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番    号 　件         名  補               正               の               概               要

款 項 事　　　　業　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

西郡３３号館耐震補強事業

山本小学校校舎改築事業

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 項 事　　　　業　　　　名 金額 　既　収　入 未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源

　特定財源 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

３．民生費

１．社会福祉費

5,500,000 5,500,000 2,750,000 2,750,000

5,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000

5,000,000 5,000,000 2,500,000 2,500,000

２．児童福祉費

私立保育所（園）施設整備費補助金 24,822,000 24,822,000 22,064,000 2,200,000 558,000

保育所施設整備事業 1,221,000 1,221,000 1,221,000

32,000,000 32,000,000 16,000,000 16,000,000

650,000 650,000 320,000 330,000

７．土木費

２．道路橋りょう費

1,008,000 1,008,000 500,000 508,000

25,579,000 25,579,000 5,090,000 15,400,000 5,089,000

37,000,000 37,000,000 5,550,000 25,900,000 5,550,000

35,000,000 35,000,000 5,250,000 24,500,000 5,250,000

15,000,000 15,000,000 2,250,000 10,500,000 2,250,000

３．河川費

8,000,000 8,000,000 200,000 7,600,000 200,000

13,000,000 13,000,000 300,000 12,400,000 300,000

４．都市計画費

竜華都市拠点まちづくり事業 31,240,000 31,240,000 31,240,000

民間既存建築物耐震化推進事業 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0

23,698,000 23,698,000 11,850,000 11,848,000

大阪外環状線鉄道整備促進事業 48,570,000 48,570,000 48,500,000 70,000

ＪＲ八尾駅周辺整備事業 13,372,000 13,372,000 11,900,000 0 1,400,000 72,000

久宝寺線整備事業 6,909,000 6,909,000 2,090,000 0 0 4,819,000

平成23年6月補正予算等の概要

１.繰越計算書報告の件

報告第1号 平成22年度八尾
市一般会計継続
費繰越計算書報
告の件 7.土木費 6.住宅費 継続費の逓次繰越として、事業費の一部260万7,531円を平成23年度へ繰越す。

9.教育費 2.小学校費 継続費の逓次繰越として、事業費の一部2,262万3,440円を平成23年度へ繰越す。

報告第2号
平成22年度八尾
市一般会計繰越
明許費繰越計算
書報告の件

(単位： 円)

翌年度
繰越額

在宅福祉サービスネットワークセンター改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

桂老人福祉センター改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

安中老人福祉センター改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

保育所施設整備事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

いちょう学園空調設備改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

自転車駐車場管理経費
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

交通安全施設等整備事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

交通バリアフリー駅周辺整備事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

幹線道路舗装事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

一般道路舗装事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

河川改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

水路整備事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

既設公園施設改良事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）
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左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 項 事　　　　業　　　　名 金額 　既　収　入 未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源

　特定財源 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

８．消防費 １．消防費 消防団機械器具置場整備事業 12,198,000 12,198,000 11,200,000 998,000

９．教育費

２．小学校費 耐震補強事業 108,230,000 108,230,000 26,780,000 75,000,000 6,450,000

３．中学校費 耐震補強事業 73,332,000 73,332,000 31,208,000 41,000,000 1,124,000

４．幼稚園費 423,000 423,000 210,000 213,000

５．社会教育費

2,300,000 2,300,000 1,150,000 1,150,000

10,654,000 10,654,000 5,330,000 5,324,000

6,034,000 6,034,000 5,650,000 384,000

13,500,000 13,500,000 12,646,000 854,000

122,823,000 122,823,000 49,839,000 69,600,000 3,384,000

9,000,000 9,000,000 4,500,000 4,500,000

６．保健体育費 34,184,000 34,184,000 17,080,000 0 0 17,104,000

731,247,000 731,247,000 0 229,443,000 22,064,000 345,200,000 0 134,540,000

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 項 事　　　　業　　　　名 金額 　既　収　入 未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源

　特定財源 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

３．民生費 レセプト電子化対応ハードウエア（パソコン等）導入 5,003,250 5,003,250 5,003,250 0

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

款 項 事　　　　業　　　　名 金額 　既　収　入 未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源

