
平成22年6月補正予算等の概要  

１.繰越計算書報告の件
番    号 　件                  名

報告第1号

款 項 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

大正住宅建設事業(第二期工区) 継続費の逓次繰越として、事業費の一部721万2,318円を平成22年度へ繰越す。

西郡３３号館耐震補強事業 継続費の逓次繰越として、事業費の一部477万7,681円を平成22年度へ繰越す。

9.教育費 2.小学校費 山本小学校校舎改築事業 継続費の逓次繰越として、事業費の一部2,265万9,400円を平成22年度へ繰越す。

報告第2号 (単位： 円)

款 項 金額 　既　収　入

　特定財源 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

46,026,000 46,026,000 33,884,000 12,142,000

16,000,000 16,000,000 11,779,000 4,221,000

3,166,000 3,166,000 2,422,000 744,000

5,700,000 5,700,000 4,666,000 1,034,000

5,000,000 5,000,000 4,093,000 907,000

6,900,000 6,900,000 5,648,000 1,252,000

17,150,000 17,150,000 17,150,000

35,000,000 35,000,000 28,650,000 6,350,000

176,106,000 176,106,000 132,079,000 44,027,000

37,000,000 37,000,000 27,239,000 9,761,000

17,000,000 17,000,000 13,916,000 3,084,000

4,500,000 4,500,000 3,684,000 816,000

69,500,000 69,500,000 56,890,000 12,610,000

38,300,000 38,300,000 31,351,000 6,949,000

56,000,000 56,000,000 45,840,000 10,160,000

5,000,000 5,000,000 4,093,000 907,000

5,500,000 5,500,000 4,502,000 998,000

10,000,000 10,000,000 8,186,000 1,814,000

8,474,000 8,474,000 6,700,000 1,774,000

59,636,000 59,636,000 59,600,000 36,000

66,160,000 66,160,000 65,765,000 395,000

65,524,000 65,524,000 65,500,000 24,000

4.都市計画費

交通バリアフリー駅周辺整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

幹線道路舗装事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

河川改修事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

7.土木費 6.住宅費

2.道路橋りょう費

3.河川費

3.民生費

1.社会福祉費

2.児童福祉費

4.衛生費 1.保健衛生費

平成21年度八尾市一般会計継続費繰越計算
書報告の件

平成21年度八尾市一般会計繰越明許費繰越
計算書報告の件

翌年度
繰越額

2．総務費 1.総務管理費

 補               正               の               概               要

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源事　　　　業　　　　名

事　　　　業　　　　名

一般財源

交通安全施設等整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

水路整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

市街地水路整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

鉄道駅舎エレベーター等設備整備費補助金
［地下鉄　八尾南駅］
（地域活性化・公共投資臨時交付金事業）

鉄道駅舎エレベーター等設備整備費補助金
［近鉄　高安駅］

7.土木費

安中山ノ井線整備事業

流域貯留浸透事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

行政文書第二集中保管書庫整備事業
（地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業）

大阪外環状線鉄道整備促進事業

新型インフルエンザ予防接種事業

斎場集塵機更新事業
（地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業）

防災情報通信設備整備事業

庁舎空調制御機器更新事業
（地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業）

道路新設改良事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

コミュニティセンタートイレ洋式化改修事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

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・きめ細かな臨時交付金事業）

安中老人福祉センター改修事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

子ども手当支給事務事業

弓削保育所施設整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）
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款 項 金額 　既　収　入

　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 16,000,000 16,000,000 11,779,000 4,221,000

2.小学校費 46,000,000 46,000,000 37,653,000 8,347,000

3.中学校費 12,000,000 12,000,000 9,823,000 2,177,000

44,408,000 44,408,000 32,692,000 11,716,000

15,500,000 15,500,000 12,688,000 2,812,000

11,000,000 11,000,000 9,004,000 1,996,000

15,000,000 15,000,000 12,278,000 2,722,000

合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計 913,550,000 913,550,000 436,610,000 197,844,000 125,100,000 153,996,000

報告第3号 (単位： 円)

款 項 金額 　既　収　入

　特定財源 国庫支出金 府支出金 地方債 その他

1.土木費
1.公共下水道事業
費

公共下水道事業 1,040,256,000 1,040,256,000 315,000,000 25,256,000 700,000,000

報告第4号

款 項 　　　　　　　事　　　　業　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1.資本的支出 1.建設改良費 配水管整備事業 継続費の逓次繰越として、事業費の一部712万1,098円を平成22年度へ繰越す。

報告第5号

款 項 　　　　　　　事　　　　業　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1.水道事業費用 1.営業費用 事故繰越しとして、事業費の一部3,327万3,912円を平成22年度へ繰越す。

２.専決処分承認の件

（１） 国民健康保険事業特別会計
(単位： 千円)

番  号  件      名  款 項 目 補正額

議案第44号

繰上充用金 繰上充用金 繰上充用金 1,180,000 平成21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22年度予算から繰上充用する。

  ●　１号補正予算歳出合計 1,180,000 　●  １号補正予算歳入内訳 1,180,000 　(　諸収入　1,180,000　）

（２） 老人保健事業特別会計
(単位： 千円)

