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平成２６年度６月補正予算の概要 
 

１１１１    予算規模等予算規模等予算規模等予算規模等    

 今回の補正予算は、駅周辺整備事業の公共事業をはじめ、マイントピア別子改修事業の単独事業のほか、

基幹業務システム管理費等の施策費及び経常経費について予算措置しています。 

この結果、一般会計で、補正額１億６９１万７千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４７０億１，８７８万６千円となり、対前年度同期比は、１億３，１０６万１千円、０．３％の増となっ

ています。 

 

 

２２２２    一般会計補正予算の一般会計補正予算の一般会計補正予算の一般会計補正予算の主な主な主な主な事業事業事業事業    

（１）公共事業（１）公共事業（１）公共事業（１）公共事業    

駅周辺整備駅周辺整備駅周辺整備駅周辺整備事業（事業（事業（事業（建設建設建設建設部部部部    都市計画都市計画都市計画都市計画課）課）課）課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

自転車のまちづくりの推進を図るため、中萩駅・多喜浜駅に駐輪場を新設し、自転車利用環境

の改善を図るとともに、自転車利用者の利便性・快適性の向上を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  工事費等の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

 ４２２，８８５     １５，７６７１５，７６７１５，７６７１５，７６７    ４３８，６５２ 

財源内訳 

国 

市債 

その他 

一財 

４５，３４０ 

２６１，６００ 

１９，１８８ 

９６，７５７ 

００００    

００００    

００００    

１５，７６７１５，７６７１５，７６７１５，７６７    

 ４５，３４０ 

２６１，６００ 

１９，１８８ 

１１２，５２４ 

中萩駅及び多喜浜駅の自転車駐輪場を整備するための工事請負費等 

    

・中萩駅前駐輪場   収容台数           ６０台 

           開放式・軽量鉄骨造平屋建  約７０㎡ 

           敷地面積          １４０㎡ 

・多喜浜駅前駐輪場  収容台数           ６０台 

           開放式・軽量鉄骨造平屋建  約７０㎡ 

           敷地面積          １２０㎡ 

 

 

公共事業費は、１５，７６７千円の追加となっています。 
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（（（（２２２２））））単独単独単独単独事業事業事業事業    

マイントピア別子改修マイントピア別子改修マイントピア別子改修マイントピア別子改修事業（事業（事業（事業（経済経済経済経済部部部部    運輸観光運輸観光運輸観光運輸観光課）課）課）課）    （新規）（新規）（新規）（新規）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

端出場温泉保養センターの再生について、４階部分のうち、温泉施設はリニューアルして継続

し、残りの部分は子ども用施設を設置する。併せて芝生広場への動線の確保と、芝生広場の充実、

空調設備の更新等を行うため、平成２７年度工事に向けて、基本設計及び実施設計を行う。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  委託料の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

 ０     ４５，０００４５，０００４５，０００４５，０００    ４５，０００ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

０ 

１，８０３１，８０３１，８０３１，８０３    

４３，１９７４３，１９７４３，１９７４３，１９７    

 １，８０３ 

４３，１９７ 

マイントピア別子改修事業にかかる基本設計及び実施設計委託料    

（１）委託料   ４５，０００千円  （設計委託料） 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）その他       1,803千円 （(株)マイントピア別子負担金 ※空調設備部分） 

（２）一財          43,197千円  

 

単独事業費は、４５，０００千円の追加となっています。 

 

 

（（（（３３３３）施策事業）施策事業）施策事業）施策事業    

基幹業務システム管理費基幹業務システム管理費基幹業務システム管理費基幹業務システム管理費（（（（企画部企画部企画部企画部    情報政策情報政策情報政策情報政策課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

住民記録業務を中心とした基幹業務の電算システムを運用し、利便性が高く質の高い行政サー

ビスの提供を目的とする。セキュリティが高く安定したシステム稼働を継続し、新たなニーズに

対応する改良を加えながら、住民サービス及び業務処理に支障を生じない運用管理を行う。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  委託料の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１６９，９５４     ３２，２９２３２，２９２３２，２９２３２，２９２    ２０２，２４６ 

財源内訳 

国 

その他 

一財 

０ 

５３ 

１６９，９０１ 

２１，７００２１，７００２１，７００２１，７００    

００００    

１０，５９２１０，５９２１０，５９２１０，５９２    

 ２１，７００ 

５３ 

１８０，４９３ 

社会保障・税番号制度の導入に向けて、新たに付番される「個人番号」を管理するための、 

基幹業務システム改修費 

（１）委託料    ３２，２９２千円 （住民基本台帳・税務・宛名の各システム改修） 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）国 2/3 ほか    21,700千円 

（２）一財           10,592千円  
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地域コミュニティ再生事業地域コミュニティ再生事業地域コミュニティ再生事業地域コミュニティ再生事業費費費費（（（（市民市民市民市民部部部部    市民活動推進市民活動推進市民活動推進市民活動推進課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

地域課題を解決し校区の再生のために、自治会役員に対する支援も考慮した新しい交付金を創

設するとともに、単位自治会の再生のために、防犯灯の電気代及びＬＥＤ化の推進を全額市の負

担として実施するなど、コミュニティ再生のための支援をおこなう。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加 

                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

 ８１，９５４ ２，５００２，５００２，５００２，５００    ８４，４５４ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

