
平成27年度９月補正予算の概要 

 

１ 歳出 

（総務費） 

地方財政法の規定に基づき、平成26年度決算剰余金の1/2を財政調整基金に繰り出す。 

（広域観光・文化・スポーツ振興費） 

・ 広域文化・観光振興費の国庫補助金充当に併せて事業費を増額する。 

・ 規約改正に伴い「広域スポーツの振興」を分野事務として位置づけることから、広域ス

ポーツ振興ビジョンの策定に要する事業費を新たに計上する。 
款 項 目 補 正 額 備    考 

総務費 総務管理費 財政調整基金費 22,971 財政調整基金への繰り出し（繰
越金の1/2） 

総務費計 22,971  
広域観光・文
化・スポーツ
振興費 

広域観光・文
化振興費 

文化推進費 2,908 
 
国庫補助採択に伴う増 
 

広域観光・文
化・スポーツ
振興費 

広域スポー
ツ振興費 

スポーツ推進費 548  

広域文化・観光・スポーツ振興費計 3,456  
合  計 26,427  

 

２ 歳入 

（分担金及び負担金） 

・ 平成26年度決算剰余金のうち資格試験に係るものを除く額について構成団体の負担金を

減額する。 

・ 広域観光・文化事業の国庫補助採択に伴い、構成団体の負担金を減額する。 

・ 広域スポーツ振興に要する経費の新規計上に伴い、構成団体の負担金を増額する。 

（国庫補助金） 

広域観光・文化事業の国庫補助採択に伴い、国庫補助金を増額する。 

（繰越金） 

平成26年度決算剰余金の全額を繰越金として歳入する。 

（繰入金） 

財政調整基金に繰り出した額のうち、資格試験分を除く額を繰り入れる。 
 款 項 目 補 正 額 備    考 

分担金及び
負担金 

分担金及び
負担金 

負担金 △26,661 決算剰余金    △26,061 
文化事業関係   △ 1,148 
スポーツ事業関係    548 

国庫補助金 国庫補助金 国庫補助金 4,056  
繰越金 繰越金 繰越金 45,943 ※うち22,971千円は財政調整

基金へ繰り出し 
繰入金 基金繰入金 財政調整基金繰

入金 
3,089 財政調整基金からの繰入れ 

計 26,427  
 
 
 
 
 
 



３．要補正額 

（１）歳出(繰出金除く) 

 ①文化推進費分 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 計 

負 担 金 85 114 258 182 75 65 71 88 64 73 73 1,148 

 ②スポーツ推進費分 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 計 

負 担 金 △40 △55 △124 △86 △36 △31 △34 △42 △30 △35 △35 △548 

 ③歳出額 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 計 

①+② 45 59 134 96 39 34 37 46 34 38 38 600 

 

 

（２）歳入(国庫補助金、繰入金除く) 

 ①26年度ドクヘリ負担金精算分 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 計 

要精算額 516 △8,247 6,808 5,989  1,374 167     6,607 

 ②26年度ドクヘリ分を除く精算分 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 計 

要精算額 1,452 2,122 4,975 3,418 1,278 696 1,138 1,379 917 1,051 1,028 19,454 

 ③歳入額 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 計 

①+② 1,968 △6,125 11,783 9,407 1,278 2,070 1,305 1,379 917 1,051 1,028 26,061 

 

（３）9月補正後負担額 

 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 和歌山県 鳥取県 徳島県 大阪市 堺市 京都市 神戸市 合計 

当初 155,702  133,435  154,340  262,717  41,283  29,037  143,763  43,113  36,413  39,683  38,930  1,078,416  

9月補正 2,013 △ 6,066 11,917 9,503 1,317 2,104 1,342 1,425 951 1,089 1,066 26,661 

9月補正後 153,689 139,501 142,423 253,214 39,966 26,933 142,421 41,688 35,463 38,594 37,864 1,051,756 

 

 


