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＊歳出予算の主なもの 主　な　内　容

障害者支援センター松が丘園施設
管理運営費
(繰越明許費設定)
(障害政策課)

　障害者支援センター松が丘園の空調設備に不具合が
生じているため、空調設備を更新するもの

4

繰越金 前年度剰余金

社会福祉施設整備事業債

学校教育施設等整備事業債

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債

緊急防災・減災事業債
市債 △174,300

障害児施設措置費・給付費
(障害福祉サービス課)

　障害児通所給付費について、児童発達支援及び放課
後等デイサービスのサービス利用量が当初見込みを上
回ることから増額補正するもの

施設型給付費
(保育課)

戸籍住民事務運営費
(区政支援課)

　マイナンバーカードの普及促進のため、令和２年度
に行う「マイナポイント」を活用した消費活性化策の
実施に当たり、ポイント利用に必要なマイキーＩＤ登
録を各区役所等において実施するもの。また、マイナ
ンバーカードの申請・受取方法として申請時来庁方式
を導入するために必要な機器を調達するもの

　認定こども園等に対し、国基準(公定価格)に基づき
支給する給付費が、国の制度変更による加算項目の新
設や既存の処遇改善加算が増加したことから増額補正
するもの

令和元年度１２月補正予算(No.２)の概要

　マイナンバーカードの普及促進に要する経費等を計上するとともに、令和２
年度に実施予定であった道路工事及び公園施設の更新について、債務負担行為
を設定し、事業の早期着工及び発注の平準化を図るもの

１，０１７，０００千円

補正前 補正額 補正後
補正額の財源内訳

特定財源

(以下単位は全て千円)

一般財源

2

1

児童保護措置費負担金

難病医療費等負担金

個人番号カード交付事務費補助金

ＨＡＣＣＰ導入支援事業委託金

県支出金 118,617
施設型給付費等負担金

障害児通所給付費負担金

308,023,000 1,017,000 309,040,000 571,449

施設型給付費等負担金

445,551

＊歳入予算

国庫支出金 627,132
母子保健情報連携システム改修補助金

個人番号カード利用環境整備費補助金

トイレ整備事業交付金

防災機能強化事業交付金

主　な　内　容

1 
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8 81,552

9 △91,038

1

(路政課) 繰越額 39,000

2

(学校施設課) 繰越額 33,200

＊債務負担行為の設定

【追加】
1

2

3

□自動車駐車場事業特別会計

＊債務負担行為の設定

1
(都市整備課)

　大野小学校Ａ棟校舎床工事において、入札不調によ
り工事を年度内に完成させることが困難となったもの

限度額　1,201,968千円(総額)

期　間　令和元年度から令和４年度まで

　相模原市道路施設長寿命化修繕計画に基づき管理す
る道路のうち、令和２年度に実施予定であった箇所に
ついて、工事発注の平準化のため、令和元年度に前倒
しして実施するもの

　相模原市公園施設長寿命化計画に基づき、令和２年
度に実施予定であった公園施設の更新について、工事
発注の平準化のため、令和元年度に前倒しして実施す
るもの

公園施設長寿命化実施事業

限度額　25,672千円(総額)

期　間　令和元年度から令和２年度まで
　　　　5箇所

自動車駐車場指定管理経費
　令和元年度で指定期間が終了する指定管理施設６施
設(市営自動車駐車場)について、令和２年度以降の指
定管理経費の債務負担行為を設定するもの限度額　1,078,394千円(総額)

期　間　令和元年度から令和４年度まで

期　間　令和元年度から令和２年度まで
　　　　18箇所

　保健システムにおける乳幼児健康診査等の情報につ
いて、マイナンバー制度による市町村間での情報連携
を開始するため、提供データの作成及び照会情報の取
込処理に必要なシステム改修を行うもの

(緑土木事務所、津久井土木事務所、
　中央土木事務所、南土木事務所)

(公園課)

(都市整備課)

小学校校舎等整備事業
(その他整備事業)

中学校校舎等整備事業
(トイレ整備事業ほか１)
(繰越明許費設定)
(学校施設課)

　国庫補助の内示を受けて、中学校における学校トイ
レの快適性向上や学校環境の向上を図るために、トイ
レ整備工事及び受水槽改修工事を実施するもの

＊繰越明許費の設定

自転車駐車場指定管理経費

難病患者医療費給付事業
(疾病対策課)

　難病の患者に対する医療費等に関する法律に基づく
特定医療費の支給に要する経費について、支給認定対
象者の増加等により増額補正するもの

母子保健事業
(繰越明許費設定)
(こども家庭課)

　令和元年度で指定期間が終了する指定管理施設１４
施設(市営有料自転車駐車場)について、令和２年度以
降の指定管理経費の債務負担行為を設定するもの

食の安全・安心確保対策事業
(生活衛生課)

