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平成２２年度９月補正予算の概要 
 

 

１ 予算規模等 

 今回の補正予算は、介護基盤緊急整備事業等の公共事業をはじめ、近代化産業遺産整備事業、ものづく

り人材育成施設建設事業等の単独事業のほか、企業立地促進対策費、デマンドタクシー導入事業費等の施

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、一般会計では、補正額７億９，０６１万２千円の増、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４５１億９，６６８万１千円となり、対前年度同期比は、１３億９，９９８万１千円、３．２％の増とな

っています。 

 

 

また、特別会計では、 

 

（１）公共下水道事業特別会計が、補正額６６６万６千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ

５２億８，５０４万９千円となり、対前年度同期比は、３０億１，５１２万５千円、３６．３％の減 

 

 

（２）国民健康保険事業特別会計が、補正額５８９万６千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞ

れ１２８億９，７１７万６千円となり、対前年度同期比は、７，９８９万円、０．６％の増 

 

 

（３）老人保健事業特別会計が、補正額６４９万円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ７４１

万５千円となり、対前年度同期比は、９，３３３万７千円、９２．６％の減 

 

 

（４）介護保険事業特別会計が、補正額２億６，４０２万８千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ１０９億４，０５１万２千円となり、対前年度同期比は、６億４１万１千円、５．８％の増 

 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、１０億７，３６９万２千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ７７０億９，４１６万２千円となり、対前年度同期比は、６億３，４７５万円、０．８％の減

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 

介護基盤緊急整備事業（福祉部 介護福祉課）  

１ 事業目的 

新居浜市高齢者福祉計画２００９に基づき、老人福祉施設の整備を促進し、介護サービスの基盤

充実に努める。 

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 

 ６９７，９００  ２３３，２２２  ９３１，１２２  

財源内訳 
国 

県 

０ 

６９７，９００ 

１７，７１２ 

２１５，５１０ 

１７，７１２ 

９１３，４１０ 

介護基盤の緊急整備特別対策事業に係る市町追加補助事業が創設されたこと及び地域介護・福祉空

間整備等施設整備交付金（スプリンクラー整備）の内示による補正。 

（１）補助金   ２３３，２２２千円 

小規模特別養護老人ホーム施設整備補助金       ４施設 

    認知症高齢者グループホーム施設整備補助金      ４か所 

小規模多機能型居宅介護事業所施設整備補助金     １か所 

認知症高齢者グループホームスプリンクラー整備事業  ５施設 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 国 (定額)  17,712千円（地域介護・福祉空間整備交付金） 

（２） 県 (10/10)  215,510千円（介護基盤緊急整備等臨時特例交付金） 

 

国領川緑地整備事業（建設部 都市計画課）  

１ 事業目的 

多くの市民が利用する国領川緑地を再生整備し、気軽に利用でき、健康増進・スポーツに親しめ

る場を提供する。 

２ 補正の内容  工事費の追加及び事務費の減額 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １７９，０００  ７９，０００  ２５８，０００  

財源内訳 

国 

市債 

一財 

５３，６７０ 

７１，４００ 

５３，９３０ 

２６，５６０ 

３７，８００ 

１４，６４０ 

８０，２３０ 

１０９，２００ 

６８，５７０ 

早期整備の要望が高い運動施設及び園路広場整備を行い事業の進捗を図る。 

（１）工事費   ８１，３００千円 

     運動施設（ソフトボール場、多目的広場等） 

     園路広場（園路整備等） 

（２）事務費   △２，３００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 国        26,560千円 

（２） 市債 75%   37,800千円(まちづくり交付金事業債) 

（３） 一財      14,640千円 
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土地区画整理事業（建設部 区画整理課）  

１ 事業目的 

都市施設の基盤整備と土地利用の再編により、駅前大街区を中心とした商業業務機能の集積と良

好な住環境の整備を行い、魅力あふれる「新都市拠点」を構築する。 

２ 補正の内容  委託料等の追加（組替及び財源補正） 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １，０１２，４００  ０  １，０１２，４００  

