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令和 2年度 8月補正予算 

                                      

                                             ４，４７２，２９４千円 

（債務負担行為   ７，５５４，０００千円） 

（繰越明許費  ３７５，０００千円） 

 
 

 

（歳 出）                               ４，４４９，７５４千円 

（債務負担行為   ７，５３１，０００千円） 

（繰越明許費  ３７５，０００千円） 

 

○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への対応              ２９４，０７７千円 

                 

 

＜医療・検査体制の確保＞ 

○ 公益財団法人堺市救急医療事業団に対する運営補助 173,380千円 

 休日・夜間における初期急病診療(小児科・内科)を安定的に供給するため、本事

業を運営する公益財団法人堺市救急医療事業団への運営補助金を増額 
 

 ［所管課 健康医療推進課（072-222-9936）］  

   

○ 帰国者・接触者外来等の設置・運営に対する協力金 45,000千円 

 本市の依頼に応じて帰国者・接触者外来等を運営する医療機関に対し、協力金を

支給 
 

 ［所管課 感染症対策課（072-228-3954）］  

    

○ 保健所の体制強化 23,933千円 

 保健師 OB職員及び人材派遣等を活用し、濃厚接触者に対する支援及び検査の実施

等に関する業務体制を強化 
 

 ［所管課 感染症対策課（072-222-9933）］  

   

○ PCR検査体制の充実 19,360千円 

 濃厚接触者等に対する PCR検査の一部を民間検査機関において実施  

 ［所管課 感染症対策課（072-228-3954）］  

 

 

 

全 会 計 

一 般 会 計 
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＜暮らしを支える生活支援＞ 

○ 事業収入が減少している中小事業者への税軽減措置に係る対応 12,024千円 

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している事業者に対し、固定

資産税等の軽減措置を行うためのシステムの改修 
 

 ［所管課 ICTイノベーション推進室（072-228-7264）、税務運営課（072-228-7456）］ 

 

＜雇用や事業継続を守る＞ 

○ 観光 PRコンテンツによる地域ブランディング 1,200千円 

 新型コロナウイルスの影響による観光需要減少からの回復に向け、市内での周

遊・来堺動機を醸成するため、市民にもあまり知られていない観光資源を発掘し、

発信するための PR動画を作成 

 

 ［所管課 観光推進課（072-228-7493）］  

 

＜感染予防の日常行動の周知＞ 

○ 救護施設における感染症対策に対する補助 3,500千円 

 生活保護法に規定された救護施設に対し、衛生用品等の購入など感染症対策に係

る経費を補助 
 

 ［所管課 生活援護管理課（072-228-7412）］  

    

○ 商店街等における感染症対策等に対する補助 15,680千円 

 市民が安心して買い物ができるよう、「新しい生活様式」の実践を進め、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止対策を図りつつ、活性化に取り組む商店街等に対する

支援 

 

 ［所管課 商業流通課（072-228-8814）］  

 

 

◆ その他                          ６８２，０７８千円 

（債務負担行為 ７，５３１，０００千円） 

                 

 

 ○ 税制改正等に伴うシステム改修 14,983千円 

 延滞金・還付加算金の割合引下げ等の税制改正や固定資産の評価基準の見直し等

に対応するための税システムの改修 
 

 ［所管課 ICTイノベーション推進室（072-228-7264）、税務運営課（072-228-7456）］ 

    

○ 公設防犯カメラの戦略的な整備 2,407千円 

 令和 2年度から令和 4年度までの 3年間で緊急性や重要度の高い場所に優先順位

を付けて年次的に防犯カメラを整備 
 

 ［所管課 市民協働課（072-228-7405）］  

    

○ さかい利晶の杜におけるデジタルコンテンツの導入 59,950千円 

 環濠エリアの誘客を促進するため、VR（仮想現実）や AR（拡張現実）、MR（複合

現実）などの技術を活用したデジタルコンテンツを導入 
 

 ［所管課 観光推進課（072-228-7493）］  
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● 大浜体育館建替整備運営事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 17年度】      （限度額 226,000千円） 

 交付決定に伴う国費の減額補正、地中障害物の撤去に係る増額及び消費増税対応

のための債務負担行為の設定 
 

 ［所管課 スポーツ施設課（072-228-7567）］  

    

○ 福祉医療費助成制度改正に伴うシステム改修 30,176千円 

 令和3年4月の大阪府における福祉医療費助成制度の改正(精神病床への入院助成

の対象化や住所地特例の見直し)に対応するための保険年金電算システムの改修 
 

 ［所管課 医療年金課（072-228-7375）］  

    

