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平成２６年度９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、道路整備事業等の単独事業をはじめ、感染症等予防費等の施策費のほか、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２億４，３７２万５千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４７２億６,２５１万１千円となり、対前年度同期比は、４億９，１２７万９千円、１．０％の減となって

います。 

 

また、特別会計では、 

 
（１） 国民健康保険事業特別会計が、補正額１億８７６万２千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ１３８億７，０１９万７千円となり、対前年度同期比は、７億６，５４８万４千円、
５．２％の減 

 
（２） 介護保険事業特別会計が、補正額1億８，１５７万９千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ１３５億３，３６５万１千円となり、対前年度同期比は、５億５，４３３万６千円、 
４．３％の増 
 

（３） 工業用地造成事業特別会計が、補正額１，５００万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出そ
れぞれ３億３４６万９千円となり、対前年度同期比は、２億１，００８万７千円、２２５．０％
の増 

 
 

一般会計､特別会計合わせた補正額は、５億４，９０６万６千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ８２９億１，１３９万９千円となり、対前年度同期比は、５，１２８万９千円、０．１％の減

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    

（（（（１１１１）単独事業）単独事業）単独事業）単独事業    

一般下水路整備事業（環境部一般下水路整備事業（環境部一般下水路整備事業（環境部一般下水路整備事業（環境部    下水道建設課）下水道建設課）下水道建設課）下水道建設課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

安全で快適な生活環境の創出に向け、排水路の整備を促進することにより、生活環境の改善及

び水質保全を図ると共に、浸水被害の解消を図る。 

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 

 １２０，０００     ２０２０２０２０，０００，０００，０００，０００    １４０，０００ 

財源内訳 一財 １２０，０００ ２０２０２０２０，０００，０００，０００，０００    １４０，０００ 

一般下水路の整備促進を図る。 

（１）工事費   ２０，０００千円    船木排水路改良工事ほか４件 
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市単独土地改良事業（経済部市単独土地改良事業（経済部市単独土地改良事業（経済部市単独土地改良事業（経済部    農地整備課）農地整備課）農地整備課）農地整備課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

農道及びかんがい排水施設等の整備を行い、地域に応じた効果的、公益的な生産基盤の整備を推

進し、農業生産の安定化を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加等 

                                                                                                                        （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 

 ８３，０００     ２７２７２７２７，０００，０００，０００，０００    １１０，０００ 

財源内訳 一財 ８３，０００ ２７２７２７２７，０００，０００，０００，０００    １１０，０００ 

各土地改良区からの要望事項のうち、緊急性の高いものの整備を図る。 

（１）補助金   ４７，０００千円  水路及び揚水機改修等 

（２）委託料  △２０，０００千円  地下水調査業務委託料（補助金へ組替え） 

 

 

農道維持管理事業（経済部農道維持管理事業（経済部農道維持管理事業（経済部農道維持管理事業（経済部    農地整備課）農地整備課）農地整備課）農地整備課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

農業用施設の改修及び補修を行い、施設の機能低下の防止、延命化、事故の未然防止を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  工事費、施設修繕料等の追加 

                                                                                                                        （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 

 ６７，０００     １３１３１３１３，０００，０００，０００，０００    ８０，０００ 

財源内訳 一財 ６７，０００ １３１３１３１３，０００，０００，０００，０００    ８０，０００ 

市民からの改修要望の多い農道(生活道)の舗装等を早期に実施する。 

（１）工事費    ５，０００千円  農道舗装及び安全施設等工事 

（２）施設修繕料  ４，０００千円  農道、水路等の補修 

（３）委託料    ４，０００千円  除草、水路等の浚渫、緊急舗装補修等業務委託 

 

 

道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部    道路課）道路課）道路課）道路課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

各校区における児童の通学路の安全を確保し、市民生活に密着した市道の改良・修繕及び老朽化

した舗装の更新を行い、市道の適正な機能を維持する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  工事費、委託料等の追加 

