
＜＜＜＜総合的総合的総合的総合的なななな経済対策経済対策経済対策経済対策＞　～ ＞　～ ＞　～ ＞　～ 切切切切れれれれ目目目目のないのないのないのない対応 対応 対応 対応 ～～～～

国の補正予算による財源などを活用し、公共事業等の前倒し・早期発注を実施

庁舎温室効果ガス削減対策事業 管財課管財課管財課管財課 7,000

文化センター再整備事業 文化自治振興課文化自治振興課文化自治振興課文化自治振興課 2,600

小倉デイホーム耐震改修事業 健康生健康生健康生健康生きがいきがいきがいきがい課課課課 45,402

総合福祉会館整備事業 地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課 2,500

保育所施設整備事業 保育課保育課保育課保育課 7,342

斎場施設整備事業 環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課 15,000

道路維持修繕事業 維持課維持課維持課維持課 100,000

一般道路改良事業 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課 14,000

交通安全施設整備事業 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課 3,000

河川排水路等維持管理事業 維持課維持課維持課維持課 14,000

公園維持管理事業 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課 50,000

（仮）第一小中一貫校整備事業 小中一貫教育課小中一貫教育課小中一貫教育課小中一貫教育課 212,000

小学校大規模改造事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 160,000

給食・調理環境充実事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 48,000

小学校耐震改修事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 760,000

中学校大規模改造事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 250,000

中学校耐震改修事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 135,000

総合野外活動センター整備事業 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 3,000

生涯学習センター整備事業 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター 50,000

平成22年度宇治市3月補正予算の概要

　平成23年1月より実施している総合的な経済対策の第二段階として、国の補正予算による財源な
どを活用し、公共事業等の前倒し・早期発注を実施するため、道路維持修繕事業や公園維持管理
事業、小学校・中学校の大規模改造事業や耐震改修事業などに要する経費を調整および追加す
るとともに、繰越明許費を設定した。
　また、事業費の過不足調整に伴う補正や、年度内に完了が見込めない事業の繰越明許費を設
定した。

第二段階：　切れ目のない対応分 1,878,844
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1. 補正予算規模

2. 一般会計補正予算（第5号）の主要事項

▽繰越一覧

1 庁舎温室効果ガス削減対策事業 管財課管財課管財課管財課 金額 7,000

＜繰越明許費＞

庁舎から排出される温室効果ガスの削減を目指し、省エネルギー型

照明器具の設置に要する経費および繰越明許費の設定

実施箇所： 議会棟1階および2階事務室等

事 業 費　/　一般財源No. 事　業　名　及　び　事　業　概　要

（単位：千円）

17 一般会計（第5号） 62,700,361 461,553 63,161,914

18 17,505,755 500,892 18,006,647

19 18,223 11,500 29,723

20 1,788,215 54,691 1,842,906

21 9,995,679 172,844 10,168,523

22 8,172,830 △ 24,860 8,147,970

水道事業費用 3,597,894 △ 145,320 3,452,574

資本的支出 1,185,940 △ 31,608 1,154,332

合　　計 4,783,834 △ 176,928 4,606,906

23
水道事業

会計
（第1号）

議
案
番
号

補正予算額 補正後予算額

国民健康保険事業特別
会計（第2号）

老人保健事業特別会計
（第2号）

会　計 補正前予算額

後期高齢者医療事業特
別会計（第2号）

介護保険事業特別会計
（第2号）

公共下水道事業特別会
計（第3号）

件数 金額 件数 金額 件数 金額

経済対策 19 1,878,844 19 1,878,844

その他 1 40,000 13 545,700 14 585,700

計 1 40,000 32 2,424,544 33 2,464,544

12月補正 3月補正 補正後
区分
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2 文化センター再整備事業 文化自治振興課文化自治振興課文化自治振興課文化自治振興課 金額 2,600

