
定例記者会見資料

【一般会計】

平成27年度6月補正額　           ９億５，５９０万８ 千円

平成27年度6月補正後予算額　 ３６１億３，７９０万８ 千円

財　源

国、県補助金等 ８，８６３万７ 千円

普通交付税 　 　　　　　　　　　　　　　 ４億３１０ 万円

市債（臨時財政対策債含む）    　　 ４億２，４１０ 万円

その他（諸収入、繰入金）  　　 　 　 ４，００７万１ 千円

【国民健康保険特別会計】

平成27年度6月補正額 　４１８万６ 千円

平成27年度6月補正後予算額　  １２８億７,６０５万５ 千円

【水道事業会計】

平成27年度6月補正額   　　　　　　　 ５４０万９ 千円

平成27年度6月補正後予算額　 　  ３７億２，２６８万１ 千円

【病院事業会計】

平成27年度6月補正額   　　　　　　　 ４，３９４万７ 千円

平成27年度6月補正後予算額　 　  １４億４，４８７ 万円

生駒市財政課
2015年5月29日

 平成27年度　6月補正予算の概要

　平成27年度当初予算は、経常的な経費や継続的な事業にかかる経費などを中
心に「骨格予算」として編成したことから、6月補正予算は、当初予算に計上
しなかった新規事業や投資的事業などの政策的経費を中心とした、いわゆる
「肉付け予算」となっています。

　

 （対前年度当初予算比0.4％減 △1億4,709万2千円）
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【一般会計】

＜市長公室＞

ｼﾃｨﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ事業　ｵﾘｼﾞﾅﾙ年賀はがきの作成及び販売 1,240 千円

非接触ＩＣ職員ｶｰﾄﾞ導入事業 13,016 千円

自己啓発助成金 52 千円

＜企画財政部＞

公用車（共用車）更新 8,737 千円

市立病院内防災備蓄倉庫用整理棚購入 1,070 千円

情報機器（ﾌﾟﾘﾝﾀ､ｻｰﾊﾞ）の更新 12,031 千円

繰上償還（生駒北小、北中分） 150,456 千円

＜環境経済部＞

不法投棄監視ｶﾒﾗｼｽﾃﾑ 812 千円

ｴｺﾊﾟｰｸ21精密機能検査及び余寿命調査業務 3,506 千円

環境ﾓﾃﾞﾙ都市推進業務委託  うちｴｺ診断委託料等 1,630 千円

自然ｴﾈﾙｷﾞｰ活用補助事業　住宅用ｴﾈﾙｷﾞｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（HEMS）設置補助 1,000 千円

道路照明施設の無電極放電ﾗﾝﾌﾟ（LVD）化事業 24,635 千円

超小型ﾓﾋﾞﾘﾃｨの導入 1,786 千円

ﾅﾗ枯れ被害防除事業補助金 500 千円

喜里池耐震詳細調査業務 4,731 千円

土地改良事業補助金　ため池余水吐切り下げ工事 1,800 千円

北田原工業会看板設置事業補助金 432 千円

就農定着支援事業 216 千円

＜市民部＞

社会保障・税番号制度導入事業　個人番号ｶｰﾄﾞ申請窓口受付業務委託等 12,362 千円

ｺﾝﾋﾞﾆ交付事業 200 千円

ﾓﾋﾞﾘﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（MM）事業　 284 千円

地域防犯重点ﾓﾃﾞﾙ地区支援事業補助金 2,000 千円

＜福祉部＞

地域医療介護総合確保基金補助金（定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所） 15,970 千円

介護保険特別会計繰出金（1号被保険者保険料の公費による低所得者軽減強化） 13,705 千円

臨時福祉給付金補助金過年度国庫補助金返還金（平成26年度分） 28,974 千円
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＜こども健康部＞

私立保育所等施設整備助成　小規模保育改修費等支援事業補助金 16,500 千円

中保育園手洗い設置工事 1,080 千円

生駒幼稚園電気施錠設置工事 546 千円

子育て支援総合ｾﾝﾀｰ整備用備品等 1,374 千円

健康ｳｫｰｷﾝｸﾞ推進事業 504 千円

災害時医療備蓄に要する経費 10,042 千円

院内保育所の運営に要する経費 3,249 千円

医療連携ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会関係費 306 千円

国民健康保険特別会計繰出金（特定健康診査等ﾊﾞｽｱﾅｳﾝｽ広告､ﾍﾟｲｼﾞｰ口座振替） 404 千円

＜建設部＞

道路新設改良事業　松ヶ丘通り線、山崎芝山線道路整備工事等 15,591 千円

瓦谷川水路測量設計業務 5,141 千円

民事調停事件に伴う復旧工事負担金 9,126 千円

調整池浚渫 4,320 千円

公共施設保全計画作成 5,647 千円

＜都市整備部＞

生駒山麓公園活性化事業　ふれあいｾﾝﾀｰ改修工事（第2期） 156,318 千円

空き家・空き地対策事業  既存住宅流通等促進奨励金 3,000 千円

ﾘﾆｱ中央新幹線中間駅誘致推進業務 108 千円

＜教育総務部＞

学校図書館司書配置拡充　 848 千円

特別支援学級学習支援用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ購入 1,805 千円

生駒北小中一貫校整備事業関連

整備工事 259,037 千円

整備工事監理 16,737 千円

北中学校引越 3,868 千円

学校用地購入 2,235 千円

整備工事及び整備工事監理にかかる債務負担行為設定　H28年度

上中学校体育館改修工事設計 6,216 千円

学校給食地産地消促進事業 4,032 千円
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＜生涯学習部＞