財源内訳 

国 

市債 

負担金 

一財 

２５７，８１０ 

６１５，８００ 

９８８ 

１３７，８０２ 

△２８，６００ 

２８，６００ 

０ 

０ 

２２９，２１０ 

６４５，３００ 

９８８ 

１３７，８０２ 

シンボルロード・駅前広場へモニュメントを設置するためなどの委託料の追加及び社会資本整備総

合交付金の内示等に伴う財源補正。 

（１）委託料     ５６，８００千円 

    モニュメント制作設置委託等 

（２）工事費    △２１，７００千円 

（３）補償費    △３３，１００千円 

（４）事務費     △２，０００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 国             △28,600千円 

（２） 市債95%          28,600千円（合併特例債） 

 

公共事業費は、２２３，０８４千円の増となっています。 

 

（２） 単独事業 

近代化産業遺産整備事業（企画部 別子銅山文化遺産課）  

１ 事業目的 

世界に誇れる別子銅山産業遺産を後世に継承し、市民が郷土・新居浜市に愛着と誇りが持てるま

ちづくりを推進するために創設した「あかがね基金」を活用し、別子銅山産業遺産の保存活用を図

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 

 ５６，４８９  ４，３８１  ６０，８７０  

財源内訳 

繰入金 

市債 

一財 

１４，０００ 

４２，０００ 

４８９ 

４，３８１ 

０ 

０ 

１８，３８１ 

４２，０００ 

４８９ 

住友共同電力（株）より寄贈された旧端出場水力発電所については、独自の進入路を設置する必要

があるため、周辺の伐採除草を行ったうえで測量を行い進入路設置の検討を行う。 

（１）委託料    ４，３８１千円 

    旧端出場水力発電所周辺除草伐採及び測量業務委託 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）  繰入金       4,381千円（あかがね基金繰入金） 
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コミュニティ施設整備事業（市民部 市民活動推進課）  

１ 事業目的 

地域コミュニティ活動の拠点である自治会館施設等の整備補助を行い、市民主体のまちづくりを

推進する。 

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 

 ２３，０００  ７，３００  ３０，３００  

財源内訳 
諸収入 

一財 

１５，０００ 

８，０００ 

０ 

７，３００ 

１５，０００ 

１５，３００ 

自治会からの集会所施設等の修繕予定（希望）工事のうち、優先度（緊急度）の高い事業について

早期の実施を図る。 

（１）補助金    ７，３００千円 

    自治会館及び関連施設整備補助金 

 

ＪＲ新居浜駅舎改修事業（企画部 駅周辺整備室） (新規) 

１ 事業目的 

新居浜駅が新居浜駅周辺地区整備計画の整備コンセプト「森の駅」に合致した駅となるよう駅舎

をリニューアルする。 

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 

 ０  ３４，２１３  ３４，２１３  

財源内訳 一財 ０ ３４，２１３ ３４，２１３ 

新居浜駅舎リニューアルに係るＪＲ四国との協議が整ったため、経費の一部を補助する。 

（１）補助金    ３４，２１３千円 

    駅舎の外壁等改良に係る工事費に対する補助 

 

一般下水路整備事業（環境部 下水道建設課）  

１ 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。 

２ 補正の内容  工事費、補償費の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １１０，０００  ３０，０００  １４０，０００  

財源内訳 一財 １１０，０００ ３０，０００ １４０，０００ 

一般下水路の整備促進を図る。 

（１）工事費   １６，０００千円 

    大久保排水路改良工事      L=120m 

萩生排水路改良工事       L= 40m 

（２）補償費   １４，０００千円 
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市単独土地改良事業（経済部 農地整備課）  

１ 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促

進し、農業生産の安定化を図る。 

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 

 ４０，０００  ２３，３５０  ６３，３５０  

財源内訳 
県 

一財 

０ 

４０，０００ 

６，５０８ 

１６，８４２ 

６，５０８ 

５６，８４２ 

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）工事費   ２３，３５０千円 

    水路改修４カ所、揚水機改修２カ所、農道改良１カ所、ゲート改修１カ所 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 県（1/2）   6,508千円（愛媛県耕作放棄地農発生防止緊急整備事業） 

