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平成２２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、介護基盤緊急整備事業、市営住宅改善事業の公共事業をはじめ、森林居住環境整備

事業等の単独事業のほか、感染症等予防費、緊急雇用創出事業等の施策費並びに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２億７，３２６万８千円の増、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４５４億６，９９４万９千円となり、対前年度同期比は、１３億４，８１２万４千円、３．１％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２４万４千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１億 

２，６９８万８千円となり、対前年度同期比は、６４５万９千円、４．８％の減 

 

（２）公共下水道事業特別会計が、補正額１億２，４８４万２千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ５４億９８９万１千円となり、対前年度同期比は、２８億８，５２３万７千円、３４．８％

の減 

 

（３）国民健康保険事業特別会計が、補正額７１２万５千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞ

れ１２８億９，００５万１千円となり、対前年度同期比は、８，２６７万１千円、０．６％の増 

 

（４）介護保険事業特別会計が、補正額５６万円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１０９億

４，１０７万２千円となり、対前年度同期比は、６億１，６０３万７千円、６．０％の増 

 

（５）後期高齢者医療事業特別会計が、補正額３５５万２千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１５億８，０１４万１千円となり、対前年度同期比は、１億３，５８１万５千円、７．９％の減 

 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、３億８，７７４万９千円の増、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ７７４億８，１９１万１千円となり、対前年度同期比は、５億３，６９９万１千円、０．７％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 

 ９３１，１２２  １２，９２７  ９４４，０４９  

財源内訳 
国 

県 

１７，７１２ 

９１３，４１０ 

１２，９２７ 

０ 

３０，６３９ 

９１３，４１０ 

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、自動火災報知設備等）の内示に

よる補正。 

（１）補助金   １２，９２７千円 

認知症高齢者グループホームスプリンクラー等整備事業  ５施設 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 国 (定額)  12,927千円（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金） 

 

 

市営住宅改善事業（建設部 建築住宅課）  

１ 事業目的 

市営住宅の設備環境の整備を行い、入居者の快適な生活と安全の確保を図る。 

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 

 ２８，１５４  １３，９６５  ４２，１１９  

財源内訳 

国 

市債 

諸収入 

一財 

１，５７５ 

１，９００ 

６，４８２ 

１８，１９７ 

６，２１９ 

７，６００ 

０ 

１４６ 

７，７９４ 

９，５００ 

６，４８２ 

１８，３４３ 

地上デジタル放送に対応するため、受信設備改修工事を実施する。 

（１）工事費   １３，９６５千円 

     市営住宅地上波デジタル放送受信設備改修工事 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 国         6,219千円 

（２） 市債 100%   7,600千円 

（３） 一財         146千円 
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総合文化施設建設事業（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)につい

ては、平成２５年度末までの施設完成を目指すため。 

２ 補正の内容  継続費の設定 

                          （単位：千円） 

事業名 年度 年割額 

 

総合文化施設建設事業 

平成２２年度 ０ 

平成２３年度 １８９，０００ 

計 １８９，０００ 

美術館・小劇場・太鼓台ミュージアム・産業遺産インフォメーションなど多様な機能を有する総合

文化施設（仮称：あかがねミュージアム）を建設するため、建物及び展示等の基本設計・実施設計を

行うため、継続費を設定する。 

（１）委託料   １８９，０００千円 

    総合文化施設建設のための基本設計・実施設計委託料 

３ 継続費補正に係る財源内訳 

（１） 国         75,600千円 

（２） 市債 95%   107,700千円(合併特例債) 

（３） 一財        5,700千円 

 

 

小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  継続費の設定 

                          （単位：千円） 

事業名 年度 年割額 

 

小学校耐震補強対策事業 

平成２２年度 ０ 

平成２３年度 ８，０８０ 

計 ８，０８０ 

平成２４年度実施予定の角野小学校の耐震及び大規模改造工事設計委託を行うため、継続費を

設定する。 

（１）委託料 ８，０８０千円 

耐震補強及び大規模改造設計一式（角野小学校） 

３ 継続費補正に係る財源内訳 

（１） 市債 75%    6,000千円 

（２） 一財       2,080千円 

 

