
平成２７年度　１２月補正予算案の概要 記者会見資料

一般会計（第３回）  
予算額　

平成２７年度１２月補正予算額　　　　3億6,080万1千円
平成２７年度１２月補正後予算額　　378億　 75万6千円（補正前：374億3,995万5千円）

歳出 （金額：千円）
所　属 補 正 額

人事課 人件費の補正 439

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会運営費 886

選挙人名簿システム改修 432
期日前システム改修 454

財政課 下水道事業特別会計公債費繰出金 109,657

元金相当額 92,333
補償金相当額 17,324

課税課 税務事務費 59,082
ふるさと生駒応援基金積立金 57,381

大口寄附金による増額

ふるさと生駒応援寄附記念品配送等委託料 1,701
国保医療課 後期高齢者医療事業費 15,435

こども課 保育実施事業費 58,021
私立保育所保育実施負担金

教育総務課 小学校施設整備事業費 7,776
あすか野小学校　プールろ過装置の取替え

中学校施設整備事業費 7,776

大瀬中学校　プールろ過装置の取替え
生涯学習課 生涯学習施設整備事業費 101,729

図書会館空調機改修工事 84,240
図書会館トイレ洋式化改修工事 16,632
図書館サーバー保守料 857

計 360,801

歳入 （金額：千円）
所　属 補 正 額

選挙管理委員会事務局 総務費国庫補助金 442
選挙人名簿システム改修費補助金

財政課 総務費県補助金 4,300
奈良県市町村公営企業財政健全化支援事業補助金

課税課 一般寄附金 57,381
ふるさと生駒応援寄附金

こども課 民生費国庫負担金 29,011
私立保育所運営費国庫負担金

民生費県負担金 14,505
私立保育所運営費県負担金

財政課 前年度繰越金 255,162
実質収支額 1,915,433
現計予算額 1,460,129
今回補正額 255,162
繰越金残額 200,142

計 360,801

項　　目

項　　目

児童数の増加及び療育支援や３歳児配置など加算適用の増

奈良県市町村公営企業財政健全化支援事業補助金を活用して下
水道事業債の繰上償還を行うため繰出金を補正

４月１日以降の人事異動に伴う費目の見直し

選挙人名簿システム改修事業費
＊公職選挙法改正　選挙権年齢満20年以上→満18年以上に引き
下げ

療養給付費負担金(平成２６年度分)の精算に伴う追加負担

1



繰越明許費 （金額：千円）

所　属 明許金額

市民課 コンビニ交付事業 1,620

本籍地証明書交付サービス

土木課 生活道路安全対策事業 7,900

教育総務課 小学校施設整備事業【補正】 7,776

あすか野小学校　プールろ過装置の取替え

中学校施設整備事業【補正】 7,776

大瀬中学校　プールろ過装置の取替え

生涯学習課 101,729

図書会館空調機改修工事ほか

126,801

債務負担行為（歳出）
【追加】 （金額：千円）

所　属 期　間 限 度 額

市民課 サービスコーナー窓口業務

指定管理者候補者決定により H27～H32 16,101

高齢施策課 ＲＡＫＵ－ＲＡＫＵはうす指定管理業務

指定管理者候補者決定により H27～H32 58,059

障がい福祉課 福祉センター指定管理業務

指定管理者候補者決定により H27～H37 661,398

生活安全課 生駒駅南自動車駐車場指定管理業務

H27～H32 91,077

項　　目

項　　目

元町菜畑線歩道整備工事

事業債の償還終了により、特別会計から一般会
計に変更

生涯学習施設整備事業【補正】
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国民健康保険特別会計（第２回）  記者会見資料

予算額　
平成２７年度１２月補正予算額　 　　　5,203万7千円
平成２７年度１２月補正後予算額　129億2,809万2千円（補正前：128億7,605万5千円）

