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平成２１年度１２月補正予算の概要 
 

 

１ 予算規模等 

 今回の補正予算は、全国瞬時警報システム整備事業等の公共事業をはじめ、別子山地区バス車両購入事

業、都市公園整備事業等の単独事業のほか、感染症等予防費等の施策費及び経常経費について措置してい

ます。 

この結果、一般会計では、補正額２億９，２９９万６千円の増、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４４１億２，１８２万５千円となり、対前年度同期比は、２１億９，０１７万３千円、５．２％の増とな

っています。 

 

 

また、特別会計では、 

 

（１）渡海船事業特別会計が、補正額１３７万６千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１億 

３，３４４万７千円となり、対前年度同期比は、７１５万６千円、５．７％の増 

 

 

（２）公共下水道事業特別会計が、補正額５０４万６千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ

８２億９，５１２万８千円となり、対前年度同期比は、１１億９，２１９万２千円、１６．８％の増 

 

 

（３）国民健康保険事業特別会計が、補正額９９０万６千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞ

れ１２８億７３８万円となり、対前年度同期比は、１億８，１４４万８千円、１．４％の増 

 

 

（４）介護保険事業特別会計が、補正額１，５０６万６千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞ

れ１０３億２，５０３万５千円となり、対前年度同期比は、２億４，３６６万２千円、２．４％の増 

 

 

（５）後期高齢者医療事業特別会計が、補正額３７４万１千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１７億１，５９５万６千円となり、対前年度同期比は、１億７，４０３万７千円、１１．３％の

増 

 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、２億５，７８６万１千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ７８０億１，８９０万２千円となり、対前年度同期比は、３１億６，４９３万円、４．２％の増

となっています。 
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２ 一般会計補正予算の主な事業 

（１）公共事業 

全国瞬時警報システム整備事業（総務部 防災安全課）（新規） 

１ 事業目的 

国等から発信される緊急地震速報等緊急事態に関する情報を速やかに収集・伝達することにより

市民の生命・財産を守る。 

 ２ 補正の内容  備品購入費の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０ ９，０００  ９，０００ 

財源内訳 県 ０ ９，０００ ９，０００ 

    防災情報通信設備整備事業交付金により、全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）を整備する。 

   （１）備品購入費  ９，０００千円 

       小型専用受信機等一式 

３ 補正に係る財源内訳 

   (１)県    100%  9,000千円（防災情報通信設備整備事業交付金） 

 

森林そ生緊急対策事業（経済部 農林水産課）（新規） 

１ 事業目的 

間伐等の森林整備の加速化と間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産業等の地域産業の再生

を図る。 

 ２ 補正の内容  補助金等の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０ １３４，０６４  １３４，０６４ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

１３３，５３２ 

５３２ 

１３３，５３２ 

５３２ 

    間伐材等の利用を促進するため、木材加工流通施設等整備、木質バイオマス利用施設等整備を行

う、企業に対し補助金を追加する。 

（１）補助金  １３３，０００千円 

（２）事務費等   １，０６４千円 

 ３ 補正に係る財源内訳 

   (１)県        133,532千円（愛媛県森林そ生緊急対策基金） 

(２)一財           532千円 

 

公共事業は、これらの事業で、１億４，３０６万４千円の増となっています。 
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（２）単独事業 

別子山地区バス車両購入事業（経済部 運輸観光課）（新規） 

１ 事業目的 

   瀬戸内バスの川之江・別子山線及び別子橋・別子山支所線の廃止後における別子山住民の生活交

通を確保する。 

２ 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 補正後 

 ０  ４，０２９  ４，０２９ 

財源内訳 繰入金 ０ ４，０２９ ４，０２９ 

    瀬戸内バスの廃止後、三島高校、別子山小中学校通学、四国中央市内の病院・診療所通院などに

支障が生じないように、新たに、別子山地域内及び四国中央市方面の別子山地域バスを運行し、別

子山住民の生活交通を確保するため、新たに車両を購入する。 

   （１）備品購入費  ３，８００千円 

       ４ＷＤワゴン車（乗客定員９名）1台 

   （２）役務費      １３４千円 

   （３）公課費       ９５千円 

３ 補正に係る財源内訳 

   (１)繰入金  4,029千円（別子山振興基金） 

 

都市公園整備事業（建設部 都市計画課） （拡充） 

１ 事業目的 

休息や運動など屋外レクリエーション活動や都市の環境保全景観の向上、都市防災等に資するこ

とを目的に公園整備を実施する。 

２ 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 補正後 

 ６０，０００  ４０，０００  １００，０００ 

財源内訳 

市債 

諸収入 

一財 

４５，０００ 

０ 

１５，０００ 

１０，５００ 

２６，０００ 

３，５００ 

５５，５００ 

２６，０００ 

１８，５００ 

    中萩きらきら公園整備において、以前から強い要望のあったフットサル場の設置について、平成

２１年度スポーツ振興助成金の対象となったため、フットサル場及び防球ネット等の設置工事を行

う。 

   （１）工事費  ４０，０００千円 

     ・フットサル場、防球ネット等整備 

３ 補正に係る財源内訳 

   (１)市債  3/4     10,500千円 

   (２)諸収入 3/4,2/3  26,000千円(スポーツ振興助成金) 