○ 在宅人工呼吸器使用患者訪問看護業務 5,267千円 

 在宅で人工呼吸器を使用している指定難病患者に対し、医師の指示のもと診療報

酬で定められた回数を超える訪問看護を受ける場合の公費負担の所要増 
 

 ［所管課 保健医療課（072-228-7582）］  

    

○ ウイルス検査に使用する試薬等の保管用冷凍機器の購入 4,000千円 

 冷却機能の低下がみられる超低温フリーザー1台の買替え  

 ［所管課 衛生研究所（072-238-1848）］  

    

○ 堺伝統産業会館の改修工事 10,876千円 

 環濠エリアにおける刃物などの伝統産業の歴史的背景やストーリー性を感じられ

る展示スペースの改修工事 
 

 ［所管課 ものづくり支援課（072-228-7534）］  

    

○ 幼稚園管理運営事業 3,800千円 

 市立幼稚園での 3年保育及び預かり保育実施に向けた備品購入  

 ［所管課 教育環境整備推進室（072-228-9255）］  

    

○● 幼稚園施設等整備事業 20,060千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 13,000千円） 

 市立幼稚園での 3年保育及び預かり保育実施に向けたエアコンの整備等  

 ［所管課 教育環境整備推進室（072-228-9255）］  

    

○● 放課後児童対策事業用施設整備事業 1,500千円 

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

 浜寺石津小学校の旧給食調理場をのびのびルーム専用棟に改修するための設計業

務 
 

 ［所管課 放課後子ども支援課（072-228-7491）］  

    

○ 小学校給食調理場等整備事業 ▲3,500千円 

 浜寺石津小学校の旧給食調理場をのびのびルーム専用棟に改修するため、旧給食

調理場の解体に係る設計業務等を中止 
 

 ［所管課 保健給食課（072-228-7489）］  
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● 百舌鳥小学校施設整備工事  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 39,000千円） 

 解体工事の養生及びグラウンド整備等に係る経費の所要増  

 ［所管課 施設課（072-228-7486）］  

    

● 上野芝中学校プール改修工事  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 19,000千円） 

 漏水が発生しているプールの改修工事  

 ［所管課 施設課（072-228-7486）］  

    

○ 消防広域化に伴う臨時経費 420,213千円 

 消防の広域化を実施するにあたり、消防資器材や防火衣等の整備、管轄区域拡大

に合わせた消防行政統合システムの改修 
 

 ［所管課 消防局総務課（072-238-6002）］  

    

● 東区役所ＥＳＣＯ事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 17年度】      （限度額 321,000千円） 

 民間の資金とノウハウを活用した設備等の省エネルギー改修による、老朽化した

設備の更新、環境負荷の低減、並びに光熱水費の効果的な削減を実施 
 

 ［所管課 東区役所企画総務課（072-287-8100）］  

    

○ 還付金 171,728千円 

 法人市民税に係る予定申告納付税額の還付及び母子保健衛生費国庫補助金等の過

年度分の国庫支出金の返還 
 

 ［所管課 税務運営課（072-228-7456）、子ども育成課（072-228-7612）］  

    

○ 国民健康保険事業特別会計繰出金 49,302千円 

 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 ▲1,497千円 

 介護保険事業特別会計の所要減に応じた繰出金の減  

 

 



5/11 

＜工事等の実施時期の変更＞ 

○● 文化施設管理運営 ▲8,530千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 8,000千円） 

 西文化会館ホール特定天井改修ほか工事設計業務の入札不調に伴う現計予算の減

額及び債務負担行為の設定 
 

 ［所管課 文化課（072-228-7143）］  

    

○● 堺市博物館における特別展の開催 ▲14,600千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 15,000千円） 

 特別展の開催時期の変更に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定  

 ［所管課 学芸課（072-245-6201）］  

    

○● 栂美木多駅前南広場線立体横断施設階段架設工事 18,000千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 27,000千円） 

 施工時期の再検討に伴う現計予算の要求及び債務負担行為の設定  

 ［所管課 ニュータウン地域再生室（072-228-7530）］  

    

○● 光明池駅前地域活性化ビジョン策定支援業務 ▲7,000千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 7,000千円） 

 業務実施時期の再検討に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定  

 ［所管課 ニュータウン地域再生室（072-228-7530）］  

    

○● 津久野小学校体育館長寿命化改修設計業務 ▲21,000千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 21,000千円） 