                                                                                                                        （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 

 ３３０，０００     ４０４０４０４０，０００，０００，０００，０００    ３７０，０００ 

財源内訳 一財 ３３０，０００ ４０４０４０４０，００，００，００，００００００    ３７０，０００ 

市民生活に密着した生活道路の整備を行い、早期に利用者の安全・安心の実現を図る。 

（１）工事費      １０，０００千円  菊本北通り線外 

（２）委託料      ２０，０００千円  緊急舗装、街路樹剪定、調査測量設計等 

    （３）用地費・補償費  １０，０００千円  土地購入費・補償費（河内庄内線） 

 

 

単独事業費は、１０３，６４０千円の追加となっています。 
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（（（（２２２２）施策事業）施策事業）施策事業）施策事業    

    
近代化産業遺産まちづくり推進近代化産業遺産まちづくり推進近代化産業遺産まちづくり推進近代化産業遺産まちづくり推進費（費（費（費（企画部企画部企画部企画部    別子銅山文化遺産別子銅山文化遺産別子銅山文化遺産別子銅山文化遺産課課課課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

県外における別子銅山産業遺産についての情報発信と効果的なＰＲを図るため、東京（六本木）

において別子銅山展を開催する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  委託料等の追加 

                                                                                                                        （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 

 ３，１００     ６，２３０６，２３０６，２３０６，２３０    ９，３３０ 

財源内訳 

県 

その他 

一財 

０ 

１， ０３９ 

２， ０６１ 

２，２，２，２，９７０９７０９７０９７０    

００００    

３，２６０３，２６０３，２６０３，２６０    

２，９７０ 

１，０３９ 

５，３２１ 

 県との市町連携事業として六本木で開催する別子銅山展にかかる使用料・委託料等の追加。 

（１）委託料      １，６１６千円  美術品運送専用車による梱包運送展示一式 

（２）使用料      ３，１３９千円  会場使用料、器具借上料 

（３）その他      １，４７５千円  旅費、報償費（記念講演謝礼）、印刷製本費等 

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）県       2,970千円  新ふるさとづくり総合支援事業費補助金(1/2) 

（２）一財    3,260千円 

 

 

   地域支え合い体制づくり事業地域支え合い体制づくり事業地域支え合い体制づくり事業地域支え合い体制づくり事業費費費費（福祉部（福祉部（福祉部（福祉部    介護福祉介護福祉介護福祉介護福祉課）課）課）課）    

１１１１        事業目的事業目的事業目的事業目的    

住民組織、ＮＰＯ、社会福祉法人、福祉サービス事業者等との協働（新しい公共）により、高

齢者の生きがいづくりや健康増進、高齢者の仲間づくりや活動の拠点となるサロン等の整備、先

進的・パイロット的事業の立ち上げなどを支援することにより、日常的な支え合い活動の体制づ

くりの推進を図る。 

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 

０ １，０３０１，０３０１，０３０１，０３０     １，０３０ 

財源内訳 県 ０ １，０３０１，０３０１，０３０１，０３０    １，０３０ 

愛媛県地域支え合い体制づくり事業費補助金の内示による補助金の追加。 

（１）補助金    １，０３０千円   

・街かどｄｅカフェ地域交流事業 482千円 

・サロン「おひさま」整備事業  548千円 

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）県       1,030千円  地域支え合い体制づくり事業費補助金(10/10) 
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    地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業費費費費（（（（福祉福祉福祉福祉部部部部    子育て支援子育て支援子育て支援子育て支援課課課課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

核家族化が進み、子育てに不安感や負担感を抱える母親が増えてきている。拠点施設に集うこ

とにより、子育て家庭の育児不安や負担感の軽減を図る。また、子育て親子の関わりから、潜在

化しやすい児童虐待の未然防止、早期発見、早期対応につなげる。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加等 

                                                                                                                                        （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 

４６，０２３ ２，０８９２，０８９２，０８９２，０８９    ４８，１１２ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