   (３)一財         3,500千円 

 

 

 

 単独事業は、これらの事業で、５，４１８万円の増となっています。 
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（３）施策費 

愛媛マンダリンパイレーツ出資事業費（企画部 総合政策課）（新規） 

１ 事業目的 

地域密着型スポーツの推進、スポーツ振興を通じた地域の活性化の推進。 

 ２ 補正の内容  出資金の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０  １，５００  １，５００   

財源内訳 一財 ０ １，５００ １，５００ 

    愛媛マンダリンパイレーツ球団株式会社に対する出資金。 

    （１）出資金  １，５００千円 

 

感染症等予防費（福祉部 保健センター）（拡充） 

１ 事業目的 

    新型インフルエンザ対策として、重症化しやすい者等の死亡や重症化を防ぐために、新型インフ

ルエンザワクチンの接種を促進する。 

 ２ 補正の内容  補助金等の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

２２５，２８８ ７５，５８３ ３００，８７１  

財源内訳 

国 

県 

一財 

０ 

０ 

２２５，２８８ 

３７，１７０ 

１８，５８５ 

１９，８２８ 

３７，１７０ 

１８，５８５ 

２４５，１１６ 

   国の事業実施要綱に基づき、市町村民税非課税世帯に属する者の実費負担軽減措置を行う。 

  （１）補助金    ７４，３４２千円 

  （２）事務費等一式  １，２４１千円 

３ 補正に係る財源内訳 

(１)国1/2       37,170千円 

(２)県1/4       18,585千円 

(３)一財          19,828千円 

 

 施策費は、これらの事業で、１億５，７５８万５千円の増となっています。 

 

（４）経常経費 

 経常経費は、６，１８３万３千円の減となっています。 

３ 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 補正後 

国 庫 支 出 金 ５，９３０，６９６ ７４，９９８ ６，００５，６９４ 

県 支 出 金 ２，５７７，６２６ １８９，４８８ ２，７６７，１１４ 

繰 入 金 １，５８２，４１９ △１２，８１３ １，５６９，６０６ 

諸 収 入 １，７８３，０４４ ３０，８２３ １，８１３，８６７ 

市 債 ４，６１３，６０８ １０，５００ ４，６２４，１０８ 

計 ４３，８２８，８２９ ２９２，９９６ ４４，１２１，８２５ 
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４ 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。） 

（１）渡海船事業特別会計                      （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

１３４，８２３  △１，３７６   １３３，４４７   

財源内訳 繰入金 １１４，６４２ △１，３７６ １１３，２６６ 

    ・人件費補正 

 

（２）公共下水道事業特別会計                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

８，３００，１７４  △５，０４６   ８，２９５，１２８   

財源内訳 繰入金 １，５４７，９９８ △５，０４６ １，５４２，９５２ 

    ・人件費補正 

 

（３）国民健康保険事業特別会計                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

１２，８１７，２８６  △９，９０６   １２，８０７，３８０   

財源内訳 繰入金 １，２９５，３３９ △９，９０６ １，２８５，４３３ 

    ・人件費補正 

 

（４）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 補正後 

１０，３４０，１０１  △１５，０６６   １０，３２５，０３５   

財源内訳 

国 

県 

繰入金 

２，４８１，７２４ 

１，４１５，１７０ 

１，４９６，７１５ 

５６０ 

２８０ 

△１５，９０６ 

２，４８２，２８４

１，４１５，４５０ 

１，４８０，８０９ 

    要介護認定者数の見込み増に伴う保険給付費の追加及び人件費補正等 

     ・総務費（△１６，１８６千円） 

一般管理費（人件費減額） 

     ・基金積立金（△２７８千円） 

介護給付費準備基金積立金 

     ・地域支援事業費 

       包括的支援事業費（△３１１千円）、選択型地域支援事業費（１，７０９千円） 

 

（５）後期高齢者医療事業特別会計                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

１，７１９，６９７  △３，７４１   １，７１５，９５６   

財源内訳 
繰入金 

諸収入 

３６５，５１７ 

１，１５２ 

△４，７４１ 

１，０００ 

３６０，７７６ 

２，１５２ 

    過年度分保険料還付金の増に伴う償還金の追加及び人件費補正 

・総務費（△４，７４１千円） 

一般管理費（人件費減額） 

     ・償還金（１，０００千円） 

保険料還付金                                        