８１，９５４ 

２，５００２，５００２，５００２，５００    

００００    

２，５００ 

８１，９５４ 

 平成２６年度(財)自治総合センターコミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成事業）の採

択が決定したことによる、コミュニティ行事用具整備事業（金栄校区連合自治会）に対する補助

金 

（１）補助金   ２，５００千円 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）その他       2,500千円（自治総合センターコミュニティ助成事業助成金） 

 

 

    デマンドタクシー導入事業デマンドタクシー導入事業デマンドタクシー導入事業デマンドタクシー導入事業費（費（費（費（経済経済経済経済部部部部    運輸観光運輸観光運輸観光運輸観光課）課）課）課）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２０年度に策定した都市交通計画では、バス交通空白地域へ新たな公共交通を随時導入し、

高齢社会に対応し、交通弱者のための市内公共交通体系を確保することを目指すこととしており、

平成２３年１月からデマンドタクシーの試験運行を実施している。平成２６年１０月からは、現

在のエリア（平成２５年１０月拡大後エリア）で本格導入する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  負担金の追加 

                                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

５，０６１     ９，２２６９，２２６９，２２６９，２２６     １４，２８７ 

財源内訳 一財 ５，０６１ ９，２２６９，２２６９，２２６９，２２６    １４，２８７ 

 当初予算は、平成２６年９月までの運行予算であったため、本格導入による平成２６年１０

月から平成２７年３月までの運行費用（負担金）の追加 

（１）負担金   ９，２２６千円  （新居浜市地域公共交通活性化協議会負担金） 
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    公共交通機関利用促進事業公共交通機関利用促進事業公共交通機関利用促進事業公共交通機関利用促進事業費（費（費（費（経済経済経済経済部部部部    運輸観光運輸観光運輸観光運輸観光課）課）課）課）（新規）（新規）（新規）（新規）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                        市民にとって利用しやすい公共交通をつくるためには、市民・市・交通事業者が協働して、公

共交通機関の利用促進策を実施することが重要となる。 

このため、公共交通ガイドブックの作成や、バスの乗り方教室といったモビリティマネジメン

トを実施することにより、公共交通に対する意識を高揚させ、自動車利用から公共交通利用への

転換を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  負担金の追加 

                                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

０     ６９０６９０６９０６９０     ６９０ 

財源内訳 一財 ０ ６９０６９０６９０６９０    ６９０ 

      国の、地域公共交通確保維持改善事業費補助金が採択されたため、併せて市が負担することとな

る、新居浜市地域公共交通活性化協議会への負担金 

    （１）負担金    ６９０千円  （新居浜市地域公共交通活性化協議会負担金） 

 

                    ※※※※新居浜市新居浜市新居浜市新居浜市地域公共交通活性化協議会地域公共交通活性化協議会地域公共交通活性化協議会地域公共交通活性化協議会    総事業費総事業費総事業費総事業費    １，３７９千円１，３７９千円１，３７９千円１，３７９千円    

       1)事業内容 ・公共交通ガイドブック作成、配布 

             ・小学生、老人クラブを対象としたバスの乗り方教室の実施 

             ・バスの乗り方教室対象者へ、割引体験乗車券の配布 

       2)財源内訳  国庫補助金 689千円（地域公共交通確保維持改善事業補助金） 

              市負担金  690千円 

 

 

施策費は、４５，２５０千円の追加となっています。 
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（（（（４４４４）経常経費）経常経費）経常経費）経常経費    

防火対策推進費防火対策推進費防火対策推進費防火対策推進費（（（（消防本部消防本部消防本部消防本部    予防予防予防予防課）課）課）課）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

消防職員が実施する各種防火・防災訓練や講習会等の際、火災予防及び震災対策用のリーフレ

ットや活動資器材等を使用し、市民へ防火・防災意識の高揚を図るとともに、火災予防の普及啓

発に努める。 

２２２２    補正の内補正の内補正の内補正の内容容容容  備品購入費の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１，０５２ ９００９００９００９００    １，９５２ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

１，０５２ 

９００９００９００９００    

００００    

９００ 

１，０５２ 

平成２６年度(財)自治総合センターコミュニティ助成事業（地域防災組織育成助成事業）の採択

が決定したことによる、少年消防クラブの実践的活動資器材整備のための備品購入費 

（１）備品購入費   ９００千円 （津波の発生モデル実験器、地震発生説明器 他一式） 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）その他        900千円 （自治総合センターコミュニティ助成事業助成金） 

 

経常経費は、９００千円の追加となっています。 

    

３３３３    事業を賄う財源（款別歳入）事業を賄う財源（款別歳入）事業を賄う財源（款別歳入）事業を賄う財源（款別歳入）    

                                     （単位：千円） 

款 補正前の額 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

国 庫 支 出 金 ６，５９２，７６６ ２１，７００２１，７００２１，７００２１，７００    ６，６１４，４６６ 

県 支 出 金 ３，３１３，９４１ ７５０７５０７５０７５０    ３，３１４，６９１ 

繰 入 金 ２，４３６，７６８ ７９，２６４７９，２６４７９，２６４７９，２６４    ２，５１６，０３２ 

諸 収 入 １，７７４，８９９ ５，２０３５，２０３５，２０３５，２０３    １，７８０，１０２ 

計 ４６，９１１，８６９ １１１１０６，９１７０６，９１７０６，９１７０６，９１７    ４７，０１８，７８６ 

 

 

 