　特定財源 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

公共下水道事業 1,040,000,000 1,040,000,000 320,000,000 0 720,000,000 0

款 項 　　　　　　　事　　　　業　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

施設耐震化事業

　国民健康保険事業特別会計

番  号  件      名  款 項 目 補正額 補               正               の               概               要

繰上充用金 繰上充用金 繰上充用金 920,000

● 歳出補正予算合計 920,000 　● 歳入補正予算内訳

翌年度
繰越額

幼稚園遮光ネット改修経費
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

しおんじ山学習館設備改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

歴史資産のまち‘やお’推進事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

地域図書館機能更新事業
（地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業）

図書館蔵書充実事業
（地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業）

八尾図書館等整備事業
（地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金事業）

文化会館整備事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

学校給食施設改修事業
（地域活性化・きめ細かな交付金事業）

報告第3号 平成22年度八尾
市一般会計事故
繰越し繰越計算
書報告の件

(単位： 円)

翌年度
繰越額

３. 生活保護費

報告第4号 平成22年度八尾
市公共下水道事
業特別会計繰越
明許費繰越計算
書報告の件

(単位： 円)

翌年度
繰越額

1.土木費
1.公共下水道事業
費

報告第5号 平成22年度八尾
市水道事業会計
継続費繰越計算
書報告の件

1.資本的支出 1.建設改良費 継続費の逓次繰越として、事業費の一部479万7,000円を平成23年度へ繰越す。

２.専決処分承認の件

(単位： 千円)

議案第37号
平成23年度八尾市国民健康保険
事業特別会計第2号補正予算専
決処分承認の件 平成22年度の国民健康保険事業特別会計が赤字になるため、平成23年度予算から繰上充用する。

　(　諸収入　920,000　）
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（１）一般会計

番    号 件       名 款 項 目 補正額 補              正             の               概                  要

総務費 総務管理費 418,209一般管理費 1,207

444,362 財政管理費 100

財産管理費 167,461

企画費 18,183

人権啓発費 1,763

自治推進費 18,337

地域安全費 50,111

文化振興費 1,347

情報化推進費 65,456

防災対策費 44,244

災害支援基金造成費 50,000災害被災者等の支援を目的とした災害支援基金を造成するため増額補正する。

徴税費 3,188 徴税費 3,188

戸籍住民基本台帳費 23,321戸籍住民基本台帳費 23,321自動交付機更新経費において自動交付機の更新に伴い増額補正する。

監査委員費 ▲ 356監査委員費 ▲ 356常勤監査委員人件費で特別職の給料減額措置に伴い減額補正する。

３.平成23年6月補正予算の概要

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   

(単位:千円)

議案第46号

平成23年度
八尾市一般会
計第2号補正
予算の件

特別職職員人件費で給料減額措置に伴い2,259千円を減額し、姉妹友好都市交流事業経費において大韓
民国大邱広域市中区に視察団を派遣するため1,077千円、多文化共生推進経費において外国人市民が
参画する場の設置経費として811千円、危機管理対策経費において講演会等の経費として1,578千円をそ
れぞれ増額補正する。

歳入確保関係経費において、公共施設における施設命名権などを活用するための調査経費として増額補
正する。

公用車管理経費においてリース方式により車両を更新し、併せて電気自動車等の低公害車両の導入のた
め14,823千円、庁舎機能更新事業費において入退室管理設備更新事業及び本館・西館空調熱源機器改
修事業、第１委員会室音響等設備更新事業のため152,638千円をそれぞれ増額補正する。

総合計画推進経費において地域分権を推進するために3,793千円、行政経営推進経費において行政経営
支援システムの更新経費として11,260千円、広域行政推進経費において大阪八尾両市行政協力協議会
50周年記念誌の発行経費等として893千円、若林地区水防拠点整備事業費において計画立案にかかる
経費として2,237千円をそれぞれ増額補正する。

人権教育・啓発プラン推進事業経費において市民フォーラムや交流会の経費として1,628千円、女性相談
事業経費において女性相談事業の充実を図るため135千円をそれぞれ増額補正する。