 業務実施時期の再検討に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定  

 ［所管課 施設課（072-228-7486）］  

    

○● 鳳中学校体育館改築設計業務 ▲30,800千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 31,000千円） 

 業務実施時期の再検討に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定  

 ［所管課 施設課（072-228-7486）］  

    

○● 美原消防署外壁改修ほか工事・工事監理 ▲43,257千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 44,000千円） 

 業務実施時期の再検討に伴う現計予算の減額及び債務負担行為の設定  

 ［所管課 消防局総務課（072-238-6002）］  
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＜令和 3年度事業の入札等の準備行為のための債務負担行為＞ 

● 男女共同参画市民啓発講座等企画運営業務  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 4年度】       （限度額 134,000千円） 

 男女共同参画社会の実現に向けた、市民等に対し多岐にわたる講座の提供や、男

女共同参画に関する意識の醸成、地域社会に参画し貢献できる人材の育成など 
 

 ［所管課 男女共同参画センター(072-223-9153）］  

    

● 男女共同参画センター相談業務  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 4年度】       （限度額 12,000千円） 

 市民のセーフティネットとして女性差別や DV、子ども虐待をはじめとした各種相

談の実施 
 

 ［所管課 男女共同参画センター(072-223-9153）］  

    

● ごみ収集事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】      （限度額 2,277,000千円） 

 一般廃棄物収集運搬業務の更新  

 ［所管課 環境業務課（072-228-7429）］  

    

● 動物専用炉による動物死体焼却業務  

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

 動物専用炉による動物死体焼却業務の更新  

 ［所管課 環境業務課（072-228-7429）］  

    

● 東工場運営管理  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 13,000千円） 

 ごみ焼却で発生した排ガスの処理に使用する高反応消石灰の単価契約の更新  

 ［所管課 クリーンセンター管理課（072-252-0815）］  

    

● 道路橋りょう維持事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 37,000千円） 

 清掃業務や不法投棄物撤去業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新  

 ［所管課 土木監理課（072-228-7416）］  

    

● 河川水路維持事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 5,000千円） 

 清掃業務や不法投棄物撤去業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新  

 ［所管課 河川水路課（072-228-7418）］  

    

● 公園施設管理事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 5,000千円） 

 清掃業務から発生した産業廃棄物の処分業務の更新  

 ［所管課 公園監理課（072-228-7824）］  



7/11 

    

● 特別支援学校管理運営事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 7年度】       （限度額 222,000千円） 

 支援学校に通学する児童生徒のバス送迎業務の更新  

 ［所管課 学務課（072-228-7485）］  

    

● 英語教育推進事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 172,000千円） 

 小中学校へのネイティブ・スピーカーの派遣委託業務の更新  

 ［所管課 学校指導課（072-228-7436）］  

    

● 放課後ルーム  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 135,000千円） 

 放課後ルーム事業の委託業務の更新  

 ［所管課 放課後子ども支援課（072-228-7491）］  

    

● 放課後子ども総合プラン事業  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 4年度】       （限度額 902,000千円） 

 放課後子ども総合プラン事業（堺っ子くらぶ）の委託業務の更新  

 ［所管課 放課後子ども支援課（072-228-7491）］  

    

● 小学校・特別支援学校給食調理業務  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 3年度】       （限度額 894,000千円） 

 小学校及び支援学校における給食調理委託業務の更新  

 ［所管課 保健給食課（072-228-7489）］  

    

● 中学校給食調理等業務  

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 7年度】      （限度額 1,945,000千円） 

 中学校における選択制給食調理等委託業務の更新  

 ［所管課 保健給食課（072-228-7489）］  

 

 

◆ 新型コロナウイルス感染症に伴う歳出の減額        ▲５１２，５７７千円 

                 

 

 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、執行を見送ることとなった歳出予算

を減額 
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◆ 基金の統廃合及び新設                  ３，９８６，１７６千円 

                 

 

○ 鉄道軌道整備基金の廃止に伴う基金新設及び財政調整基金への積み替え 3,386,183千円 

 鉄道軌道整備基金を廃止し、東西交通整備基金（新設）に 7.0億円、財政調整

基金に 26.9億円を積み替え 
 

 ［所管課 財政課（072-228-7471）、交通政策課（072-228-7756）］  

   

○ 区民まちづくり基金の廃止に伴う財政調整基金への積み替え 270,775千円 

 区民まちづくり基金を廃止し、財政調整基金に 2.7億円を積み替え  

 ［所管課 財政課（072-228-7471）、市民人権総務課（072-228-7579）］  

    