（２） 一財        16,842千円 

 

農道維持管理事業（経済部 農地整備課）  

１ 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。 

２ 補正の内容  工事費、委託料の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ２０，０００  ２６，６５０  ４６，６５０  

財源内訳 一財 ２０，０００ ２６，６５０ ４６，６５０ 

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   ２０，１５０千円 

    農道舗装約４０カ所 

（２）委託料    ６，５００千円 

    水路浚渫及び農道等の除草 

 

ものづくり人材育成施設建設事業（経済部 商工労政課） （新規） 

１ 事業目的 

尐子高齢化、団塊世代の退職等により、技能技術の伝承と若手人材の育成確保が喫緊の課題と

なっていることから、体系的に人材育成を図るため、ものづくり人材育成施設の整備を図る。 

２ 補正の内容  委託料の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０  １４，１３０  １４，１３０  

財源内訳 一財 ０ １４，１３０ １４，１３０ 

ものづくり人材育成施設建設工事実施設計を行う。 

（１）委託料   １４，１３０千円 

    地質調査委託料 

実施設計委託料 
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道路整備事業（建設部 道路課）  

１ 事業目的 

市民生活に密着した市道の改良・整備・修繕を実施するとともに、老朽化した舗装の打換や街路

樹の剪定等を行い、市道の適正な機能を維持し、市民の通行の安全を確保する。 

２ 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 補正後 

 ２００，０００  １７０，０００  ３７０，０００  

財源内訳 一財 ２００，０００ １７０，０００ ３７０，０００ 

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   １００，０００千円 

    種子川筋線 外２１路線 （舗装打換、側溝整備、防護柵設置等） 

（２）委託料    ４９，０００千円 

    測量設計、街路樹剪定、舗装補修等委託 

（３）土地購入費   ８，０００千円 

（４）補償費    １３，０００千円 

 

広瀬歴史記念館（旧広瀬邸）整備事業（教育委員会事務局 体育文化課）  

１ 事業目的 

旧広瀬邸の公開されていない施設を修理・整備し、内部公開スペースを拡大し、来館者及び文化

財活用の機会の増加につなげる。 

２ 補正の内容  委託料の追加（補正減及び組替） 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ５４，０７２  △３０，１３９  ２３，９３３  

財源内訳 
市債 

繰入金 

４０，５００ 

１３，５７２ 

△１９，０００ 

△１１，１３９ 

２１，５００ 

２，４３３ 

修理予定の煉瓦書庫・渡り廊下・茶室等が当初の予想よりも破損状況が進行していたため、保存

修理工事に先立ち、修理個所の詳細な調査を行い、実施設計を行う必要が生じたため。 

（１）委託料         ５，９３３千円 

    煉瓦書庫・渡り廊下・茶室等改修のための調査及び実施設計委託料 

    (２) 工事費     △３６，０７２千円 

       煉瓦書庫・渡り廊下・茶室等改修について、詳細な調査が必要となり、今年度改修工事の

施工が困難となったことによる工事費の減額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単独事業費は、３５９，２２２千円の増となっています。 
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（３）施策事業 

デマンドタクシー導入事業費（経済部 運輸観光課） （新規） 

１ 事業目的 

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、高齢者や障害者など

の交通弱者のための市内公共交通を確保する。 

２ 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 補正後 

 ０ ６，３６１  ６，３６１  

財源内訳 一財 ０ ６，３６１ ６，３６１ 

 平成２０年度策定の都市交通計画に基づき、バス交通空白地域へ新たな公共交通を導入するた

めデマンド型乗り合いタクシーの試験運行を行う。 

（１）負担金        ６，３６１千円 

    地域公共交通活性化協議会負担金 

 