市立病院跡地整備事業費においてコミュニティセンター及び地域図書館の基本設計として9,380千円、市
立コミュニティセンター機能更新事業費においてコミュニティセンターの空調機器の更新のため2,125千円、
地域分権推進経費において378千円、コミュニティ活動支援経費において町会加入の促進を図るため
6,454千円をそれぞれ増額補正する。

地域安全推進経費において、ひったくり防止カバー作成経費として1,176千円、防犯カメラの設置経費等で
32,160千円、防犯灯のＬＥＤ化や防犯灯消耗品等のための補助金として16,775千円をそれぞれ増額補正
する。

芸術文化振興プラン推進経費において芸術文化振興プランの進行管理をするための市民会議の設置と
講演会及びワークショップ等の実施のため増額補正する。

ＩＣＴ活用推進経費において情報端末機器等購入費として3,032千円、基幹システム最適化経費において国
民健康保険システムの構築費用として62,424千円をそれぞれ増額補正する。

地域防災計画推進会議委員報酬として309千円、地域防災計画等改訂経費として1,205千円を、防災対策
資器材等整備経費において中学校への防災倉庫設置費用などで32,683千円、自主防災組織育成経費に
おいて土砂災害避難勧告マップの作成委託料や資器材の購入費等で10,047千円をそれぞれ増額補正す
る。

自動交付機更新経費において自動交付機の更新に伴い2,520千円、ファクシミリ関係経費において各出張
所等で課税証明書を発行するための経費として668千円をそれぞれ増額補正する。
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番    号 件       名 款 項 目 補正額 補              正             の               概                  要

民生費 社会福祉費 252,727社会福祉総務費 6,450

450,523 老人福祉費 224,320

障がい者福祉費 7,832

障害福祉サービス費 8,258

老人福祉センター費 5,867

児童福祉費 142,796児童福祉総務費 86,047

保育施設費 50,150

児童療育施設費 1,000

青少年対策費 4,799

青少年会館費 800

災害救助費 0 災害救助費 0 災害支援基金の設置に伴い、財源組替する。

55,000 55,000

衛生費 保健衛生費 59,509市民保健費 1,512 健康増進経費において肝炎ウイルス検診の受診勧奨の案内送付のため増額補正する。

156,394 母子保健費 38,304

墓地火葬場費 9,818斎場改修事業費において主燃炉等の改修のため増額補正する。

公害対策費 9,875

清掃費 96,885衛生処理場費 48,585衛生処理場改修事業費において施設の改修費として増額補正する。

清掃施設整備事業費 48,300清掃運搬車購入費において、ごみ収集車の購入経費として増額補正する。

(単位:千円)

民生委員児童委員協議会活動助成金において、緊急医療情報キットを配布するため1,450千円、避難者
生活支援金において東日本大震災で被災され八尾市へ避難された方に生活支援金を支給するため5,000
千円をそれぞれ増額補正する。

孤立化防止事業経費において検討会議の経費等として906千円、高齢者ふれあいサロン事業経費におい
てふれあいサロンの開設経費等で4,964千円、高齢者セーフティネット事業経費において高齢者福祉サー
ビスシステムの更新経費として30,114千円、地域密着型サービス拠点整備費補助金において社会福祉法
人等への施設整備費補助金として188,336千円をそれぞれ増額補正する。

アンテナショップ事業経費において、いろどりの移転経費として6,832千円、障がい者社会参加推進事業経
費において伝統文化振興モデル事業として1,000千円をそれぞれ増額補正する。

相談支援事業経費において相談業務の充実に伴い4,107千円、発達障がい児支援センター事業経費にお
いて運営経費等で4,151千円をそれぞれ増額補正する。

安中老人福祉センター整備事業費において八尾市グリーンニューディール基金を活用し空調機の更新を
行うため増額補正する。

児童虐待対策経費において児童家庭相談システムのカスタマイズ費用として1,817千円、私立保育所（園）
施設整備費補助金において施設整備の補助金として84,230千円をそれぞれ増額補正する。

公立保育所運営事業経費においてＡＥＤを設置するため2,800千円、保育所整備事業費において旧久宝寺
保育所及び旧亀井保育所の解体工事として42,750千円、公立保育所耐震化事業費において安中保育所
の実施設計費等として4,600千円をそれぞれ増額補正する。

