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平成２２年度６月補正予算の概要 
 

１ 予算規模等 

 今回の補正予算は、小・中学校耐震補強対策事業の公共事業、コミュニティ施設整備事業等の単独事業

のほか、総合文化施設建設推進費、地域生活支援推進費等の施策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７，０８４万３千円の増、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４４４億６０６万９千円となり、対前年度同期比は、３８億４，０４７万１千円、９．５％の増となって

います。 

 

２ 一般会計補正予算の主な事業 

（１）公共事業 

小・中学校耐震補強対策事業（教育員会事務局 学校教育課）  

１ 事業目的 

地震による校舎、体育館の倒壊等から児童・生徒を守り、安全で快適な教育環境の整備を図

る。 

２ 補正の内容  委託料の追加 

                              （単位：千円）  

事業費（小学校） 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０  ３，８４６  ３，８４６  

財源内訳 
市債 

一財 

０ 

０ 

２，８００ 

１，０４６ 

 ２，８００ 

１，０４６ 

事業費（中学校） 
補正前 今回補正額 補正後 

 ３１４，５９７   ８，６１９  ３２３，２１６  

財源内訳 

国 

市債 

一財 

６７，５９１ 

２０２，０００ 

４５，００６ 

０ 

６，４００ 

２，２１９ 

６７，５９１ 

２０８，４００ 

４７，２２５ 

平成２３年度以降も継続して耐震補強工事を実施するため、多喜浜小、北中、角野中について、

耐震補強設計委託を行う。 

（１）委託料 １２，４６５千円（小学校 3,846千円、中学校 8,619千円） 

耐震補強設計一式 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）市 債 75%     9,200千円（小学校  2,800千円、中学校  6,400千円） 

（２）一 財         3,265千円（小学校  1,046千円、中学校  2,219千円） 

 

公共事業費は、１２，４６５千円の増となっています。 
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（２）施策事業 

総合文化施設建設推進費（企画部 駅周辺整備室） （新規） 

１ 事業目的 

新居浜駅周辺整備計画において、核施設となる総合文化施設（仮称）あかがねミュージアム

建設を推進する。 

２ 補正の内容  旅費、報償費の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０  ７８３  ７８３  

財源内訳 一財 ０ ７８３ ７８３ 

 本市出身及びゆかりのある芸術家や専門家にスーパーアドバイザー及びテクニカルサポーター

を委嘱し、助言者・指導者として参画していただく。また、施設のイメージや情報発信をお願い

する。 

（１）報償費        ３１８千円 

（２）旅費（費用弁償）   ４６５千円   

 

     障害児保育対策費（公立）（福祉部 児童福祉課）  

１ 事業目的 

       保護者の就労等により家庭での保育ができない障害児で、集団保育になじむ児童を対象に公

立保育所全園で受け入れる体制をとり、障害児の成長発達を図る。 

 ２ 補正の内容  賃金等の追加 

                                 （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

２４，１６９  １４，５０２   ３８，６７１  

財源内訳 一財 ２４，１６９ １４，５０２ ３８，６７１ 

      公立保育所の保育士の加配対象障害児が増加したため、必要な賃金等を予算措置する。 

    （１）賃金等   １４，５０２千円（加配保育士 6名分） 

      

障害児保育対策費（私立）（福祉部 児童福祉課）  

１ 事業目的 

         保護者の就労等により家庭での保育ができない障害児で、集団保育になじむ児童を対象に私

立保育所全園で受け入れる体制をとり、障害児の成長発達を図る。 

  ２ 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 補正後 

２１，７５２  ２１，７５２   ４３，５０４  

財源内訳 一財 ２１，７５２ ２１，７５２ ４３，５０４ 

      私立保育所の保育士の加配対象障害児が増加したため、必要な委託料を予算措置する。 

 （１）委託料   ２１，７５２千円（加配保育士9名分） 
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地域生活支援推進費（福祉部 福祉課） （拡充） 

１ 事業目的 

障害児タイムケア事業は、障害児に対し、学校の放課後時間、休日及び夏休み等長期休暇時間

において、障害児の健全な育成を図るとともに、保護者の就労支援及び一時的な休息等福祉の増

進を目的に、平成１８年度から総合福祉センター（放課後クラブぴあ）で、平成２１年度からは

コミュニティーハウス三恵（四葉のクローバー）においても実施している。 

２ 補正の内容  賃金等の追加 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ６９，３８７  ２，３３５  ７１，７２２  

財源内訳 

国 

県 

一財 

１２，７５６ 

６，３７７ 

５０，２５４ 

０ 

   ０ 

２，３３５ 

１２，７５６ 

６，３７７ 

５２，５８９ 

 平成２２年４月から浮島小学校に重度肢体不自由児の特別支援学級が設置されたが、従来の実

施場所では児童の障害特性に合った支援が困難であるため、浮島小学校にて緊急的に重度肢体不

自由児のタイムケア事業を実施する。 

実施場所 浮島小学校特別支援学級教室 

対象児  重度肢体不自由児 ４人（見込） 

実施日  夏休み等の長期休暇中 

（１）賃金等    ２，０８７千円 

（２）消耗品費      ９８千円 

（３）傷害保険料     ８１千円 

（４）備品購入費     ６９千円 

 

