
□一般会計 総額

（単位：千円）

1 1,200,000

2 102,640

3 △ 1,168,079

4 △ 113,486

5 △ 1,700,000

6 695,824

7 △ 538,252

8 1,161,500

（単位：千円）

1 1,109,580

2 142,779

3 629,166

社会保障・税番号制度補助金　　 　△222,248
津久井クリーンセンター
し尿処理施設建設事業交付金　　　　△63,390
当麻宿地区土地区画整理事業補助金　△70,600
都市計画道路等整備事業補助金　　  △79,053
市営住宅整備事業補助金　　　　　 △196,869
トイレ整備事業交付金
(小学校及び中学校分)　　　　　　　△85,483
小学校屋内運動場改修事業交付金　　△69,088
中学校屋内運動場改修事業交付金　　△52,618
空調設備整備事業交付金　 　　　　△130,322

こどもセンター活動事業費補助金　　　49,600
社会基盤整備臨時交付金　　　　　 △116,668
統計調査委託金　　　　　　　　　  △54,000

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　

258,036,000

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　96,367
施設等所在市町村調整交付金　 　　　　6,273

繰越金 前年度剰余金　 　　　　　　　　　　695,824

主　な　内　容

県支出金

地方消費税交付金 地方消費税交付金　　　　　　　 　1,200,000

繰入金 財政調整基金繰入金　　　　　　 △1,700,000

平成２７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

△ 454,000 257,582,000 △ 780,425

補正額

　土地開発公社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、継続費、繰越明許費、債務負担行為の補正等を行うもの

補正前

326,425

△４５４，０００千円

　土地取得基金で取得した用地の一部を買戻し
するもの

企業立地特別融資預託金元金収入 　△502,455

一般単独事業債　　　　　　　　　　 903,800
緊急防災・減災事業債 　　　　　　　464,300
合併特例債　　　　　　　　　　　　 273,500
地方道路等整備事業債 　　　　　　　155,200
公営住宅建設事業債　　　　　　　　 115,100
学校教育施設等整備事業債 　　　　△370,000
合併推進債　　　　　　　　　　　 △303,400

　土地開発公社が取得した用地の一部を買戻し
するもの

　土地開発公社が取得した用地の一部が売却さ
れたことによる帳簿差損分を補助するもの

相模原麻溝公園用地購入事業
(公園課)

相模原市土地開発公社補助金
(土地利用調整課)

ふれあい広場用地購入事業
(市民協働推進課)
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4 420,000

5 △ 349,056

6 △ 292,000

7 △ 581,840

8 △ 133,096

9 △ 102,118

1 総　額

期　間

内　容

2 総　額

期　間

内　容

3 総　額

期　間

内　容

1

(障害政策課) 繰越額 108,530
2

(保育課) 繰越額 338,426
3

(中央土木事務所) 繰越額 4,500
4

繰越額 366,215

5

(土木政策課) 繰越額 625,427
6

(中央土木事務所) 繰越額 14,256
7

(交通政策課) 繰越額 16,780
8

(当麻地区拠点整備事務所) 繰越額 17,851
9

(道路整備課) 繰越額 218,899
10

(公園課) 繰越額 55,180

1,128,092千円　→　　998,709千円

事業費の減額、年割額、財源内訳の変更

　国との協議に日時を要したため、年度内の完
了が困難となったもの

市営南台団地整備事業

都市計画道路等整備事業(県道５２号(相模原町田)
道路改良事業ほか２)

事業費の減額、年割額、財源内訳の変更

＊繰越明許費の設定(１８件)
【関係機関との協議を原因とするもの　１２件】　(単位：千円)

　東日本旅客鉄道株式会社との協議に日時を要
したため、年度内の完了が困難となったもの

　国、関係機関等との協議に日時を要したた
め、年度内の完了が困難となったもの

道路改良事業(県道６３号(相模原大磯)道路改良事
業(高田橋際交差点)ほか５)

障害福祉施設等施設整備事業

＊継続費の補正

事業費の減額、年割額の変更

2,550,521千円　→　2,482,852千円

　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

精算返還金及び市税外過誤納還付
金(財務課)

行政事務情報化経費(情報政策課)

津久井クリーンセンターし尿処理
施設建設事業(継続費)
(清掃施設課)

企業誘致等推進事業(産業政策課)

当麻宿地区土地区画整理事業
(当麻地区拠点整備事務所)

道路維持管理計画策定事業
(土木政策課)

　執行残額について整理するもの

平成27年度から平成29年度まで

2,177,000千円　→　1,885,000千円

平成24年度から平成27年度まで

葉山島水路機能回復事業

【事業の進捗に伴う総事業費等の変更】　（単位：千円）

　東日本旅客鉄道株式会社との協議に日時を要
したため、年度内の完了が困難となったもの

　交通管理者等、関係機関との協議に日時を要
したため、年度内の完了が困難となったもの

新しい交通システム推進事業

道路維持管理経費(路面復旧負担金)

教育・保育施設等助成費(施設整備費補助金) 　工法の変更及び関係機関との協議に日時を要
したため、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

相模総合補給廠共同使用区域整備事業 　米陸軍との協議に日時を要したため、年度内
の完了が困難となったもの

　国が行う圏央道関連の残工事が日時を要した
ため、年度内の完了が困難となったもの

国直轄事業負担金

(道路整備課、緑土木事務
所、津久井土木事務所、南
土木事務所)