いちょう学園運営管理経費において昨年度頂いた寄附金により、保育用の備品等を購入するため増額補
正する。

放課後児童室経費においてＡＥＤを設置するため800千円、放課後児童室施設整備事業費において亀井
地区の備品等の購入及び大正地区の設計委託料として3,999千円をそれぞれ増額補正する。

ＡＥＤの設置経費として、桂青少年会館管理経費において400千円、安中青少年会館管理経費において
400千円をそれぞれ増額補正する。

国民健康保険事業特
別会計繰出金

国民健康保険事業特
別会計繰出金

国民健康保険事業特別会計への繰出金において、国民健康保険料の軽減制度の拡充に伴い増額補正
する。

妊婦健康診査経費において公費助成の額を現行の35,000円から60,400円とすることに伴い増額補正する
。

大気監視機器等購入費において測定機器の購入に伴い7,800千円、チャレンジ８０（やお）市域推進事業
経費において地球温暖化に関する講演等の経費として2,075千円をそれぞれ増額補正する。
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番    号 件       名 款 項 目 補正額 補              正             の               概                  要

労働費 労働諸費 553
労働福祉費 553

553

産業費 農業費 28,100農業振興費 300食育を考える農業体験事業経費において苗・種子及び肥料代などの経費として増額補正する。

41,150 土地改良事業費 27,800

商工費 13,050商工振興費 7,435

観光費 5,615

土木費 土木管理費 5,157 土木総務費 4,757 公共建築課事務経費において公共施設機能更新調査のため増額補正する。

846,341 土木管理事務所費 400 土木管理事務所経費において、ＡＥＤの設置経費として増額補正する。

道路橋りょう費 217,764交通対策費 2,709放置自転車対策経費において放置禁止区域の看板の設置費用や啓発経費について増額補正する。

215,055

河川費 102,500河川改修事業費 82,500

水路整備事業費 20,000

都市計画費 124,438都市計画総務費 74,880

街路事業費 13,972

公園緑地整備事業費 20,750既設公園施設改良事業費においてバリアフリー化等の改修費用として増額補正する。

14,836

2,600 2,600

住宅費 393,882住宅管理費 289,388

住宅整備費 104,494

(単位:千円)

ワークサポート経費において若年層への就労支援として実施する就職支援セミナー等の経費を増額補正
する。

農道整備事業費において20,300千円、農業用排水路整備事業費において6,000千円、ため池保全整備事
業費において1,500千円をそれぞれ増額補正する。

産業振興委員報酬において804千円、商業共同施設設置補助金においてアーケードの改修費用として275
千円、産業政策検討経費において産業振興委員謝礼804千円の減額と「八尾市中小企業地域経済振興
基本条例」の改正に伴うPR等経費1,000千円の増額を合わせた196千円、「ものづくりのまち・八尾」ブラン
ド化推進経費において国内外への情報発信強化対応経費等で4,160千円、八尾市産業博経費においてビ
ジネスマッチング博の拡充のため2,000千円をそれぞれ増額補正する。

地域ブランド化計画推進事業経費において地域ブランド化策定業務等で5,041千円、観光活動支援育成事
業経費において観光活動支援会議などの経費で574千円をそれぞれ増額補正する。

道路橋りょう新設改
良事業費

道路新設改良事業費において96,600千円、交通安全施設等整備事業費において108,455千円、交通バリ
アフリー駅周辺整備事業費において10,000千円をそれぞれ増額補正する。

河川改修事業費において77,500千円、流域貯留浸透事業費において5,000千円をそれぞれ増額補正する
。

水路整備事業費において14,000千円、市街地水路整備事業費において6,000千円をそれぞれ増額補正す
る。

竜華都市拠点まちづくり事業費においてせせらぎ施設の整備に伴い1,698千円、街区内道路整備事業費
において50,912千円、都市計画事業関係経費において用途地域の見直し検討業務等で5,320千円、都市
景観経費において景観計画策定に向け現状把握及び市民意識調査の経費で2,100千円、民間既存建築
物耐震化推進事業費において民間住宅の耐震診断、改修設計、改修工事の補助金として14,850千円をそ
れぞれ増額補正する。