鹿ノ台ふれあいﾎｰﾙ多目的ﾄｲﾚ設置工事 4,860 千円

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｷｬﾝﾌﾟin生駒 950 千円

0～6歳の子どもたちといっしょに楽しめる親子ｺﾝｻｰﾄ 298 千円

文化財保存事業費補助金（宝山寺所蔵 重要文化財 能本 世阿弥筆等修理） 707 千円

ｽﾎﾟｰﾂ振興基本計画後期計画の策定 3,914 千円

各体育施設整備工事

滝寺公園市民ﾌﾟｰﾙ管理棟補強工事設計 1,609 千円

市民体育館渡り廊下鉄骨塗装工事 2,121 千円

滝寺公園体育施設高圧受変電設備改修工事 1,219 千円

ｲﾓ山公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ出入口ﾌｪﾝｽ設置工事 544 千円

生駒北ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ整備事業

体育館改修工事設計 10,800 千円

宿泊棟等解体工事 11,880 千円

宿泊棟跡地駐車場整備工事 6,804 千円

ｽﾛｰﾌﾟ設置工事（体育館周辺・野球場横） 21,384 千円

体育館屋根改修工事 54,000 千円

＜消防本部＞

消防本部庁舎耐震診断 4,051 千円

消防団機動第3分団拠点施設耐震補強設計 1,588 千円

一般会計　合計　（67項目） 955,908 千円
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【介護保険特別会計】

＜福祉部＞

１号被保険者の介護保険料の公費による低所得者軽減強化　　　　（介護保険料　△13,705千円）

【国民健康保険特別会計】

＜こども健康部＞

特定健康診査受診率、保険税収納率向上への取組

ﾊﾞｽ車内ｱﾅｳﾝｽ広告 253 千円

（ﾍﾟｲｼﾞｰ）口座振替受付ｻｰﾋﾞｽ 3,933 千円

国民健康保険特別会計　合計 4,186 千円

【水道事業会計】

＜上下水道部＞

　 お客様ｾﾝﾀｰ（総合窓口）開設に係る水道事業事務所新館改修工事 5,409 千円

水道事業会計　合計 5,409 千円

【病院事業会計】

＜病院建設課＞

職員手当等 744 千円

法定福利費 291 千円

講師謝礼等報償費 60 千円

旅費交通費 50 千円

消耗品費 4,978 千円

病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動用消耗品、災害用医療備蓄消耗品等

食糧費 1,140 千円

市立病院管理運営協議会・病院ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動賄い、災害時医療非常用食料等

印刷製本費 292 千円

保険料 25 千円

通信運搬費 64 千円

交付金

産婦人科病院一次輪番体制参加病院運営補助金 3,063 千円

小児科病院輪番体制参加病院運営補助金 1,225 千円

市立病院文書料等 1,786 千円

院内保育所の運営に要する経費 3,249 千円

委託料 13,200 千円

病院事業会計支援業務委託料、緊急浄水装置ﾌｨﾙﾀｰ取替え業務委託料等

有形固定資産減価償却費 861 千円

長期借入金利息 17 千円

工事請負費 9,137 千円

市立病院案内看板設置工事

備品購入費 3,765 千円

病院事業会計　合計 43,947 千円

　　　　　　田島、岸田（内線271）

【問い合わせ】生駒市財政課
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定例記者会見資料

平成27年5月29日

１　生駒駅前自転車駐車場及び生駒駅前第２自転車駐車場

現状 (単位円）

一時利用 1月 3月

自転車 70 1,440 3,910

90ｃｃ以下 100 2,060 5,550

90ｃｃ超 120 2,470 6,690

改正案 (単位円）

1月 3月 1月 3月

学生 1,400 3,800 1,600 4,400

一般 1,500 4,100 1,700 4,600

学生 2,000 5,400 2,200 6,000

一般 2,100 5,700 2,300 6,300

学生 2,400 6,500 2,700 7,300

一般 2,600 7,100 2,800 7,600

２　生駒駅南自転車駐車場

現状 (単位円）

一時利用 1月 3月

自転車 70 1,440 3,910

90ｃｃ以下 100 2,060 5,550

90ｃｃ超 120 2,470 6,690

改正案 (単位円）

1月 3月 1月 3月

学生 1,200 3,100 1,300 3,300

一般 1,300 3,300 1,400 3,600

学生 1,800 4,600 1,900 4,900

一般 1,900 4,900 2,000 5,200

学生 2,100 5,400 2,200 5,700

一般 2,200 5,700 2,400 6,200

【問い合わせ】
生活安全課・中田　
電話：0743-74-1111、内線361

　　生駒市自転車駐車場条例の一部を改正する条例について

生駒市生活安全課
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