０ 

２３，０１１ 

２３，０１２ 

１６，０３７１６，０３７１６，０３７１６，０３７    

△△△△６，９７４６，９７４６，９７４６，９７４    

△△△△６，９７４６，９７４６，９７４６，９７４    

１６，０３７ 

１６，０３７ 

１６，０３８ 

                            新規開設拠点施設にかかる施設開設準備経費が補助対象となったことによる補助金の追加及び

国庫補助対象となり、国・県・市の負担割合が変更されたことによる財源組替。 

（１）委託料     △１，２２０千円  事業費見込減による減額 1,220千円 

  （２）補助金      ３，３０９千円  開設準備経費補助金   3,309千円 

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）国       16,037千円  保育緊急確保事業費補助金(1/3) 

    （２）県     △6,974千円  保育緊急確保事業費補助金(1/3)      16,037千円 

                     子育て支援緊急対策事業費補助金(1/2) △23,011千円 

    （３）一財    △6,974千円 

 

 

    感染症等予防費（福祉部感染症等予防費（福祉部感染症等予防費（福祉部感染症等予防費（福祉部    保健センター）保健センター）保健センター）保健センター）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

予防接種法及び厚生労働省の通知等関係法令に基づき、予防接種を実施することにより、感

染症に対する免疫を獲得し、個人が罹患することを防ぎ、社会での蔓延を防止する。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  委託料等の追加 

                                                                                                                                        （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 

３７１，２５４ ８１，２７４８１，２７４８１，２７４８１，２７４    ４５２，５２８ 

財源内訳 一財 ３７１，２５４ ８１，２７４８１，２７４８１，２７４８１，２７４    ４５２，５２８ 

                            予防接種法施行令等の一部改正に伴う、水痘予防接種及び高齢者肺炎球菌予防接種の導入によ

る委託料等の追加。 

        （１）需用費     ２６，７３３千円  ワクチン代金、予防接種券ほか印刷代 

  （２）役務費      １，９９４千円  予防接種券ほか郵送代 

  （３）委託料     ５２，５４７千円  予防接種委託料ほか 
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  災害対策推進費（市民部災害対策推進費（市民部災害対策推進費（市民部災害対策推進費（市民部    防災安全課）防災安全課）防災安全課）防災安全課）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

避難所における良好な生活環境を確保するため及び職員の災害対応能力を育成するため、避難

所への資機材整備及び職員を対象とする防災研修を行う。 

なお、避難所への資機材整備は、平成２５年度より３カ年計画で毎年１５箇所ずつ行う予定で

あったが、今年、県の補助金（補助率４／１０）を活用して、さらに資機材を拡充する。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  備品購入費等の追加 

                                                                                                                                        （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 

２，０７２ １８，６７８１８，６７８１８，６７８１８，６７８    ２０，７５０ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

２，０７２ 

７，８７９７，８７９７，８７９７，８７９    

１０，７９９１０，７９９１０，７９９１０，７９９    

７，８７９ 

１２，８７１ 

                            愛媛県市町避難対策支援強化事業費補助金を活用した、市内34箇所の避難所（小中学校、高校

及び新居浜高専）への発電機等資機材整備。 

（１）需用費        ５１１千円  ガソリン携行缶、コードリール等消耗品 

  （２）備品購入費   １８，１６７千円  発電機、投光器、簡易トイレ、キーボックス 

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）県       7,879千円  市町避難対策支援強化事業費補助金(4/10) 

    （２）一財    10,799千円 

 

 

農家台帳等整備農家台帳等整備農家台帳等整備農家台帳等整備費費費費（（（（農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会））））    （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    

平成２６年４月施行の改正農地法により、全国すべての農業委員会を対象に、農地基本台帳の電

子化、システム改修及びデータ更新を実施することとなったため、システム改修をおこなう。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 ４，２９９４，２９９４，２９９４，２９９    ４，２９９ 

財源内訳 県 ０ ４，２９９４，２９９４，２９９４，２９９    ４，２９９ 

    農地法改正にともなう農家台帳等システム改修委託料の追加。 

（１）委託料  ４，２９９千円  システム改修委託料 

 