東大阪中央線整備事業費において2,838千円、安中山ノ井線整備事業費において1,250千円、久宝寺緑地
線整備事業費において298千円、久宝寺線整備事業費において5,586千円、事務経費において都市計画
道路の見直しのため4,000千円をそれぞれ増額補正する。

ＪＲ八尾駅周辺整備
事業費

ＪＲ八尾駅周辺整備事業費において自由通路整備に伴う支障物件移転補償、踏切改良に伴う道路改良事
業のため増額補正する。

公共下水道事業特別
会計繰出金

公共下水道事業特別
会計繰出金

公共下水道事業特別会計への繰出金において、上下水道一本化に向けた基本計画策定経費に対して繰
出すため増額補正する。

市営住宅整備基金積立金において大正住宅飛地の売払い収入を市営住宅整備基金に積み立てるため増
額補正する。

大正住宅建設事業費において4,494千円、西郡住宅整備改善事業費において100,000千円をそれぞれ増
額補正する。また、既設住宅等改善事業費において基金繰入金の増に伴う財源組替を行う。
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番    号 件       名 款 項 目 補正額 補              正             の               概                  要

消防費 消防費 131,923常備消防費 4,000

131,923 非常備消防費 4,891

消防施設整備事業費 123,032

教育費 教育総務費 283,801事務局費 24,387

628,593 教育振興費 20,771

238,643

小学校費 6,350 小学校管理費 900大規模校対策経費において大規模校における管理運営面での充実を図るため増額補正する。

教育振興費 5,450 情報教育経費において支援学級のＩＣＴ環境の整備のため増額補正する。

中学校費 3,117 中学校管理費 300大規模校対策経費において大規模校における管理運営面での充実を図るため増額補正する。

教育振興費 2,817 情報教育経費において支援学級のＩＣＴ環境の整備のため増額補正する。

幼稚園費 7,600 幼稚園費 7,600 保健管理経費において市立幼稚園にＡＥＤを設置するため、増額補正する。

社会教育費 134,978社会教育総務費 478くらし学習館及び安中新田会所跡旧植田家住宅の指定管理者選定にかかる経費として増額補正する。

17,504生涯学習センター改修事業費において空調設備やトイレの洋式化など施設改修のため増額補正する。

文化財保護費 1,320

文化会館費 115,676

保健体育費 192,747保健体育総務費 239 （仮称）防災コミュニティセンターの指定管理者選定にかかる経費として増額補正する。

体育施設費 160,256

学校給食費 32,252

諸支出金 諸費 1,512
1,512田井中財産区地区において、会館の空調設備を整備するため増額補正する。

1,512

● 歳出補正予算合計 2,701,351● 歳入補正予算内訳 2,701,351

(単位:千円)

消防体制充実・強化対策経費において消防庁舎機能更新に向けた基本構想の策定経費として増額補正
する。

消防団活性化事業経費において現場活動用の備品等の購入で3,368千円、消防団消防機械器具置場整
備事業費において1,523千円をそれぞれ増額補正する。

消防資機材整備事業費において災害に備えて資機材の増強・整備のため93,688千円、消防水利整備事
業費においてポンプセットの設置のため9,728千円、消防施設整備事業費において消防緊急情報システム
の機能更新のため12,968千円、消防署亀井出張所整備事業費において6,648千円をそれぞれ増額補正す
る。

教育長人件費で給料減額措置に伴い508千円減額し、（仮称）八尾市教育振興計画策定経費において市
民会議等の経費として745千円、事務経費において学校配当予算管理システムの更新のため24,150千円
をそれぞれ増額補正する。

学校ＩＣＴ活用事業経費においてデイジー教材作成のための経費として3,767千円、英語教育推進経費にお
いて大阪府の補助金を活用し、モデル校にて英語教育充実のため1,604千円、総合学習等教育改革支援
経費において子どもが輝く学校園づくりの経費について15,400千円をそれぞれ増額補正する。

学校園施設耐震化事
業費

小学校施設耐震化事業費において98,853千円、中学校施設耐震化事業費において108,585千円、曙川中
学校校舎改築事業費において31,160千円、事務経費において45千円をそれぞれ増額補正する。