平成26年度から平成27年度まで

組合施行土地区画整理事業(当麻宿地区土地区画整
理事業)

　当麻宿地区土地区画整理組合との協議に日時
を要したため、年度内の完了が困難となったも
の

　神奈川県、漁業協同組合、中日本高速道路株
式会社等との協議に日時を要したため、年度内
の完了が困難となったもの

津久井クリーンセンターし尿処理
施設建設事業(継続費)

(清掃施設課)

(緑土木事務所)

(住宅課)
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11

(公園課) 繰越額 117,899
12

(生涯学習課) 繰越額 9,160

13

(公園課) 繰越額 90,187
14

(警防課) 繰越額 33,729
15

(学校施設課) 繰越額 25,219

16

繰越額 238,809

17

(学校保健課) 繰越額 18,332

18

(学校施設課) 繰越額 258,000

1
限度額　1,109,919千円→1,132,171千円

期　間　平成25年度から平成30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 △ 650,000

2 △ 531,000

1 △ 1,000,000

2 476,000

街区公園等整備事業 　圏央道城山トンネル上部の公園整備につい
て、国が行う造成工事の遅れから年度内の完了
が困難となったもの

小学校校舎等整備事業(給食室整備事業ほか１) 　宮上小学校の給食室整備において、当初想定
していなかった地盤改良の必要が生じたため、
年度内の完了が困難となったもの
　トイレ改造工事において、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

防災対策事業(中学校屋内運動場改修事業(防災・
減災プログラム)ほか１)

　屋内運動場改修工事、武道場天井材等落下防
止対策工事において、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
　内郷中学校屋内運動場天井落下防止対策工事
において、国庫補助金の追加交付に伴い、事業
を前倒しして実施するもの

中学校校舎等整備事業(トイレ整備事業ほか１) 　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

(学校保健課、学校施設課)

国庫支出金

　平成２８年４月１日からの市営南台団地１号
棟及び２号棟(計１６３戸)の供用開始に伴い、
限度額を増額するもの

市営住宅指定管理経費

　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

【変更】

相模原麻溝公園整備事業

消防水利整備費(防災・減災プログラム)

公民館用地購入事業 　麻溝まちづくりセンター・公民館用地購入事
業において、国、神奈川県等との協議に日時を
要したため、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に日時を要し、
年度内の完了が困難となったもの

学校給食施設・設備整備事業 　宮上小学校の給食室整備が年度内に完了しな
い見込みとなったことに伴い、その後の初度調
弁の完了が困難となったもの

（単位：千円）

＊債務負担行為の補正

一般被保険者療養給付費
　被保険者数の減少等に伴い、一般被保険者療
養給付費を減額するもの

＊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　　　　　△650,000

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

＊歳出予算の主なもの

△１，１５９，０００千円

一般被保険者療養給付費等負担金　△416,000

【入札不調を原因とするもの　３件】

【関連工事の遅れを原因とするもの　１件】

【設計変更及び入札不調を原因とするもの　１件】

【入札不調及び国庫補助金の追加交付を原因とするもの　１件】
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□介護保険事業特別会計

総額

1 △ 8,877

2 △ 8,503

□麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計

総額

（単位：千円）

1 △ 89,551

2 △ 64,100

1 △ 162,000

1

限度額　7,990,000千円→　7,560,000千円

期　間　平成27年度から平成34年度まで

□簡易水道事業特別会計

総額

（単位：千円）

1 △ 35,564

2 △ 71,200

1 △ 85,000

□公共用地先行取得事業特別会計

（単位：千円）
1

繰越額 367,402

1 246,497

1 17,443

2 249,866

市債 公共事業等債　　　　　　　　　　 △64,100

賦課徴収事務費

＊歳出予算の主なもの

介護認定審査会経費

（単位：千円）

△３０，０００千円

土地区画整理事業 　麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事
業について、民間事業者包括委託契約の落札額
に合わせて限度額を減額するもの

△８５，０００千円

△１６２，０００千円

＊歳入予算の主なもの 主　な　内　容

国庫支出金 土地区画整理事業費補助金　　　 　△89,551

公共下水道資本的収支

　国の防災・安全交付金の交付に伴う相南地区
雨水幹線整備工事、大野台地区第３８５雨水管
整備工事等をするもの

＊支出予算

公共下水道事業費用

＊収入予算 （単位：千円）

藤野簡易水道整備費
　国庫補助金の交付決定額に合わせ予算額を減
額するもの

□下水道事業会計
主　な　内　容

＊繰越明許費の補正

道路用地取得事業費
(都市計画道路宮上横山線ほか６)

　契約済の土地における支障物件の除却につい
て年度内の完了が困難となったもの

　執行残額について整理するもの

市設置高度処理型浄化槽事業費用

＊歳入予算の主なもの 主　な　内　容

国庫支出金 藤野簡易水道事業国庫補助金　　　 △35,564

市債 簡易水道事業債　　　　　　　　　 △71,200

＊歳出予算 （単位：千円）

＊歳出予算 （単位：千円）

土地区画整理事業費
　国庫補助金の交付決定額に合わせ予算額を減
額するもの

＊債務負担行為の補正

【変更】

4 