＜繰越明許費＞

展示集会室における可動式間仕切りの更新に要する経費および

繰越明許費の設定

3 障害者介護給付費追加 障害福祉課障害福祉課障害福祉課障害福祉課 10,000 2,500

4 障害者訓練等給付費追加 障害福祉課障害福祉課障害福祉課障害福祉課 50,000 12,500

5 障害者移動支援事業費追加 障害福祉課障害福祉課障害福祉課障害福祉課 10,000 10,000

障害福祉サービス利用件数の増加等に伴う扶助費追加

6 老人医療費支給費追加 年金医療課年金医療課年金医療課年金医療課 43,121 21,561

65歳以上70歳未満の保険診療分の増加に伴う扶助費等追加

7 介護基盤緊急整備特別対策事業費補助金 健康生健康生健康生健康生きがいきがいきがいきがい課課課課 金額 20,000

＜繰越明許費＞

地域密着型サービス事業所の建設補助に係る繰越明許費の設定

8 小倉デイホーム耐震改修事業 健康生健康生健康生健康生きがいきがいきがいきがい課課課課 金額 45,402

＜繰越明許費＞

国庫補助金の追加交付による耐震改修事業の前倒し実施に要する

経費および繰越明許費の設定

9 総合福祉会館整備事業 地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課 金額 2,500

＜繰越明許費＞

受電用機器の更新に要する経費および繰越明許費の設定

10 保育所施設整備事業 保育課保育課保育課保育課 金額 7,342

＜繰越明許費＞

小倉双葉園保育所における駐車場改修に要する経費および

繰越明許費の設定

11 斎場施設整備事業 環境企画課環境企画課環境企画課環境企画課 金額 15,000

＜繰越明許費＞

斎場の外構改修に要する経費および繰越明許費の設定
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12 耐震診断・耐震改修推進事業 建築指導課建築指導課建築指導課建築指導課 金額 14,400

＜繰越明許費＞

国の補正予算を活用した木造住宅耐震改修事業費補助金の上乗せ実施に

要する経費および繰越明許費の設定

補助金額：　最大90万円　（従来の補助金に30万円の上乗せ）

13 道路維持修繕事業 維持課維持課維持課維持課 金額 100,000

14 一般道路改良事業 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課 金額 14,000

15 交通安全施設整備事業 道路建設課道路建設課道路建設課道路建設課 金額 3,000

16 河川排水路等維持管理事業 維持課維持課維持課維持課 金額 14,000

17 公園維持管理事業 公園緑地課公園緑地課公園緑地課公園緑地課 金額 50,000

＜繰越明許費＞

道路や排水路、公園などの身近な生活環境の整備に要する経費および

繰越明許費の設定

18 （仮）第一小中一貫校整備事業 小中一貫教育課小中一貫教育課小中一貫教育課小中一貫教育課 金額 212,000

＜繰越明許費＞

国庫補助を活用した給食室整備等の前倒し実施に要する経費の調整

および繰越明許費の設定

19 小学校大規模改造事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 金額 160,000

20 中学校大規模改造事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 金額 250,000

＜繰越明許費＞

国庫補助を活用した防火戸改修や空調整備などの前倒し実施に要する

経費の調整および繰越明許費の設定

防火戸改修： 神明小、小倉小、宇治中、西宇治中

空調機設置： 北槇島小、大久保小、南部小、笠取小、笠取第二小、

槇島中、広野中、東宇治中

21 給食・調理環境充実事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 金額 48,000

＜繰越明許費＞

岡屋小学校における給食室改修に要する経費および繰越明許費の設定
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22 小学校耐震改修事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 金額 760,000

23 中学校耐震改修事業 学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課 金額 135,000

＜繰越明許費＞

国庫補助を活用した耐震改修の前倒し実施に要する経費の調整および

繰越明許費の設定

耐震改修： 菟道第二小、神明小、小倉小、大開小、

宇治中、西宇治中

増額補正 減額補正 補正額

212,000 △ 220,000 △ 8,000

160,000 △ 8,000 152,000

250,000 △ 5,000 245,000

48,000 0 48,000

760,000 △ 123,000 637,000

135,000 △ 211,000 △ 76,000

24 総合野外活動センター整備事業 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 金額 3,000

＜繰越明許費＞

非常用照明設備等の整備に要する経費および繰越明許費の設定

25 生涯学習センター整備事業 生涯学習生涯学習生涯学習生涯学習センターセンターセンターセンター 金額 50,000

＜繰越明許費＞

空調設備および屋上防水などの改修に要する経費および

繰越明許費の設定

3. 特別会計補正予算の主要事項

国民健康保険事業特別会計補正予算国民健康保険事業特別会計補正予算国民健康保険事業特別会計補正予算国民健康保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第2222号号号号））））