国保医療課 （金額：千円）
所　属 補正額

歳出 国保償還金 52,037

国庫一般療養給付費分 52,535

県費特定健康診査・保健指導補助金 502

歳入 52,037

下水道事業特別会計（第１回）  
予算額　

平成２７年度１２月補正予算額 　　　1億  965万7千円
平成２７年度１２月補正後予算額　　27億　755万円（補正前：25億9,789万3千円）　

財政課 （金額：千円）
所　属 補正額

歳出 下水道債繰上償還 109,657

長期債償還元金 92,333

長期債償還補償金 17,324

歳入 109,657

繰越明許費 （金額：千円）
所　属 明許金額

下水道課 公共下水道管渠整備事業

（１）松美台２３８号線工事及び水道管移設補償 52,000

（２）生駒台２７６号線工事及び水道管移設補償 49,000

（３）新旭ヶ丘１９３号線工事 40,000

（４）中菜畑７号線工事及び水道管移設補償 32,000

（５）東菜畑２２号線工事及び水道管移設補償 54,000

（６）有里町１４５号線工事及び水道管移設補償 53,000

280,000

自動車駐車場事業特別会計（第１回）　
債務負担行為（歳出）（変更） （金額：千円）

所属

生活安全課 生駒駅南・生駒駅北地下自動車駐車場指定管理業務

　平成28年度から生駒駅南自動車駐車場の一般会計化に伴う債務負担

【補正前】
事項：生駒駅南・生駒駅北地下自動車駐車場指定管理業務
期間：平成27年度から平成32年度まで
限度額：269,092千円

【補正後】
 事項：生駒駅北地下自動車駐車場指定管理業務

期間：平成27年度から平成32年度まで
限度額：178,015千円

項　　目

項　　目

国民健康保険財政調整基金繰入金

項　　目

一般会計繰入金

繰上償還　流域下水道事業債

項　　目

平成26年度の国庫支出金等の精算に伴う返還
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記者会見資料 参考資料２

行政組織の改編について（H28.4.1～）

改正内容・理由等

市長公室 市長公室

秘書広報広聴課 秘書課 秘書広報広聴課を分離

政策企画推進課
政策推進体制の強化のため企画財政部から所属を変更し、
課の名称を政策企画推進課へ変更

広報広聴課 秘書広報広聴課を分離

人事課 人事課

市民活動推進課 地域活力創生部へ

市民活動推進センター

企画財政部 総務部 企画政策課を市長公室へ移管することに伴う、部名の変更

総務課 総務課

選挙管理委員会事務局

危機管理課
生駒市の安全・安心体制を一元化するため危機管理課と生
活安全課を統合

消費生活センター

契約検査課 契約検査課

企画政策課 市長公室へ

情報政策課 情報政策課

財政課 財政課

環境経済部 地域活力創生部
市の10年後、20年後も見据えて、活力あるまちづくりを推進
していくため、新たな部を創設

環境事業課
環境モデル都市推進課の保全係の業務等を整理統合し、
課の名称を環境保全課とし、市民部へ

清掃リレーセンター

市民活動推進課 市長公室から所属の変更

市民活動推進センター

環境モデル都市推進課 環境モデル都市推進課
保全係の業務等を環境保全課へ移管し、環境経済部から
所属の変更

経済振興課 経済振興課 環境経済部から所属を変更し、営業課と業務を再編

高山竹林園 高山竹林園

農業委員会事務局 農業委員会事務局

市域外へ生駒を売り込む体制整備のため課を新設

市民部 市民部

市民課 市民課

課税課 課税課

収税課 収税課

人権施策課 人権施策課

人権文化センター 人権文化センター

男女共同参画プラザ 男女共同参画プラザ

生活安全課 総務部へ

消費生活センター

環境保全課
環境モデル都市推進課の保全係の業務等を環境事業課に
整理統合し、課の名称を環境保全課とし、環境経済部から
所属の変更

清掃リレーセンター

福祉部 福祉健康部
地域包括ケアシステムの構築を視野に入れた、福祉部門の
体制整備のため福祉部とこども健康部を統合

高齢施策課 地域包括ケア推進課 地域包括ケア推進体制の強化のため

障がい福祉課 障がい福祉課

保護課 保護課

介護保険課 介護保険課

こども健康部

こども課 教育振興部へ

保育園

幼稚園

子育て支援総合センター 教育振興部へ

こどもサポートセンター

健康課 健康課

病院事業推進課 病院事業推進課

国保医療課 国保医療課

営業課

改正案

組織

※現段階での改正案で、課名等を変更する場合があります。

現行

選挙管理委員会事務局

防災安全課
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改正内容・理由等

改正案

組織
現行

建設部 建設部

管理課 管理課

事業計画課 事業計画課

土木課 土木課

営繕課 営繕課

都市整備部 都市整備部

都市計画課 都市計画課

建築課 建築課

みどり景観課 みどり公園課
事務の効率化を図るため、公園管理課とみどり景観課を統
合

花のまちづくりセンター 花のまちづくりセンター

公園管理課

会計課 会計課

市議会　　　　　　　事務局 市議会　　　　　    事務局

監査委員　 　事務局 監査委員　 　事務局

上下水道部 上下水道部

総務課 総務課

工務課 工務課

浄水場 浄水場

下水道課 下水道課

竜田川浄化センター 竜田川浄化センター

教育総務部 教育振興部
教育委員会制度の充実と、就学前から義務教育までの全般
の教育の推進のため、部名を変更

教育総務課 教育総務課

教育指導課 教育指導課

学校給食センター 学校給食センター

こども保育課
こども健康部から所属を変更し、課の名称をこども保育課へ
変更

保育園

幼稚園

子育て支援総合センター こども健康部から所属の変更

こどもサポートセンター

生涯学習部 生涯学習部

生涯学習課 生涯学習課

図書館 図書館

図書館南分館 図書館南分館

図書館北分館 図書館北分館

生駒駅前図書室 生駒駅前図書室

スポーツ振興課 スポーツ振興課

消防本部 消防本部

総務課 総務課

予防課 予防課

警防課 警防課

本署 本署

南分署 南分署

北分署 北分署
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