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平成２３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、角野船木線改良事業等の公共事業をはじめ、小学校施設環境整備事業の単独事業の

ほか、緊急震災対策事業費等の施策費、道路橋りょう災害復旧費の災害復旧事業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、補正額２億６，１８０万３千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４５５億２，０２８万５千円となり、対前年度同期比は、５，０３３万６千円、０．１％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４６０万９千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ

１億８，１２３万６千円となり、対前年度同期比は、５，４２４万８千円、４２．７％の増 

 

（２） 公共下水道事業特別会計が、補正額４，７１８万７千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ５４億１，７１４万８千円となり、対前年度同期比は、７２５万７千円、０．１％の増 

 

（３） 国民健康保険事業特別会計が、補正額６８６万１千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１４０億６，８７７万６千円となり、対前年度同期比は、１１億７，８７２万５千円、 

９．１％の増 

 

（４） 介護保険事業特別会計が、補正額７０３万５千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ

１１１億３，０４９万４千円となり、対前年度同期比は、１億８，９４２万２千円、１．７％の

増 

 

（５） 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額３４２万７千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ１４億６，７２８万７千円となり、対前年度同期比は、１億１，２８５万４千円、 

７．１％の減 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、３億３１３万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞ

れ７８４億５，７８８万１千円となり、対前年度同期比は、９億７，５９７万円、１．３％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 

角野船木線改良事業（建設部 道路課）  

１ 事業目的 

主要地方道新居浜別子山線や、上部地区の主要幹線である上部東西線を結ぶ最短ルートの本路線

を改良することにより、国道11号の慢性的渋滞緩和を図るとともに、地域住民の安全と生活経済活

動を支援するため整備する。 

２ 補正の内容  工事費等の組替 

                               （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １３３，７００  ３，６２２   １３７，３２２  

財源内訳 

国 

市債 

一財 

 ６６，０００ 

５８，３００ 

９，４００ 

 １，９９２ 

１，５００ 

１３０ 

 ６７，９９２ 

５９，８００ 

９，５３０ 

社会資本整備総合交付金の留保分解除による増額及び、補償物件追加による工事費等の組替。 

（１）工事費       △２３，０００千円 

（２）補償補填及び賠償金  ２６，６２２千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国 5.5/10    1,992千円 （社会資本整備総合交付金） 

  （２）市債 95%    1,500千円 （合併特例債） 

  （３）一財       130千円 

 

公共事業費は、５，９５５千円の追加となっています。 

 

（２）単独事業 
 
小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局 学校教育課）  

１ 事業目的 

小学校１８校の施設については老朽化が進み、修繕・改修の必要な箇所が多くあることから、

安全で快適な教育環境の確保・維持管理を図るため、各種施設の修繕及び改修工事等を行う。 

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 

 ６４，１３２  ９，８００ ７３，９３２  

財源内訳 一財 ６４，１３２ ９，８００ ７３，９３２ 

泉川小学校・惣開小学校プール水槽塗装工事。 

（１）工事請負費  ９，８００千円 

 

単独事業費は、９，８００千円の追加となっています。 



 3 

 

（３）施策事業 
 

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がい児で、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、障がい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 

 ４６，１３６  １２，１４１  ５８，２７７ 

財源内訳 一財 ４６，１３６ １２，１４１ ５８，２７７ 

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

（１）委託料   １２，１４１千円（加配保育士５名分） 

 

 

障害者自立支援給付費（福祉部 地域福祉課）  

１ 事業目的 

障害者自立支援法による介護給付費等について、障がいの種別にかからわず、障がいのある人が

必要とするサービスを利用できるようにし、障がいのある人々の自立を支える。 

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 

１，１１７，０５１ １１６，７１１  １，２３３，７６２  

財源内訳 

国 

県 

一財 

５４５，４９７ 

２９５，６２６ 

２７５，９２８ 

６２，９３２ 

２０，３７９ 

３３，４００ 

６０８，４２９ 

３１６，００５ 

３０９，３２８ 

障がい者の地域移行を促進するための訓練等給付費及び自立支援医療などの扶助費。 

（１）扶助費    １１６，７１１千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国 1/2          62,932千円 

（２）県 1/4、3/4、10/10   20,379千円  

  （３）一財           33,400千円 
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緊急震災対策事業費（市民部 防災安全課） （新規） 

１ 事業目的 

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、標高表示板の整備、避難所の停

電対策、孤立地区への分散備蓄を実施し、大規模災害、特に地震・津波に強いまちづくりを行う。 

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  ４，０２５  ４，０２５  

財源内訳 繰入金 ０ ４，０２５ ４，０２５ 

津波による浸水の恐れがある地域周辺への標高表示板など、備品購入費等。 

（１）消耗品費     1,049千円  標高表示板、備蓄物資 外 

（２）器具購入費    2,976千円  発電機、仮設トイレ 外 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）繰入金     4,025千円（災害対策基金） 