1 保険給付費 国民健康保険課国民健康保険課国民健康保険課国民健康保険課 221,414 92,414

保険給付費の不足額の調整

2 国民健康保険事業財政調整基金積立金追加 国民健康保険課国民健康保険課国民健康保険課国民健康保険課 277,074 277,074

平成21年度からの繰越金の積立に要する経費追加

（仮）第一小中一貫校整備事業費

補正の内訳

No. 事　業　名　及　び　事　業　概　要 事 業 費　/　一般財源

小学校大規模改造事業費

中学校大規模改造事業費

小学校耐震改修事業費

中学校耐震改修事業費

給食・調理環境充実費
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老人保健事業特別会計補正予算老人保健事業特別会計補正予算老人保健事業特別会計補正予算老人保健事業特別会計補正予算（（（（第第第第2222号号号号））））

1 医療諸費 年金医療課年金医療課年金医療課年金医療課 △ 11,800 0

2 一般会計繰出金 年金医療課年金医療課年金医療課年金医療課 23,300 23,300

老人保健事業特別会計の終了に伴う医療諸費および

一般会計繰出金の調整

後期高齢者医療事業特別会計補正予算後期高齢者医療事業特別会計補正予算後期高齢者医療事業特別会計補正予算後期高齢者医療事業特別会計補正予算（（（（第第第第2222号号号号））））

1 保険料等負担金追加 年金医療課年金医療課年金医療課年金医療課 59,861 0

2 保険基盤安定負担金一部減 年金医療課年金医療課年金医療課年金医療課 △ 1,175 0

後期高齢者医療広域連合納付金の調整

介護保険事業特別会計補正予算介護保険事業特別会計補正予算介護保険事業特別会計補正予算介護保険事業特別会計補正予算（（（（第第第第2222号号号号））））

1 保険給付費 介護保険課介護保険課介護保険課介護保険課 188,000 66,457

保険給付費の過不足の調整

（介護サービス等諸費）

地域密着型介護サービス給付費負担金追加 13,500

施設介護サービス給付費負担金追加 239,000

特定入所者介護サービス費負担金追加 14,000

266,500

（介護予防サービス等諸費）

介護予防サービス給付費負担金一部減 △ 70,000

介護予防サービス計画給付費負担金一部減 △ 9,000

△ 79,000

公共下水道事業特別会計補正予算公共下水道事業特別会計補正予算公共下水道事業特別会計補正予算公共下水道事業特別会計補正予算（（（（第第第第3333号号号号））））

1 公共下水道管渠建設事業 下水道室下水道室下水道室下水道室 金額 903,000

＜繰越明許費＞

東宇治1号関連面整備（妙見、丸山その3、門前その3、東中）

東宇治4号関連面整備（南山）

槇島関連面整備（妙楽その2、樋ノ尻・乙方、吹前、大幡、北内その3）

小倉関連面整備（老ノ木その2、西山その1、米阪、大谷その1、矢落、池森、琵琶、野神）

開関連面整備（石塚その1、石塚その2）

大久保関連面整備（宮東その1、大開、寺山その4、寺山その5、尖山、新宇治淀線）
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2 公共下水道処理場建設事業 下水道室下水道室下水道室下水道室 金額 469,000

＜繰越明許費＞

9・10池建設、汚泥前処理設備、汚泥貯留タンク、第2ポンプ棟

3 井川排水機場整備事業 下水道室下水道室下水道室下水道室 金額 143,600

＜繰越明許費＞

改築更新事業

水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算水道事業会計補正予算（（（（第第第第1111号号号号））））

1 収益的支出 △ 145,320 －

下水道関連受託工事等 △ 138,000

職員給与費 △ 7,320

2 資本的支出 △ 31,608 －

配水管等施設改良 △ 48,000

職員給与費 16,392
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