     生活・介護支援サポーター養成事業費（福祉部 介護福祉課）  

１ 事業目的 

       地域の高齢者の個別のニーズに応える仕組みを安定的・継続的に構築するため、市民の主体

性に基づき運営される新たな住民参加サービス等の担い手として生活・介護支援サポーターを

養成し、地域で高齢者の生活を支えるシステムを構築する。 

 ２ 補正の内容  委託料、事務費の追加 

                                 （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０  ３，６００   ３，６００  

財源内訳 国 ０ ３，６００ ３，６００ 

地域の高齢者ニーズに応える仕組みを構築するために、住民参加型の担い手としてのサポータ

ーを養成し、地域で高齢者を支えるシステムづくりを行う。 

    （１）委託料   ３，５８０千円 

生活・介護支援サポーター養成事業委託料（４か所） 

   （２）消耗品費     １１千円 

        広報チラシ、修了証書等作成用紙代等 

   （３）通信運搬費     ９千円 

          郵便代金、電話料金等 

３ 補正に係る財源内訳 

(１)  国(10/10)    3,600千円 
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企業立地促進対策費（経済部 商工労政課）  

１ 事業目的 

   企業立地促進条例に基づき、市内への企業立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、本市

産業の振興・多様化と雇用の促進を図り、地域の活性化を図る。 

  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 

１３５，６６４  １５６，３３７   ２９２，００１  

財源内訳 一財 １３５，６６４ １５６，３３７  ２９２，００１  

 本年度の奨励金対象事業の奨励金見込み額が確定したため補助金を追加する。 

 （１）補助金   ２９１，８４１千円 

 企業立地促進条例に基づく奨励金（６社８件） 

     

太陽光発電推進費（建設部 建築指導課）  

１ 事業目的 

市内の住宅への太陽光発電システムの設置に対し費用の一部を補助し、システムの導入促進及

び市民の環境保全意識の高揚を図る。 

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 

 １４，３１１  ７，５００  ２１，８１１  

財源内訳 一財 １４，３１１ ７，５００ ２１，８１１ 

 システムを導入する住宅１棟につき、１ｋｗ３万円、４ｋｗ上限１２万円以内の補助金を交付

しているが、補助金交付申請件数が当初の予想を超える見込みとなったため。 

（１）補助金     ７，５００千円 

    当初見込み件数 約１１０件、追加見込み件 数７０件 

 

市民文化センター大ホール改修計画調査費（教育委員会事務局 体育文化課）（新規） 

１ 事業目的 

市民文化センター大ホールの機能性向上を図る。 

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 

０  ５，０００  ５，０００  

財源内訳 一財 ０ ５，０００ ５，０００ 

楽屋、トイレなどの利便性向上のための改修事前調査、実施設計及び空調設備等の点検調査等。 

（１）委託料   ５，０００千円 

  調査・設計委託料 
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緊急雇用創出事業  

１ 事業目的 

        現下の厳しい雇用情勢に対処するため、各種緊急雇用創出事業を行う。 

   ２ 補正の内容  賃金、委託料等の追加 

                                 （単位：千円） 

 事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

５８，８５９  ３７，０５４   ９５，９１３  

財源内訳 県 ５８，８５９ ３７，０５４ ９５，９１３ 

緊急雇用ものづくり産業教材メディア作成事業外９事業を実施する。（雇用人数２５人） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 県  100％  37,054千円  

 

ふるさと雇用再生事業  

１ 事業目的 

        現下の厳しい雇用情勢に対処するため、各種ふるさと雇用再生事業を行う。 

   ２ 補正の内容  賃金、委託料等の追加 

                                 （単位：千円） 

 事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ３８，１５９  １３，８９６  ５２，０５５ 

財源内訳 県 ３８，１５９ １３，８９６ ５２，０５５ 

ふるさと雇用地域ブランド商品の開発・販路開拓事業外２事業を行う。（雇用人数６人） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 県  100％  13,896千円  

 

（４）経常経費 

児童扶養手当費（福祉部 児童福祉課） 

１ 事業目的 

父母の離婚などで、父または母と生計が同一でない児童が育成される家庭（ひとり親家庭）の

生活の安定と自立を促し、児童の福祉の増進を図る。 

２ 補正の内容  扶助費の追加 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ５８６，９３２  ２５，０３２  ６１１，９６４  