生涯学習センター管
理費

高安古墳群と山麓の古墳保存活用経費において、高安古墳群の国史跡指定に向け、申請資料となる基
礎調査の成果をまとめた総括報告書作成のため増額補正する。

文化会館改修事業費において88,605千円、文化会館整備事業費において八尾市グリ－ンニュ－ディ－ル
基金を活用し空調機の更新などで27,071千円をそれぞれ増額補正する。

体育施設整備事業費において屋内プールの下水道切替工事で7,256千円、八尾南高校跡地体育館整備
事業費において153,000千円をそれぞれ増額補正する。

学校給食管理運営経費において中学生の昼食のあり方の検討のための経費として552千円、ランチルー
ム設置事業費において2,030千円、学校給食施設改修事業費において15,770千円、学校給食施設整備事
業費において13,900千円をそれぞれ増額補正する。

田井中地区整備事業
費

　(  市税  813,352 　　交通安全対策特別交付金　38,000 　使用料及び手数料 4,920　　国庫支出金  156,230   府支出金  317,432    
　　財産収入 291,388　繰入金 365,587  諸収入　2,342　市債 712,100  ）
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●継続費補正

（単位：千円）

款 項 事　　業　　名 総　　額 年　　度 年　割　額

９．教育費

238,598

1,973,011

１．教育総務費 学校園施設耐震化事業 12,979,339 3,022,072

3,438,532

4,307,126

６．保健体育費 298,419
153,000

145,419

（参考）

八尾市立学校園施設　耐震化計画表
校種 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

小学校

校舎

山本小学校 八尾小学校 南高安小学校 久宝寺小学校 南山本小学校

長池小学校 大正小学校 高美小学校 美園小学校 曙川東小学校

東山本小学校 安中小学校 高美南小学校 志紀小学校 龍華小学校

南高安小学校 高美南小学校 刑部小学校 高安西小学校 中高安小学校

亀井小学校 曙川小学校 曙川小学校 北高安小学校

高安西小学校 西山本小学校 亀井小学校 西山本小学校

久宝寺小学校 刑部小学校 志紀小学校

志紀小学校 八尾小学校 南高安小学校

高美南小学校 永畑小学校

永畑小学校 用和小学校

東山本小学校 桂小学校

竹渕小学校

体育館

亀井小学校 山本小学校

高安西小学校 長池小学校

八尾小学校 東山本小学校

用和小学校 桂小学校

北高安小学校

中学校

校舎 久宝寺中学校

志紀中学校 龍華中学校 曙川中学校 大正中学校

上之島中学校 志紀中学校 志紀中学校 高安中学校

高美中学校 曙川中学校 曙川南中学校 成法中学校

八尾中学校 東中学校 高美中学校 上之島中学校

久宝寺中学校 南高安中学校 南高安中学校

高安中学校 大正中学校 桂中学校

体育館 久宝寺中学校
桂中学校

上之島中学校

幼稚園　園舎 山本幼稚園

南高安幼稚園 大正幼稚園 南山本幼稚園

高美幼稚園 東山本幼稚園 北山本幼稚園

曙川幼稚園 用和幼稚園 安中幼稚園

八尾幼稚園 久宝寺幼稚園 龍華幼稚園

1．追　加

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

平成27年度

八尾南高校跡地
体育館整備事業

平成23年度

平成24年度

※        耐震工事中の幼児、児童、生徒及び教職員等への安全確保をはじめ、学校園における学習環境、教育活動等への影響、           
   給食調理場への影響等を考慮するとともに、工事の施工方法等を総合的に判断して、計画を変更する場合があります。
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●債務負担行為補正