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）県       4,299千円   農地集積・集約化対策県補助金（定額） 

 

 

施策費は、１３９，８７４千円の追加となっています。    
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（３（３（３（３）経常経費）経常経費）経常経費）経常経費    

消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動費（費（費（費（消防本部消防本部消防本部消防本部    総務警防課総務警防課総務警防課総務警防課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

消防団活動に要する経費として報酬等を支給することにより、消防団活動の円滑な推進を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  消耗品費の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回今回今回今回補正額補正額補正額補正額    補正後 

１２４，１２７     ２１１２１１２１１２１１    １２４，３３８ 

財源内訳 
その他 

一財 

２６，７３１ 

９７，３９６ 

２１１２１１２１１２１１    

００００    

２６，９４２ 

９７，３９６ 

消防団員安全装備品整備等助成事業助成金の決定による、消耗品費の追加。 

（１）消耗品費   ２１１千円  反射チョッキ60着、携帯用投光器104器 

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）諸収入    211千円  消防団員安全装備品整備等助成事業助成金 

 

 

経常経費は、２１１千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 

地方特例交付金 ６０，０００ ７，９４２７，９４２７，９４２７，９４２    ６７，９４２ 

地 方 交 付 税 ６，１８０，０００ △△△△２１４，４７４２１４，４７４２１４，４７４２１４，４７４    ５，９６５，５２６ 

国 庫 支 出 金 ６，６１４，４６６ ８０，８９１８０，８９１８０，８９１８０，８９１    ６，６９５，３５７ 

県 支 出 金 ３，３１４，６９１ △△△△３１，３４５３１，３４５３１，３４５３１，３４５    ３，２８３，３４６ 

繰 入 金 ２，５１６，０３２ １０２，２２７１０２，２２７１０２，２２７１０２，２２７    ２，６１８，２５９ 

繰 越 金 １，１００，０００ ３１，６０５３１，６０５３１，６０５３１，６０５    １，１３１，６０５ 

諸 収 入 １，７８０，１０２ ２１１２１１２１１２１１    １，７８０，３１３ 

市 債 ３，８１７，９００ ２６６，６６８２６６，６６８２６６，６６８２６６，６６８    ４，０８４，５６８ 

計 ４７，０１８，７８６ ２４３，７２５２４３，７２５２４３，７２５２４３，７２５    ４７，２６２，５１１ 
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４４４４    特別会計の補正内容特別会計の補正内容特別会計の補正内容特別会計の補正内容    

（※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。）（※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。）（※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。）（※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。）    

    

 

（（（（１１１１））））国民健康国民健康国民健康国民健康保険事業特別会計保険事業特別会計保険事業特別会計保険事業特別会計                          （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 

１３，７６１，４３５ １０８，７６１０８，７６１０８，７６１０８，７６２２２２        １３，８７０，１９７  

財源内訳 繰越金 １ １０８，７１０８，７１０８，７１０８，７６６６６２２２２    １０８，７６３ 

     ・基金積立金  平成25年度決算による繰越金の追加（108,762千円） 

 

 

（（（（２２２２））））介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計                               （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 

１３，３５２，０７２ １１１１８１８１８１８１，，，，５７９５７９５７９５７９        １３，５３３，６５１  

財源内訳 繰越金 ０ １１１１８１，５７９８１，５７９８１，５７９８１，５７９    １８１，５７９ 

    ・基金積立金  平成25年度決算による繰越金の追加（107,845千円） 

  ・償還金    精算による平成25年度国費・県費等償還金の追加（73,734千円） 

 

 

（（（（３３３３））））工業用地造成工業用地造成工業用地造成工業用地造成事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計                          （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 

２８８，４６９ １５，０００１５，０００１５，０００１５，０００        ３０３，４６９  

財源内訳 市債 ０ １５，０００１５，０００１５，０００１５，０００    １５，０００ 

     ・委託料    工業用地造成事業における測量設計委託料の追加（15,000千円） 

 