番  号  件      名  款 項 目 補正額

議案第45号
繰上充用金 繰上充用金 繰上充用金 36,198 平成21年度の医療費にかかる国庫支出金、府支出金及び諸収入が不足するため、平成22年度予算から繰上充用する。

  ●　１号補正予算歳出合計 36,198 　●  １号補正予算歳入内訳 36,198 　(　国庫支出金　9,592　　府支出金　2,398　　諸収入　24,208　）

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

事　　　　業　　　　名 未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一般財源

翌年度
繰越額

平成21年度八尾市水道事業会計継続費繰越
計算書報告の件

平成21年度八尾市水道事業会計予算繰越計
算書報告の件

平成21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

平成22年度八尾市老人保健
事業特別会計第1号補正予算
専決処分承認の件

補               正               の               概               要

補               正               の               概               要

平成22年度八尾市国民健康
保険事業特別会計第1号補正
予算専決処分承認の件

翌年度
繰越額 一般財源

左　　　　　の　　　　　財　　　　　源　　　　　内　　　　　訳

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源事　　　　業　　　　名

9.教育費 5.社会教育費

6.保健体育費

公立小・中学校直結給水化工事（その3）
公立小・中学校直結給水化工事（その4）
公立小・中学校直結給水化工事（その5）

はしご車保安検査整備事業
（地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業）

小学校施設整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

学校給食施設改修事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

中学校施設整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

文化会館環境対策事業
（地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業）

生涯学習センター改修事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）

体育施設整備事業
（地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業）
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３.平成22年6月補正予算の概要

(1) 一般会計 (単位： 千円)

番    号 件       名 款 目 補正額

議案第51号
民生費 社会福祉費 254 老人福祉費 254

100,254
国民健康保険事業特別
会計繰出金

100,000
国民健康保険事業特別
会計繰出金

100,000

産業費

9,879

教育費 教育総務費 1,690 教育振興費 1,690

10,065 保健体育費 8,375 ふるさと雇用再生事業費 8,375

●　1号補正予算歳出合計 120,198 　●  1号補正予算歳入内訳 120,198 　(　

(2) 国民健康保険事業特別会計
(単位:千円)

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

議案第52号 保険給付費 療養諸費 0 一般被保険者療養給付費 0

0

● 2号歳出補正予算合計 0 ●2号補正予算歳入内訳 0 (  国民健康保険料 ▲500,000　国庫支出金 400,000　繰入金 100,000  ）

(3) 老人保健事業特別会計 (単位： 千円)

番    号 件       名 款 目 補正額

議案第53号
平成22年度
八尾市老人保健
事業特別会計
第2号補正予算
の件

諸支出金 償還金 3,431 償還金 3,431 支払基金交付金の前年度精算に伴い、償還金を増額補正する。

●　2号補正予算歳出合計 3,431 　●  2号補正予算歳入内訳 3,431 　(  支払基金交付金 116　国庫支出金　2,652　　府支出金　663  ）

(4) 水道事業会計 (単位:千円)

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 6,570,968 ▲ 65,929 6,505,039 収益的支出 6,434,642 ▲ 335,832 6,098,810 収益的収支差引 136,326 269,903 406,229

資本的収入 729,181 226 729,407 資本的支出 1,668,808 0 1,668,808 資本的収支差引 ▲ 939,627 226 ▲ 939,401

議案第54号

項

平成22年度
八尾市一般会計
第1号補正予算
の件 国民健康保険料率の据え置きに伴い、保険給付費に充当するために繰出金の増額補正を行う。

桂老人福祉センター及び安中老人福祉センターの指定管理者選定に係る経費について増額補正を行う。

補              正             の               概                  要

市税　100,254　　府支出金　19,944　）

平成22年度
八尾市国民健康
保険事業特別会
計第2号補正予
算の件

平成22年度八尾
市水道事業会計
第1号補正予算
の件

大阪府営水道用水供給単価及び本市水道料金の改定に伴い、収益的収入支出の減額補正を行う。また、遊休資産の売払い処分により収益的収入及び資本的収入の増額補正を行う。

補               正               の               概               要項

保険料率据え置き等に伴う財源組替を行う。

ふるさと雇用再生基金事業経費（ウォーキングプログラム事業）において、市民のスポーツ振興及びスポーツ参加率の向上を図るため、万歩計を
使用したウォーキングプログラムを実施する。22年度はモニタリング期間として事業実施するために増額補正を行う。

特別支援教育推進経費において、障がいのある幼児・児童・生徒への必要な支援を目的として190千円を増額補正する。また、帰国・外国人児童
生徒受入促進経費において、転入学してきた帰国・外国人児童生徒に対し、日本語習得･学習支援を目的として1,500千円を増額補正する。

商工費 緊急雇用創出事業費 9,879
緊急雇用創出基金事業経費（地域資源発掘・整理事業）において、本市の地域資源について、再整理と調査を行い、データベース化し、ホーム
ページで公表を行うとともに、今後、各地域でのまちづくり、各地域資源の複合的な活用や魅力発信の手法の検討等の基礎データとするために
増額補正を行う。

9,879
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