 

公共事業費は、２６，８９２千円の増となっています。 
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（２） 単独事業 

森林居住環境整備事業（経済部 農林水産課）  

１ 事業目的 

広域基幹林道加茂角野線の開設促進を図る。 

２ 補正の内容  負担金及び委託料の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ７，８９８  ４，９１４  １２，８１２  

財源内訳 
市債 

一財 

 ０ 

７，８９８ 

 ４，０００  

９１４ 

４，０００  

８，８１２ 

国の補正予算に対応し、愛媛県において、本年度追加実施することとなったため、負担金及び附帯

業務事業費を措置する。 

（１）負担金    ３，１８５千円 

    森林基幹道開設事業負担金 

（２）委託料    １，７２９千円 

    森林基幹道開設付帯業務（支障木撤去）委託料 

 ３ 補正に係る財源内訳 

（１） 市債 100%   4,000千円（補正予算債） 

（２） 一財         914千円 

 

 

ものづくり人材育成施設建設事業（経済部 商工労政課）  

１ 事業目的 

少子高齢化、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（仮称：新居浜市

ものづくり産業振興センター）の整備を図る。 

２ 補正の内容  債務負担行為の設定 

                                   （単位：千円） 

事業名 期間 限度額 

ものづくり人材育成施設建設事業 平成２２年度から平成２３年度 ２６４，０００ 

ものづくり人材育成施設建設を行うため、債務負担行為を設定する。 

（１）工事費 ２６４，０００千円 

ものづくり人材育成施設建設 

 

 

単独事業費は、２０，３９９千円の増となっています。 
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（３）施策事業 

感染症等予防費（福祉部 保健センター）  

１ 事業目的 

伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種法に基づき、予防接

種を実施する。 

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 

 ２４６，０４１ １５，６８１  ２６１，７２２  

財源内訳 一財 ２４６，０４１ １５，６８１ ２６１，７２２ 

 接種期間の延長及び三価ワクチンへの変更により接種者数の増加が見込まれるため。 

（１）委託料    １５，６８１千円 

    高齢者インフルエンザ予防接種委託料 

 

 

地域生活支援推進費（福祉部 福祉課） （組替） 

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  委託料への組替 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ７１，７２２  ０  ７１，７２２  

財源内訳 

国 

県 

一財 

１２，７５６ 

６，３７７ 

５２，５８９ 

０ 

   ０ 

０ 

１２，７５６ 

６，３７７ 

５２，５８９ 

 浮島小学校にて重度肢体不自由児の長期休暇中のタイムケア事業を実施しているが、児童の療

育を専門としている事業所への委託による実施に変更する。 

（１）委託料      ６６０千円 

（２）賃金等     △５７５千円 

（２）消耗品費    △ ３０千円 

（３）傷害保険料   △ ５５千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

防火対策推進費（消防本部 予防課）  

１ 事業目的 

   各種防火団体の活動（一般家庭の防火診断、防火教室、防災訓練等）の際、火災予防普及啓

発や震災対策用のパンフレットの提供や資器材等の貸出しを行い、市民へ防火、防災思想の普

及啓発を図る。 

  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 

１，０９０  ９７３   ２，０６３  

財源内訳 
諸収入 

一財 

０ 

１，０９０ 

９７３ 

０ 

９７３  

１，０９０  

 財団法人日本消防協会「女性消防隊による安全で災害に強い地域づくり推進事業、初期消火活動

及び予防活動助成事業」の助成が決定されたため。 

 （１）備品購入費    ９７３千円 

    軽可搬消防ポンプ一式 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）諸収入100％  973千円  

 

 

