 508,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 28年度】 
 

● 民間保育所整備事業                   （限度額 66,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 
            

● 放課後児童対策事業用施設整備事業              （限度額 33,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】               

 

＜平成２７年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

● 堺市キャリアサポート事業                （限度額 108,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

 

● 堺市高齢者住宅等調査事業                （限度額 61,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

 

● さかい JOBステーション事業               （限度額 179,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 28年度】 

 

● 中学ランチサポート事業                                  （限度額 79,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 27年度】 

 

● 堺市立図書館整理業務                                 （限度額 112,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 29年度】 

 

● 移動図書館運営業務                                   （限度額 31,000千円） 

【債務負担行為の期間:平成 26年度～平成 29年度】 
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◇ 国民健康保険事業特別会計 
（歳 出）                               1,250,783 千円 

 

○ 国民健康保険料収納対策基金                                  1,153,032千円 

・収納対策基金への積立 

 

○人件費等                                                        69,000千円 

・平成 26年度の職員配置等に合わせ、職員人件費等の所要額を補正   

 
○ 還付金                                                         28,751千円 

・国庫負担金等還付金 

 
（歳 入）                                                     1,250,783 千円 

○ 一般会計繰入金 69,000 千円 

○ 繰越金 1,181,783 千円 

 

◇ 介護保険事業特別会計 
（歳 出）                               ▲9,414 千円 

 
○人件費等 ▲14,000千円 

・平成 26年度の職員配置等に合わせ、職員人件費等の所要額を補正    

 
○ 地域包括支援センター運営事業                                   4,586千円 

・介護保険法改正にともなうシステム改修にかかるもの 

 

（歳 入）                                                             ▲9,414千円 

○ 国庫支出金 1,811千円 

・地域支援事業交付金 

○ 府支出金 905 千円 

・地域支援事業交付金 

○ 一般会計繰入金 ▲13,095千円 

○ 繰越金 965 千円 

 

特 別 会 計 