（単位：千円）

事　　　　　　項 期　　　　　　間 限　　　度　　　額

庁舎本館・西館空調熱源機器改修事業 平成２３年度～平成２４年度 322,415 

衛生処理場中央監視システム更新事業 平成２３年度～平成２９年度 99,100 

衛生処理場下水道接続事業 平成２３年度～平成２４年度 58,100 

● 地方債補正

（単位：千円）

起 債 の 目 的 限　度　額

庁舎機能更新事業 56,000

保育所整備事業 36,700

清掃運搬施設等整備事業 36,200

土地改良事業 19,500

消防施設整備事業 54,000

体育施設整備事業 105,000

２．変　更 （単位：千円）

起 債 の 目 的
補　正　前 補　正　後

限　度　額 限　度　額

放課後児童室施設整備事業 43,000 45,100

道路整備事業 110,100 288,500

河川改修事業 24,300 94,500

水路整備事業 13,100 30,200

公園事業 330,700 331,700

ＪＲ八尾駅周辺整備事業 561,100 564,700

公営住宅整備事業 636,200 691,200

義務教育施設整備事業 477,000 554,300

1．追　加

1．追　加
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番    号 件       名 款 項 目 補正額 　　　　　　　　　　　　　　　補              正             の               概                  要

保険給付費 療養諸費 0 0
国民健康保険料の軽減制度拡充に伴い、保険料の減額分を財源組替する。

0

● 歳出補正予算合計 0 ● 歳入補正予算内訳 0

番    号 件       名 款 項 目 補正額 　　　　　　　　　　　　　　　補              正             の               概                  要

土木費 公共下水道事業費 358,200 管理費 5,200 上下水道一本化に向けて地方公営企業法の適用化を進めるため、基本計画を策定する経費を増額補正する。

358,200 管渠築造費 353,000 下水道建設事業費において、市街化調整区域の整備開始に伴い増額補正する。

● 歳出補正予算合計 358,200 ● 歳入補正予算内訳 358,200

 ●  地方債補正

         起 債 の 目 的 補               正              の                概                 要

公共下水道事業

番    号 件       名 款 項 目 補正額 　　　　　　　　　　　　　　　補              正             の               概                  要

地区財産区費 田井中財産区費 1,512 一般会計繰出金 1,512田井中財産区地区において、会館の空調設備を整備するため増額補正する。

1,512

● 歳出補正予算合計 1,512 ● 歳入補正予算内訳 1,512

番  号 件      名 補                       正                       の                         概                        要

現計予算 補正予算 補正後予算額 現計予算 補正予算 補正後予算額 現計予算 補正予算 補正後予算額

収益的収入 9,860,126 9,860,126 収益的支出 10,273,349 ▲ 508 10,272,841 収益的収支差引 ▲ 413,223 508 ▲ 412,715

資本的収入 1,037,402 1,037,402 資本的支出 1,413,448 0 1,413,448 資本的収支差引 ▲ 376,046 0 ▲ 376,046

特別職の給料減額措置に伴う人件費の減として、収益的支出を減額補正する。

(２) 国民健康保険事業特別会計 (単位:千円)

議案第47号

平成23年度
八尾市国民健
康保険事業特
別会計第3号
補正予算の件

一般被保険者療養給
付費

(　国民健康保険料 ▲55,000　　繰入金  55,000　）

(３) 公共下水道事業特別会計 (単位:千円)

議案第48号

平成23年度
八尾市公共下
水道事業特別
会計第1号補
正予算の件

　(　分担金及び負担金 3,000　　使用料 2,600　　国庫支出金 168,000　　繰入金 2,600　　市債 182,000  ）

1.変更

限度額を2,955,800千円から3,137,800千円に変更補正する。

(４) 財産区特別会計 (単位:千円)

議案第49号

平成23年度
八尾市財産区
特別会計第1
号補正予算の
件

　(　地区財産区収入 1,512  ）

(５) 病院事業会計 (単位:千円)

議案第50号 平成23年度
八尾市病院事
業会計第1号
補正予算の件
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番  号 件      名 補                       正                       の                         概                        要

現計予算 補正予算 補正後予算額 現計予算 補正予算 補正後予算額 現計予算 補正予算 補正後予算額

収益的収入 6,536,691 6,536,691 収益的支出 6,193,102 8,892 6,201,994 収益的収支差引 343,589 ▲ 8,892 334,697

資本的収入 818,600 818,600 資本的支出 1,916,344 1,916,344 資本的収支差引 ▲ 1,097,744 0 ▲ 1,097,744

特別職の給料減額措置に伴い人件費を減額し、高区配水池の耐震診断等を実施するための経費として収益的支出を増額補正する。

(６) 水道事業会計 (単位:千円)

議案第51号 平成23年度八
尾市水道事業
会計第1号補
正予算の件
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