財源内訳 
国 

一財 

１９５，６４４ 

３９１，２８８ 

８，３４３ 

１６，６８９ 

２０３，９８７ 

４０７，９７７ 

児童扶養手当法改正により、平成２２年８月から母と生計を同じくしていない児童を監護し、

かつ、その児童と生計を同じくしている父（父子家庭の父）にも支給が拡大される制度変更によ

る増額補正。 

（１）扶助費   ２５，０３２千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国 1/3   8,343千円 

（２）一財    16,689千円 

経常経費は、８６３，５５８千円の減となっています。 
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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 

地方特例交付金 １９５，０００ △１５，０８５ １７９，９１５ 

地 方 交 付 税 ５，４４５，０００ ２９８，４４２ ５，７４３，４４２ 

国 庫 支 出 金 ５，６６５，３８０ △９２，９２３ ５，５７２，４５７ 

県 支 出 金 ３，５２５，２７３ ２７４，０５７ ３，７９９，３３０ 

繰 入 金 ２８２，６５１ △３１，５５２ ２５１，０９９ 

繰 越 金 ９００，０００ ５５，９３２ ９５５，９３２ 

諸 収 入 １，８１６，１１１ ７，９８２ １，８２４，０９３ 

市 債 ５，９４１，４００ ３５４，７５９ ６，２９６，１５９ 

計 ４４，４０６，０６９ ８５１，６１２ ４５，２５７，６８１ 

 

 

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）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 

５，２７８，３８３  ６，６６６   ５，２８５，０４９   

 

財源内訳 

 

 

国 

繰入金 

市債 

財産収入 

５３７，７５０ 

１，３１９，４１０ 

２，０３９，７００ 

０ 

△１０，０００ 

△２６ 

１３，３００ 

３，３９２ 

５２７，７５０ 

１，３１９，３８４ 

２，０５３，０００ 

３，３９２ 

    社会資本整備総合交付金の内示に伴う事業費、財源の補正 

     ・建設費 

       管渠等建設事業費、終末処理場建設事業 

（１）工事費   ６，０００千円 

       （２）事務費  △１，２００千円 

    下水処理場改築工事により発生した不要物品の売却処分に伴う償還金の追加 

     ・管理費 

終末処理場管理費 

        (１) 償還金   １，８６６千円 
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（２）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 

１２，８９１，２８０  ５，８９６   １２，８９７，１７６   

財源内訳 国 ３，２１５，２４３ ５，８９６ ３，２２１，１３９ 

    国民健康保険調整交付金（保健事業分）を活用して４０～５０歳代への受診勧奨を積極的に行う

ことで、特定健康診査・特定保健指導の更なる受診率向上を図る。 

・保険事業費（５，８９６千円） 

  特定健康診査等事業費 

（１）未受診者に対する受診勧奨   ５，１４８千円 

   （２）健康教室（健康感アップ教室）   ７４８千円 

 

（３）老人保健事業特別会計                      （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

９２５  ６，４９０   ７，４１５   

財源内訳 繰越金 ６２ ６，４９０ ６，５５２ 

    平成２１年度事業の精算に伴う償還金 

     ・諸支出金  （６，４９０千円） 

       償還金  

 

（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 

１０，６７６，４８４  ２６４，０２８   １０，９４０，５１２   

財 

源 

内 

訳 

国 

支払基金交付金 

県 

繰入金 

繰越金 

２，６４５，８４４ 

３，１０１，６９７ 

１，４９４，７６５ 

１，５６３，９７０ 

０ 

２５，２５２ 

３２，３３１ 

１１，８００ 

２９，０２８ 

１６５，６１７ 

２，６７１，０９６ 

３，１３４，０２８ 

１，５０６，５６５ 

１，５９２，９９８ 

１６５，６１７ 

    平成２１年度事業の精算に伴う償還金、基金積立金等 

     ・保険給付費 （９４，４００千円） 

高額介護サービス等費 

     ・諸支出金  （６１，１８６千円） 

       償還金 

     ・基金積立金（１０８，４４２千円） 

介護給付費準備基金積立金 

      

 


