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令和3年 11月 22 日提供 

 

令和3年第 4回市議会（定例会）に提出する補正予算案について 

 
 

 堺市では、令和3年第 4回市議会（定例会）に提出する補正予算案をまとめましたので、別添のとお

りお知らせいたします。 
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令和 3年度 11月補正予算（案） 

                                                                                              

                                10,114,079千円 

（債務負担行為限度額 10,025,000 千円） 

（繰越明許費 442,000千円） 

 

 

（歳 出）                                   9,758,509千円 

（債務負担行為限度額 5,707,000 千円） 

（繰越明許費 442,000千円） 

○は現計予算  ●は債務負担行為の設定 

◆ 新型コロナウイルス感染症対策             【事業費 4,332,016 千円】 

                      【債務負担行為限度額 2,713,000千円】 

 

Ⅰ 感染拡大への対応                  【事業費 3,653,594千円】 

                     【債務負担行為限度額 2,713,000 千円】 

（主な事業） 

○● 新型コロナウイルスワクチンの追加接種のための体制確保 2,115,135千円 

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 4年度】      （限度額 2,707,000千円） 

 新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目）を実施  

   

○ 新型コロナウイルス感染症対策に係る PCR検査委託料及び入院医療費負担の

所要増 
939,307千円 

 感染者数の増加による PCR検査委託料及び入院医療費公費負担金の所要増  

    

○ 濃厚接触者となった医療従事者への検査の実施 12,825千円 

 感染拡大期において医療提供体制を確保するため、濃厚接触者となった医療従

事者が継続的に業務に従事できるよう、検査を実施 
 

   

○ 保育施設における感染防止対策のための保育支援者雇用に対する補助 25,600千円 

 感染拡大に伴い増加した業務を担う保育支援者を雇用する経費の補助を増額  

   

○ 飲食店等が取り組む感染症対策に係る整備等に対する補助 15,000千円 

 飲食店やホテル事業者等に対し、セルフオーダーシステムや無人チェックイン

システムの導入等感染防止対策のための整備等に要する経費を補助 
 

   

○ 市立学校におけるオンライン学習用機材の購入 41,700千円 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、学級閉鎖や陽性となった児童生徒の

自宅待機等が生じた場合に備え、オンライン学習用機材を購入 
 

   

全 会 計 

一 般 会 計 
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○ 地域会館等への Wi-Fi環境整備に対する補助 28,500千円 

 新しい生活様式に対応した地域活動の活性化を図るため、地域会館等への Wi-Fi

環境整備に要する経費を補助 
 

   

○ 指定避難所へのパネル型トイレの配備 64,128千円 

 指定避難所における新型コロナウイルス感染症対策のため、災害用マンホール

トイレとして、消毒等が容易なパネル型トイレを配備 
 

  

Ⅱ 市民生活及び地域経済活動への支援            【事業費 678,422 千円】 

（主な事業） 

○ 堺の伝統産品等を活用した市内ホテルへの宿泊促進策の実施 109,000千円 

 近隣エリアを中心とする観光客等の市内ホテルへの宿泊を促進するため、宿泊

者に対して堺の伝統産品等を提供 
 

   

○ 交通事業者の車両保有に係る費用に対する補助 75,750千円 

 コロナ禍における利用者数の減少等の影響が長引くなか、地域住民の移動手段

を確保するため、交通事業者に対して車両の保有に係る費用を補助 
 

   

○ 文化芸術活動応援事業の実施 48,773千円 

 文化芸術活動を支援するため、市内の学生や文化芸術団体に活動の場を提供し、

また、市民に多様で優れた文化芸術に触れる機会を提供 
 

   

○ 指定管理者への支援金の支給 183,980千円 

 緊急事態宣言の発出に伴う休館指示等により影響を受けた指定管理者に対し、

安定的な業務継続を確保するため、支援金を支給 
 

 

◆ その他                           【事業費 5,426,493千円】 

【債務負担行為限度額2,994,000千円】 

 

（主な事業） 

○ 黒山東地区の市有地における産業廃棄物及び地中障害物の撤去・処分等 301,125千円 

 商業施設建築中の市有地における、産業廃棄物及び地中障害物の撤去・処分等に

要した費用の負担 

 

   

○ 扶助費の所要増 2,914,081千円 

 障害者（児）自立支援給付費等の所要増  

   