地域コミュニティ活動支援事業費（市民部 市民活動推進課） （拡充） 

１ 事業目的 

自治会活動や地域の活性化を図るため、市が実施している事業への協力に対し自治会へ交付金

を交付する。また、住民が自主的に行うコミュニティ活動の促進を図り、地域の連帯感に基づく

自治意識を盛り上げる。 

２ 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 補正後 

 ４７，７９０  ２，２００  ４９，９９０  

財源内訳 
諸収入 

一財 

０ 

４７，７９０ 

２，２００ 

０ 

２，２００ 

４７，７９０ 

（財）自治総合センター（宝くじ）が行っている、一般コミュニティ助成事業の事業採択が決定

したため。 

（１）補助金   ２，２００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 諸収入  100％  2,200千円 （（財）自治総合センター一般コミュニティ助成事業） 
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有害鳥獣駆除費（経済部 農林水産課） （拡充） 

１ 事業目的 

山林に生息する鳥獣（イノシシ等）が、人家付近及び田畑へ出没を繰り返し、水稲、ジャガ

イモ、タケノコ等の農作物に著しい被害を与えている。そこで、有害鳥獣を駆除することで、

農作物被害の軽減を図り、地域住民の安心・安全の生活を確保する。 

２ 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 補正後 

 ８００  １，９００  ２，７００  

財源内訳 
県 

一財 

２００ 

６００ 

１，９００ 

０ 

１，９００ 

６００ 

 「新居浜市鳥獣被害防止計画」に基づく被害防止対策を総合的かつ計画的に実施に向け、新居

浜市鳥獣被害対策協議会の実施する鳥獣被害防止対策（箱わな）に対し県からの交付金が確定し

たため補助する。 

（１）補助金   １，９００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 県  100%    1,900千円 

 

太鼓台派遣費（経済部 運輸観光課）  

１ 事業目的 

新居浜市太鼓祭り推進委員会が平成２２年度地域伝統芸能大賞の活用賞を受賞したことに伴

い、新潟市で開催される地域伝統芸能全国フェスティバルでの表彰式出席及び記念公演の実施の

依頼があったため、新居浜太鼓祭りを全国にＰＲする良い機会と捉え、太鼓祭り推進委員会に対

して太鼓台派遣補助を行う。 

２ 補正の内容  旅費、補助金の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０  ５，８１７  ５，８１７  

財源内訳 一財 ０ ５，８１７ ５，８１７ 

 平成２２年度地域伝統芸能全国フェスティバルでの表彰式出席及び記念公演の実施。 

開催期間  平成２２年９月２５日（土）～２６日（日） 

場  所  新潟市産業振興センター、新潟ふるさと村 

 派遣台数    １台 

（１）旅費     ３４１千円 

（２）補助金  ５，４７６千円 
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幼稚園特別支援教育充実費（教育委員会事務局 発達支援課）  

１ 事業目的 

障害や発達課題のある幼児が在籍する市立幼稚園において、生活や学習上の困難を有する園児

に対し生活上の介助や学習指導上の支援を行うために特別支援教育支援員を配置し、生活支援と

園の生活へのよりよい適応を図る。 

２ 補正の内容  報酬の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ７，９６４  ７６４  ８，７２８  

財源内訳 一財 ７，９６４ ７６４ ８，７２８ 

 王子幼稚園に入園する幼児１名について、新居浜市就学指導委員会の判定により生活介助員の

配置が必要と認められたことから、園に生活介助員を配置し、幼児の生活支援を行う。 

（１）報酬   ７６４千円 

 

運動部活動競技力向上事業費（教育委員会事務局 学校教育課） （新規） 

１ 事業目的 

市内の中学生の基礎体力アップや運動の基本である走ることの底上げを行い、生徒の競技力向

上及び指導する教職員のレベルアップ目指す。 

２ 補正の内容  報償費及び旅費の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０  ４９６  ４９６  

財源内訳 繰入金 ０ ４９６ ４９６ 

 「こども夢未来基金」を活用し、松山大学女子駅伝部コーチの村井啓一氏及びアテネ、北京オ

リンピック選手の土佐礼子氏を招き、講習会を行う。 

（１）報償費      ３６０千円 

（２）旅費（費用弁償） １３６千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）繰入金100％  496千円（こども夢未来基金） 

 

施策費は、５８，３７８千円の増となっています。 

 

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 ５，６６７，７８０ △２，４００ ５，６６５，３８０ 

県 支 出 金 ３，５１２，００１ １３，２７２ ３，５２５，２７３ 

繰 入 金 ２４９，０８０ ３３，５７１ ２８２，６５１ 

諸 収 入 １，７９８，９１１ １７，２００ １，８１６，１１１ 

市 債 ５，９３２，２００ ９，２００ ５，９４１，４００ 

計 ４４，３３５，２２６ ７０，８４３ ４４，４０６，０６９ 
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