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 

 ９５，９１３  ５，４５８   １０１，３７１  

財源内訳 県  ９５，９１３ ５，４５８ １０１，３７１ 

・未就職卒業者職場体験事業（雇用人数８人） 

・熟練技能データ解析事業（雇用人数３人） 

・起業スペース仲介事業（雇用人数１人） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 県  100％  5,458千円  

 

 

施策事業費は、６２，００９千円の増となっています。 
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（４）経常経費 

長期債元金償還金（企画部 財政課） 

１ 事業目的 

市債の将来負担利子を減らすため補償金免除繰上償還を実施する。 

２ 補正の内容  償還金の追加 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ４，８９１，８８０  ９９，１７６  ４，９９１，０５６  

財源内訳 

使用料 

諸収入 

一財 

１５４，６４１ 

３０，３０９ 

４，７０６，９３０ 

０ 

０ 

９９，１７６ 

１５４，６４１ 

３０，３０９ 

４，８０６，１０６ 

補償金免除繰上償還に伴う元金償還金。 

（１）償還金   ９９，１７６千円 

 

 

公共下水道事業特別会計繰出金（環境部 下水道管理課） 

１ 事業目的 

元金償還金追加、人件費補正のため繰出金を増額する。 

２ 補正の内容  繰出金の追加 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １，２１４，５３４  １２４，８４２  １，３３９，３７６  

財源内訳 一財 １，２１４，５３４ １２４，８４２ １，３３９，３７６ 

補償金免除繰上償還に伴う元金償還金、借換債元金償還及び人件費補正。 

（１）繰出金   １２４，８４２千円 

 

 

経常経費は、１６３，９６８千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 

市 税 １７，５１２，３８５ ２００，０００ １７，７１２，３８５ 

国 庫 支 出 金 ５，５７２，４５７ １９，１４６ ５，５９１，６０３ 

県 支 出 金 ３，７９９，３３０ ２６，２４３ ３，８２５，５７３ 

財 産 収 入 ５５，３２９ ７７，３７０ １３２，６９９ 

繰 入 金 ２４７，９９９ △６３，０６４ １８４，９３５ 

諸 収 入 １，８２４，０９３ １，９７３ １，８２６，０６６ 

市 債 ６，２３８，２５９ １１，６００ ６，２４９，８５９ 

計 ４５，１９６，６８１ ２７３，２６８ ４５，４６９，９４９ 
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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 

１２７，２３２  △２４４   １２６，９８８   

財源内訳 繰入金 １０７，０５１ △２４４ １０６，８０７ 

     ・総務費 

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 

５，２８５，０４９  １２４，８４２   ５，４０９，８９１   

財源内訳 繰入金 １，３１９，３８４ １２４，８４２ １，４４４，２２６ 

     ・総務費（△４，９０６千円） 

       人件費補正    

     ・管理費（△４，０５１千円） 

人件費補正    

     ・公債費（１３３，７９９千円） 

       補償金免除繰上償還に伴う元金償還金及び借換債元金償還金   

 

 

（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 

１２，８９７，１７６  △７，１２５   １２，８９０，０５１   

財源内訳 繰入金 １，１２８，７６１ △７，１２５ １，１２１，６３６ 

    ・総務費 

  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 

１０，９４０，５１２  ５６０   １０，９４１，０７２   

財源内訳 

国 

県 

繰入金 

２，６７１，０９６ 

１，５０６，５６５ 

１，５９２，９９８ 

△３２０ 

△１６０ 

１，０４０ 

２，６７０，７７６ 

１，５０６，４０５ 

１，５９４，０３８ 

     ・総務費  

       総務管理費（△４，７８２千円） 人件費補正 

       介護認定審査会費（６，１４４千円）申請件数の増加による事務費等の増 

     ・地域支援事業費 

       包括的支援事業費（△６２３千円）人件費補正 

       選択型地域支援事業費（△１７９千円）人件費補正 
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（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 

１，５８３，６９３  △３，５５２   １，５８０，１４１   

財源内訳 繰入金 ３５４，５７２ △３，５５２ ３５１，０２０ 

     ・総務費 

人件費補正 

 


