
□一般会計 総額

（単位：千円）

1 27,357

2 44,439

3 △ 912,687

4 △ 380,872

5 △ 231,868

6 205,100

（単位：千円）

1 100,000

2 622,906

3 410,530

4 530,000

5 △ 292,590

6 △ 346,000

7 △ 490,086

8 △ 148,047

9 △ 297,392

社会保障・税番号制度補助金　　 　△201,063
都市計画道路等整備事業補助金　 　△904,228
小規模保育運営支援事業補助金　　　　41,425
認可化移行総合支援事業補助金　　　　54,439
保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 112,927

保育士等処遇改善臨時特例事業補助金
                                 △154,900
認可外保育施設運営支援事業補助金  △62,700
小規模保育運営支援事業補助金　 　 △75,390

補正後
一般財源

（単位：千円）

＊歳入予算の主なもの

＊歳出予算の主なもの

国庫支出金

市債

諸収入　

260,535,000

国有提供施設等所在市町村助成交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金　23,464
施設等所在市町村調整交付金　 　　　　3,893

使用料及び手数料 峰山霊園墓所使用料　 　　　　　　　 30,007

主　な　内　容

県支出金

平成２６年度３月補正予算(Ｎｏ．２)の概要

補正額の財源内訳

特定財源

△ 1,262,000 259,273,000 △ 1,328,796

補正額

　土地開発公社等からの用地買戻し等について補正予算を計上するとともに、執
行残額の整理や繰越明許費補正の追加などを行うもの

補正前

66,796

△１，２６２，０００千円

　執行残額について整理するもの

　土地開発公社が取得した用地の一部を買戻し
するもの

中小企業景気対策特別融資預託金元金収入
                               　△212,300
企業立地特別融資預託金元金収入 　△139,553

合併特例債　 　　　　　　　　　　　382,100
一般補助施設整備等事業債 　　　　　297,200
一般単独事業債　　　　　 　　　　△185,800

　保育所運営費の単価改定等に伴い、事業費及
び財源の整理をするもの

　過年度に受け入れた国庫支出金の返還金等が
当初の見込みを上回ることから増額するもの

　道路用地の取得及び事業の確定に伴う事業費
及び財源の整理をするもの

保育所入所児童保育委託

都市計画道路整備事業(箇所指定)

史跡勝坂遺跡公園用地購入事業

精算返還金及び市税外過誤納還付金

行政事務情報化経費

旧南清掃工場解体事業(継続費)

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設
建設事業(継続費)

企業誘致等推進事業

津久井広域道路インターチェンジ接続
事業(継続費)
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1 総　額

期　間

内　容

2 総　額

期　間

内　容

3 総　額

期　間

内　容

4 総　額

期　間

内　容

（単位：千円）
1

繰越額 4,067

2

繰越額 7,037
3

繰越額 2,700
4

繰越額 402,394

5

繰越額 352,936

6

繰越額 60,870

7

繰越額 1,081,714
8

繰越額 30,716
9

繰越額 10,252
10

繰越額 76,210
11

繰越額 11,000

事業費の減額、年割額の変更

事業費の減額、年割額、財源内訳の変更

津久井広域道路インターチェンジ接続
事業

　地権者との用地取得契約後の物件除却につい
て、年度内の完了が困難となったもの

道路改良事業
(国道４１３号道路改良事業ほか４)

＊繰越明許費の補正

3,888,338千円　→　3,590,946千円

平成22年度から平成26年度まで

　民間保育所整備に係る調整に日時を要し、年
度内の完了が困難となったもの及び補正予算で
追加した事業を繰り越すもの

平成24年度から平成26年度まで

一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設
建設事業

　神奈川県の土砂災害警戒区域等の指定に基づ
き、本市がハザードマップを作成するに際し、
県の区域指定事務の遅れから年度内の完了が困
難となったもの

保育所助成費(施設整備費補助金)

防災対策普及啓発推進事業
(防災・減災プログラム)

1,226,000千円　→　　735,914千円

事業費の減額、年割額の変更

　設計の委託について仕様の確定に日時を要
し、年度内の完了が困難となったもの

消防水利整備費(防災・減災プログラム) 　入札不調に伴う仕様の見直しに日時を要し、
年度内の完了が困難となったもの

　入札不調に伴う仕様の見直しや作業ヤードに
関わる地権者等との協議に日時を要し、年度内
の完了が困難となったもの

　地権者との用地取得契約後の物件除却につい
て、年度内の完了が困難となったもの

都市計画道路等整備事業
(県道５１号(町田厚木)道路改良事業ほか６)

災害対策本部機能強化事業
(防災・減災プログラム)

防災資機材等整備費(防災・減災プログラム) 　入札不調に伴う仕様の見直しに日時を要し、
年度内の完了が困難となったもの

橋りょう長寿命化事業

　地権者との協議に日時を要し、年度内の完了
が困難となったもの

公民館整備事業(公民館改修事業) 　麻溝まちづくりセンター・公民館の移転用地
の選定に日時を要し、基本設計業務委託の年度
内の完了が困難となったもの

消防庁舎用地購入事業
(津久井消防署用地購入事業)

1,092,177千円　→　1,073,308千円

平成25年度から平成26年度まで

旧南清掃工場解体事業

【事業の進捗に伴う総事業費等の変更】

＊継続費の補正

市民会館改修事業

事業費の減額、年割額、財源内訳の変更

1,390,000千円　→　1,044,000千円

平成24年度から平成26年度まで

街区公園等整備事業 　城山トンネル上部の公園整備について、国に
よる造成工事の遅れから年度内の完了が困難と
なったもの
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1

限度額　543,665千円→550,195千円

期　間　平成23年度から平成28年度まで

2

限度額　4,400,000千円→4,147,200千円

期　間　平成26年度から平成38年度まで

□国民健康保険事業特別会計（事業勘定）

総額

（単位：千円）

1 △1,000,000

2 △820,000

1 △1,800,000

2 452,000

□介護保険事業特別会計

総額

1 △ 10,280

2 △ 10,299

□公共用地先行取得事業特別会計

（単位：千円）
1

繰越額 454,700

一般被保険者療養給付費等負担金　△820,000療養給付費等負担金

　相模原麻溝公園競技場の外周ジョギングコー
ス(クロスカントリーコース)の供用開始に伴う
指定管理経費の追加をするもの

相模原麻溝公園競技場、相模原麻溝公園スポーツ
広場指定管理経費

【変更】

基幹システム最適化事業(平成２６年度設定分)
　入札執行により債務負担行為額が確定したこ
とに伴い、限度額を減額するもの

＊繰越明許費の補正

介護認定審査会経費

（単位：千円）

＊歳出予算の主なもの

＊債務負担行為の補正

一般被保険者療養給付費 　執行残額について整理するもの

道路用地取得事業費
（都市計画道路相原宮下線（第２工区）ほか３）

＊歳入予算の主なもの 主　な　内　容

一般被保険者国民健康保険税 医療給付費分現年課税分　　　　△1,000,000

国庫支出金返納金
　国庫支出金の精算に伴う返還金を増額するも
の

要介護認定事務費
　執行残額について整理するもの

＊歳出予算の主なもの

　地権者との用地取得契約後の物件除却につい
て、年度内の完了が困難となったもの

（単位：千円）

△１，８４５，０００千円

△４９，０００千円
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