 
 
ため池浸水想定区域図作成事業費（経済部 農地整備課） （新規） 

１ 事業目的 

東日本大震災におけるため池の決壊を受けて、市内のため池が決壊した場合を想定し、非常

時における市民の安全を確保するため、要避難地区、避難場所及び避難経路等を記載した、た

め池氾濫危険地図（ハザードマップ）を作成する。 

２ 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 補正後 

 ０ ２２，５００  ２２，５００  

財源内訳 
県 

繰入金 

０ 

０ 

１２，２１０ 

１０，２９０ 

１２，２１０ 

１０，２９０ 

 
 航空レーザー測量及び浸水想定被害調査解析等による、浸水想定区域図の作成。 

（１）委託料        ２２，２００千円 

（２）負担金（県営事業負担金）  ３００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県      12,210千円（農地災害危機管理対策事業補助金） 

    （２）繰入金   10,290千円（災害対策基金） 

 

   

  



 5 

    地域支え合い体制づくり事業費  

 

 （福祉部 地域福祉課） 

  １ 事業目的 

         地域で生活している障がい者に対し、日常的に支え合える活動の体制づくりを強化すること

で、引きこもりがちな障がい者の社会参加を促進する。 

 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  １，９１０   １，９１０  

財源内訳 県 ０ １，９１０ １，９１０ 

      両面印字点字プリンター、ホワイトボード、机、椅子など購入費（心身障害者福祉センター、

総合福祉センター）。 

  （１）消耗品費         ８９千円 

  （２）器具購入費     １，８２１千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県 10/10        1,910千円（地域支え合い体制づくり事業補助金） 

 

 

  （福祉部 介護福祉課） 

  １ 事業目的 

         市内３ヵ所の高齢者福祉センターにおいて地域活動の拠点整備をおこなうことで、地域支え

合い活動の拠点となる組織・施設を充実する。 

 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  ２，５００   ２，５００  

財源内訳 県 ０ ２，５００ ２，５００ 

      電磁治療器、マッサージ機など購入費（高齢者福祉センター）。 

  （１）器具購入費     ２，５００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県 10/10        2,500千円（地域支え合い体制づくり事業補助金） 

 

  



 6 

  （福祉部 児童福祉課） 

  １ 事業目的 

         児童福祉の拠点である市内４ヵ所の児童センター・児童館の施設整備と備品購入をおこなう

ことで、利用者の拡大と利便性の向上を図り、地域や利用者同士で支え合いながら子育てを推

進していく。 

 ２ 補正の内容  需用費、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  １，７９６   １，７９６  

財源内訳 県 ０ １，７９６ １，７９６ 

      施設修繕、器具修繕及び、ＣＤ付ワイヤレスアンプなど購入費（児童センター）。 

  （１）施設修繕料      ９９４千円 

  （２）器具修繕料      １０３千円 

  （２）器具購入費      ６９９千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県 10/10        1,796千円（地域支え合い体制づくり事業補助金） 

 

 

   （教育委員会事務局 社会教育課） 

  １ 事業目的 

         自治体、住民組織、ＮＰＯ等との協働による見守り活動等の人材育成、ネットワークの整備

などを支援することで、日常的な支え合い活動の体制づくりを図る。 

 ２ 補正の内容  補助金、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  １１，５１７  １１，５１７  

財源内訳 県 ０ １１，５１７ １１，５１７ 

      地域支え合い体制づくりの拠点整備にかかる器具購入費、補助金等（公民館等）。 

  （１）補助金       １，７７７千円 

（２）消耗品費      １，３２０千円 

  （３）器具購入費     ８，４２０千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県 10/10       11,517千円（地域支え合い体制づくり事業補助金） 
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（４）経常経費 

 

マイントピア別子端出場管理運営費（経済部 運輸観光課） 

１ 事業目的 

来場者が安心、快適に利用できるよう管理運営することを第一義としながら、集客力の強化や

コスト削減による効率的な運営により、長期的な経営を目指す。 

２ 補正の内容  需用費の追加 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ２２６，２２９  １２，６００  ２３８，８２９  

財源内訳 
その他 

一財 

７８，０００ 

１４８，２２９ 

０ 

１２，６００ 

７８，０００ 

１６０，８２９ 

燃料費の高騰による不足額の補正。 

（１）燃料費   １２，６００千円 

 

 