○ 都市緑化基金及び緑の保全基金の統合に伴う基金新設 329,218千円 

 都市緑化基金及び緑の保全基金を統合し、はなみどり基金（新設）に 3.3億円

を積み替え 
 

 ［所管課 財政課（072-228-7471）、農水産課（072-228-6971）、公園緑地整備課（072-228-7424）］ 

 

 

【 繰越明許費 】                                限度額 ３７５,０００千円 

○ 年度内の事業完了が困難なものについて、繰越明許費の設定 

 ・泉北ニュータウン駅前再編整備事業 226,000千円 

 ［所管課 ニュータウン地域再生室（072-228-7530）］  

    

 ・泉北ニュータウン住宅供給・活用推進事業 7,000千円 

 ［所管課 ニュータウン地域再生室（072-228-7530）］  

    

 ・大和川沿川整備事業 133,000千円 

 ［所管課 自転車環境整備課（072-228-0294）、道路計画課（072-228-7423）］  

    

 ・南海本線連続立体交差事業 9,000千円 

 ［所管課 連続立体推進課（072-228-7573）］  
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（歳 入）                                ４，４４９，７５４千円 

 

○ 使用料及び手数料 ▲5,510千円 

・博物館観覧料 ▲5,510千円 

  

○ 国庫支出金 61,861千円 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 73,904千円 

・文化芸術振興費補助金 39,966千円 

・学校施設環境改善交付金 ▲71,281千円 

・生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,500千円 

・感染症予防事業費負担金 2,000千円 

・感染症発生動向調査事業費負担金 21,646千円 

・難病特別対策推進事業費補助金 2,633千円 

・住宅・建築物耐震改修等補助金 ▲10,507千円 

  

○ 府支出金 ▲1,652千円 

・住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 ▲1,652千円 

  

○ 繰入金 3,986,176千円 

・鉄道軌道整備基金繰入金 3,386,183千円 

・区民まちづくり基金繰入金 270,775千円 

・都市緑化基金繰入金 273,328千円 

・緑の保全基金繰入金 55,890千円 

  

○ 繰越金 118,913千円 

  

○ 諸収入 394,166千円 

・消防広域化臨時経費負担金 394,166千円 

  

○ 市債 ▲104,200千円 

・スポーツ施設等整備事業債 53,500千円 

・泉北ニュータウン再生事業債 16,200千円 

・校舎等整備事業債 ▲156,400千円 

・園舎等整備事業債 15,000千円 

・消防施設整備事業債 ▲32,500千円 
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◇ 国民健康保険事業特別会計 

（歳 出）                                 ４９，３０２千円 

 

○ 国民健康保険資格喪失後受診に伴う給付費返還請求事務に係るシステム改修 49,302千円 

 国民健康保険資格喪失後受診の給付費を受診者に請求する事務を効率的に行うた

めの保険年金電算システムの改修 
 

 ［所管課 国民健康保険課（072-228-7522）］  

 

（歳 入）                                 ４９，３０２千円 

 

○ 繰入金 49,302千円 

 

◇ 介護保険事業特別会計 

（歳 出）                                ▲１１，９７４千円 

（債務負担行為 ２３，０００千円） 

 

○● 介護予防「あ・し・た」プロジェクトの契約期間の延長 ▲11,974千円 

 【債務負担行為の設定：令和 2年度～令和 4年度】       （限度額 23,000千円） 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う事業の一時中断により、当初の契約期

間内での事業実施が困難となったため、契約期間を延長 
 

 ［所管課 地域包括ケア推進課（072-228-0375）］  

 

（歳 入）                                ▲１１，９７４千円 

 

○ 国庫支出金 ▲5,747千円 

   

○ 府支出金 ▲1,497千円 

   

○ 支払基金交付金 ▲3,233千円 

   

○ 繰入金  ▲1,497千円 

 

 

 

特 別 会 計 
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◇ 水道事業会計 

（支 出）                                ▲１０，５１３千円 

 

○ 新型コロナウイルス感染症に伴う支出の減額 ▲10,513千円 

 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、執行を見送ることとなった支出予算

を減額 
 

 

◇ 下水道事業会計                                            

（支 出）                                 ▲４，２７５千円 

 

○ 新型コロナウイルス感染症に伴う支出の減額 ▲4,275千円 

 新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、執行を見送ることとなった支出予算

を減額 
 

 

 

企 業 会 計 


