平成 27 年度 8 月補正予算
全 会 計

１,８９０,３９５千円
（債務負担行為： ３３,０９７,０００千円）
（繰越明許費：
２０９,０００千円）

一般会計
（歳

出）

○は現計予算

１５５,２２６千円
（債務負担行為： ３３,０９７,０００千円）
（繰越明許費：
２０９,０００千円）
●は債務負担行為

◆ 地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型）の活用
【事業費 １５,０００千円】
○ 水素エネルギー社会構築事業

15,000 千円

・水素社会構築に係る実証実験に向けた基本計画の作成

◆ 子育て世帯への支援と負担の軽減

【事業費 ８２,６３４千円】
（債務負担行為

○ 小規模保育事業整備補助事業

205,000 千円）

66,000 千円

・待機児童解消のための小規模保育事業を実施する施設の整備に対する補助
創設 ４か所

○● 認定こども園整備事業
【債務負担行為の期間:平成 27 年度～平成 29 年度】

16,634 千円
（限度額 205,000 千円）

・美原きた保育所の民営化に伴う認定こども園の施設整備に対する補助

◆ 教育・生活環境の充実

（債務負担行為

● 中学校給食運営事業
【債務負担行為の期間:平成 27 年度～平成 32 年度】

（限度額

2,326,000 千円）

2,326,000 千円）

・平成 28 年度の 2 学期から実施を予定している中学校給食の調理委託

◆ 地域防災力の向上と災害に強いまちづくりの推進

【事業費 １１,５００千円】
（債務負担行為

○● 住宅・建築物耐震・防火等改修促進事業
【債務負担行為の期間:平成 27 年度～平成 28 年度】

78,000 千円）

11,500 千円
（限度額
78,000 千円）

・住宅建築物耐震改修等補助制度における泉ヶ丘センタービル耐震改修工事に対する補助
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◆ 利便性向上に向けた総合的な交通ネットワークの形成
（債務負担行為
● 阪神高速道路大和川線事業
【債務負担行為の期間:平成 27 年度～平成 32 年度】

28,468,000 千円）

（限度額

28,468,000 千円）

・大和川線事業における防災安全施設の仕様変更等による増額及び期間の延長

◆ その他

【事業費 ４６,０９２千円】
（債務負担行為

○ 還付金

2,020,000 千円）
46,092 千円

・障害者医療費国庫負担金、保育緊急確保事業補助金等

＜平成２８年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞
● 地域子育て支援センター事業
【債務負担行為の期間:平成 27 年度～平成 30 年度】
（限度額

78,000 千円）

・区役所子育てひろば運営委託の更新等

● バス運行事業
【債務負担行為の期間:平成 27 年度～平成 32 年度】
・堺市乗合タクシー運行業務委託の更新
● 中学校ランチサポート事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 28 年度】

（限度額

113,000 千円）

（限度額

30,000 千円）

・中学校ランチサポート事業委託の更新
平成 28 年度更新分 中学校 43 校（１学期分）

● 小学校給食運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 28 年度】

（限度額

391,000 千円）

（限度額

417,000 千円）

・小学校給食調理委託の更新
平成 28 年度更新分 小学校 23 校

● 放課後子どもプランモデル事業管理運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 30 年度】

・放課後子どもプランモデル事業（堺っ子くらぶ）運営委託の更新
平成 28 年度更新分 小学校 5 校

● 放課後ルーム運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 28 年度】
・放課後ルーム事業運営委託の更新
平成 28 年度更新分 小学校 12 校
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（限度額

111,000 千円）

● 新しい学校管理システム運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 28 年度】

（限度額

282,000 千円）

・新しい学校管理システム運営委託の更新
平成 28 年度更新分 小学校 93 校 高校 1 校 特別支援学校 3 校（分校含む）

● こども園保育所運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 30 年度】

（限度額

250,000 千円）

（限度額

154,000 千円）

（限度額

178,000 千円）

・こども園保育所運営委託の更新
平成 28 年度更新分 こども園保育所 1 園

● 支援学校通学バス運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 32 年度】
・特別支援学校の通学バス借上の更新
平成 28 年度更新分 4 台

● 男女共同参画市民啓発講座等企画運営事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 30 年度】
・男女共同参画市民啓発講座等企画運営委託の更新

● 女性センター相談事業
【債務負担行為の設定:平成 27 年度～平成 30 年度】

（限度額

16,000 千円）

・女性センター相談業務委託の更新

（歳

入）

155,226 千円

○ 国庫支出金

35,536 千円

・保育所等整備交付金

14,786 千円

・社会資本整備総合交付金

5,750 千円

・地域住民生活等緊急支援のための交付金[地方創生先行型]

○ 府支出金

15,000 千円

58,664 千円

・安心こども基金補助金

○ 繰越金
○ 市債

59,626 千円
1,400 千円

・民生債

【 繰越明許費 】

限度額２０９,０００千円

○ 事業の進捗による繰越明許費の設定
・街路事業（鳳上線）

94,000 千円

・連続立体交差事業

115,000 千円
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特別会計
◇国民健康保険事業特別会計
（歳

出）

1,735,169 千円

○ 国民健康保険料収納対策基金

850,962 千円

・国民健康保険料収納対策基金への積立

○ 還付金

884,207 千円

・国庫負担金等還付金

（歳 入）
○ 繰越金

1,735,169 千円
1,735,169 円
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