○ 令和 3年度の職員配置等に合わせた職員人件費等の所要減 ▲791,456千円 

   

○ 還付金 2,633,520千円 

 過年度国庫負担金等の還付  
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● 令和 4年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為  

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 6年度】       （限度額 2,482,000千円） 

   

● 工期の変更等に伴う債務負担行為の設定  

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 5年度】       （限度額  298,000千円） 

   

○● 調達物品の納期の変更等に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定 ▲7,701千円 

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 4年度】       （限度額  11,000千円） 

   

○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 20,372千円 

 国民健康保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増  

   

○ 介護保険事業特別会計繰出金 40,433千円 

 介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増  

   

 

【 繰越明許費 】                                              442,000 千円 

○ 年度内の事業完了が困難なものの繰越明許費を設定 

 

（歳 入）                                      9,758,509 千円 

 

○ 地方交付税 5,216,724千円 

 ・普通地方交付税 5,216,724千円 

   

○ 分担金及び負担金 200,000千円 

 ・連続立体交差事業費負担金 200,000千円 

   

○ 国庫支出金 4,908,298千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 1,028,668千円 

・障害者自立支援給付等負担金 820,791千円 

・障害児施設措置費負担金 210,109千円 

・感染症患者入院医療費負担金 372,890千円 

・感染症発生動向調査事業費負担金 259,424千円 

・精神障害者措置入院費負担金 16,528千円 

・難病医療費等国庫負担金 64,000千円 

・文化振興費補助金 7,773千円 

・子ども・子育て支援事業費補助金 12,000千円 

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 2,115,946千円 

・国民年金事務費委託金 169千円 
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○ 府支出金 734,501千円 

・障害者自立支援給付等負担金 353,711千円 

・障害児通所給付費負担金 103,200千円 

・障害者（児）医療助成事業費補助金 53,703千円 

・ひとり親家庭医療助成事業費補助金 10,340千円 

・乳幼児医療助成事業費補助金 28,078千円 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金 99,006千円 

・安心こども基金補助金 86,463千円 

   

○ 繰入金 2,633,520千円 

・財政調整基金繰入金 2,633,520千円 

   

○ 市債 ▲3,934,534千円 

・保健衛生施設整備事業債 4,300千円 

・勤労者福祉施設整備等事業債 13,000千円 

・臨時財政対策債 ▲3,951,834千円 

 

 

 

 

◇ 国民健康保険事業特別会計 

（歳 出）                                   172,230千円 

（債務負担行為限度額 39,000千円） 

 

○ 令和 3年度の職員配置等に合わせた職員人件費等の所要増 20,372千円 

   

○ 過年度国庫負担金等の還付 151,858千円 

   

● 国民健康保険料納付額通知書等の作成及び封入・封緘業務の更新  

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 4年度】       （限度額  39,000千円） 

 令和 4年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為の設定  

 

（歳 入）                                    172,230千円 

 

○ 繰入金 20,372千円 

   

○ 繰越金 151,858千円 

 

特 別 会 計 
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◇介護保険事業特別会計 

（歳 出）                                    183,340千円 

（債務負担行為限度額 7,000 千円） 

 

○ 令和 3年度の職員配置等に合わせた職員人件費等の所要増 17,316千円 

   

○ 保険給付費の所要増 131,000千円 

   

○ 地域支援事業費の所要増 35,024千円 

   

● 介護保険料（仮算定）納入通知書等電算事後処理業務等の更新  

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 4年度】      （限度額   7,000千円） 

 令和 4年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為の設定  

   

 

（歳 入）                                    183,340千円 

 

○ 介護保険料 38,464千円 

   

○ 国庫支出金 45,957千円 

   

○ 府支出金 23,116千円 

   

○ 支払基金交付金 35,370千円 

   

○ 繰入金 40,433千円 

   

                                       

 

 

◇ 水道事業会計   

（支 出）                                        

                                （債務負担行為限度額  4,272,000千円） 

 

 ● 水道メーターの検針、水道料金の収納及びコールセンター等の業務委託  

 【債務負担行為の設定：令和 3年度～令和 9年度】          （限度額 4,272,000千円） 

 
水道メーターの検針、水道料金の収納及びコールセンター等の令和 4年度事業

の入札等の準備行為のための債務負担行為の設定 
 

 

企 業 会 計 
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