庁舎管理費（総務部 管財課） 

１ 事業目的 

庁舎の適正な管理を行う。 

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 

 １６６，８２５  １，０００  １６７，８２５  

財源内訳 

県 

その他 

一財 

０ 

３，９９９ 

１６２，８２６ 

１，０００ 

０ 

０ 

１，０００ 

３，９９９ 

１６２，８２６ 

 
オストメイト対応トイレ改修工事。 

（１）工事請負費   １，０００千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県 10/10     1,000千円（愛媛県オストメイト対応トイレ設備緊急整備事業補助金） 

 

経常経費は、８６７万５千円の減となっています。 
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（５）災害復旧事業費 

道路橋りょう災害復旧費（建設部 道路課） 

１ 事業目的 

平成２３年９月１日から９月４日にかけて襲来した台風１２号により被災した道路施設の復

旧を行う。 

２ 補正の内容  工事費等の追加 

                               （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ７，５９０  ５３，５３６  ６１，１２６  

財源内訳 

国 

市債 

一財 

０ 

０ 

７，５９０ 

２６，８３７ 

２４，８００ 

１，８９９ 

２６，８３７ 

２４，８００ 

９，４８９ 

渦井橋大野山線等復旧工事の補正。 

（１）施設修繕料   １，０００千円 立川管理道 

（２）委託料     ３，３５０千円 流木撤去外 

（３）工事費    ４７，５００千円 渦井橋大野山線 

（４）補償費・事務費 １，６８６千円 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国 2/3       26,837千円（現年道路橋りょう災害復旧事業負担金） 

（２）市債       24,800千円（道路橋りょう災害復旧債） 

（３）一財       1,899千円 

 

災害復旧費は、５，３５３万６千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 １７，９０３，８８８ ２００，０００ １８，１０３，８８８ 

地方特例交付金 １７９，０００ △２３，９７３ １５５，０２７ 

使用料及び手数料 ７７８，７２２ ８，４７５ ７８７，１９７ 

国 庫 支 出 金 ６，０８６，５７６ ９１，７６１ ６，１７８，３３７ 

県 支 出 金 ３，５８３，０６５ ６７，９４７ ３，６５１，０１２ 

繰 入 金 １，６３８，３９０ △１４９，６４７ １，４８８，７４３ 

諸 収 入 １，７４８，０４１ ４０，９４０ １，７８８，９８１ 

市 債 ４，１９２，２６０ ２６，３００ ４，２１８，５６０ 

計 ４５，２５８，４８２ ２６１，８０３ ４５，５２０，２８５ 
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４ 債務負担行為 

住民基本台帳システム改修事業費（市民部 市民課）  

１ 事業目的 

外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える改正住民基本台帳法に対応するため、住民基本

台帳システムを改修する。 

２ 補正の内容  債務負担行為 

                                   （単位：千円） 

事業名 期間 限度額 

住民基本台帳システムの改修に要する経費 平成23年度から平成24年度まで ３６，７５０ 

  

 

５ 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 

１７６，６２７  ４，６０９   １８１，２３６   

財源内訳 繰入金 １５６，４４６ ４，６０９ １６１，０５５ 

     ・総務費 

人件費補正、燃料費の増 

 

（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 

５，３６９，９６１  ４７，１８７   ５，４１７，１４８   

財源内訳 

国 

繰入金 

市債 

４０２，９６５ 

１，５５５，０１５ 

２，０１４，８００ 

２４，７３５ 

２５２ 

２２，２００ 

４２７，７００ 

１，５５５，２６７ 

２，０３７，０００ 

     ・総務費（２，７４２千円） 

       人件費補正、消費税の増等 

     ・建設費（４９，４７０千円） 

       人件費補正、社会資本総合整備交付金の増額による事業費の増 

     ・管理費（△５，０２５千円） 

人件費補正、燃料費の増 
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（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 

１４，０７５，６３７  △６，８６１   １４，０６８，７７６   

財源内訳 繰入金 １，３１３，５３６ △６，８６１ １，３０６，６７５ 

    ・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 

１１，１３７，５２９  △７，０３５   １１，１３０，４９４   

財源内訳 

国 

県 

繰入金 

２，７４３，８１５ 

１，５４５，９００ 

１，７０９，７３４ 

△６２１ 

△３１１ 

△６，１０３ 

２，７４３，１９４ 

１，５４５，５８９ 

１，７０３，６３１ 

     ・総務費  

       総務管理費（△５，４８２千円） 人件費補正 

     ・地域支援事業費 

       包括的支援事業費（△３，４９９千円）人件費補正 

       選択型地域支援事業費（１，９４６千円）人件費補正 

 

 

（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 

１，４６３，８６０  ３，４２７   １，４６７，２８７   

財源内訳 繰入金 ３４９，８６２ ３，４２７ ３５３，２８９ 

     ・総務費 

人件費補正 

 

 