　食品衛生法が改正され、令和２年６月からＨＡＣＣ
Ｐ(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されることに
伴い、国のＨＡＣＣＰ導入支援事業委託金を活用し
て、食品等事業者に対し制度の周知を行うもの

道路維持管理計画事業
(国道413号道路災害防除事業)

　既設法面の老朽化が著しく、落石防護網工に加え、
モルタル増厚工を施工する必要が生じたため、年度内
の完了が困難となったもの

道路維持管理計画事業

限度額　303,501千円(総額)

小学校校舎等整備事業
(トイレ整備事業ほか１)
(繰越明許費設定)
(学校施設課)

　国庫補助の内示を受けて、小学校における学校トイ
レの快適性向上や学校環境の向上を図るために、トイ
レ整備工事及び受水槽改修工事を実施するもの

補正後予算額

552,714

繰越明許費設定額

518,852

補正後予算額

198,906

繰越明許費設定額

148,662

2 
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【歳出予算の主なもの】 

１ 戸籍住民事務運営費(13,800千円) 担当 区政支援課 

 マイナンバーカードの普及促進のため、令和２年度に行う「マイナポイント」を活用した

消費活性化策の実施に当たり、ポイント利用に必要なマイキーＩＤ登録を各区役所等におい

て実施するもの。また、マイナンバーカードの申請・受取方法として申請時来庁方式を導入

するために必要な機器を調達するもの 

(１)マイキーＩＤ設定支援委託        13,300千円 

(２)申請受付用機器(プリンタ・WEBカメラ)   500千円 

○特定財源 個人番号カード交付事務費補助金・個人番号カード利用環境整備費補助金 

      補助率１０／１０ 

 

２ 障害者支援センター松が丘園施設管理運営費(70,695千円)※繰越明許費設定 

担当 障害政策課 

 障害者支援センター松が丘園の空調設備に不具合が生じているため、空調設備を更新する

もの 

(１)工事内容  冷温水発生機更新     １台 

        ファンコイルユニット更新 ５２台 

(２)工期    ７か月 

○特定財源  社会福祉施設整備事業債 

 

３ 障害児施設措置費・給付費(255,303千円)  担当 障害福祉サービス課 

 障害児通所給付費について、児童発達支援及び放課後等デイサービスのサービス利用量が

当初見込みを上回ることから増額補正するもの 

○特定財源 児童保護措置費負担金  負担率１／２ 

      障害児通所給付費負担金 負担率１／４ 

 

４ 施設型給付費(238,895千円) 担当 保育課 

 認定こども園等に対し、国基準(公定価格)に基づき支給する給付費が、国の制度変更によ

る加算項目の新設や既存の処遇改善加算が増加したことから増額補正するもの  

○特定財源 施設型給付費等負担金(国庫) 負担率１／２ 

      施設型給付費等負担金(県費) 負担率１／４ 

 

５ 母子保健事業(3,108千円)※繰越明許費設定 担当 こども家庭課 

保健システムにおける乳幼児健康診査等の情報について、マイナンバー制度による市町村

間での情報連携を開始するため、提供データの作成及び照会情報の取込処理に必要なシステ

ム改修を行うもの 

○特定財源 母子保健情報連携システム改修補助金 補助率２／３ 
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６ 難病患者医療費給付事業(254,000千円) 担当 疾病対策課 

 難病の患者に対する医療費等に関する法律に基づく特定医療費の支給に要する経費につい

て、支給認定対象者の増加等により増額補正するもの  

○特定財源 難病医療費等負担金 負担率１／２ 

 

７ 食の安全・安心確保対策事業(1,888千円) 担当 生活衛生課 

 食品衛生法が改正され、令和２年６月からＨＡＣＣＰ(ハサップ)に沿った衛生管理が制度

化されることに伴い、国のＨＡＣＣＰ導入支援事業委託金を活用して、食品等事業者に対し

制度の周知を行うもの 

○特定財源 ＨＡＣＣＰ導入支援事業委託金 

 

８ 小学校校舎等整備事業(81,552千円)※繰越明許費設定 担当 学校施設課 

 国庫補助の内示を受けて、小学校における学校トイレの快適性向上や学校環境の向上を図

るために、トイレ整備工事及び受水槽改修工事を実施するもの 

 ※補正後予算額 552,714千円 

(１)対象小学校 

 ア トイレ整備(７校) 

   大野、東林、相武台、桜台、大野北、淵野辺、横山 

 イ 受水槽(９校) 

   若草、双葉、大野台、緑台、田名、広陵、内郷、桂北、千木良 

 

９ 中学校校舎等整備事業(△91,038千円)※繰越明許費設定 担当 学校施設課 

国庫補助の内示を受けて、中学校における学校トイレの快適性向上や学校環境の向上を図

るために、トイレ整備工事及び受水槽改修工事を実施するもの 

 ※補正後予算額 198,906千円 

(１)対象中学校 

ア トイレ整備(２校) 

  清新、上溝 

イ 受水槽(３校) 

  清新、緑が丘、大野南 

 

 

 

 


