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平成２３年度３月補正予算の概要 
 

 

１１１１    予算規模等予算規模等予算規模等予算規模等    

 今回の補正予算は、小・中学校耐震補強対策事業等の公共事業をはじめ、生活路線維持運行対

策費等の施策費、単独事業及び経常経費の過不足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５億７，９６０万３千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳

出それぞれ４６０億９，９８８万８千円となり、対前年度同期比は、２億３，３３２万４千円、

０．５％の減となっています。 

 

 

また、特別会計では、 

 

（１）貯木場事業特別会計が、補正額３８６万１千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ２，７４１万３千円となり、対前年度同期比は、２，７１２万５千円、４９．７％の

減 

 

（２）渡海船事業特別会計が、財源補正 

 

（３）住宅新築資金等貸付事業特別会計が、財源補正 

 

（４）公共下水道事業特別会計が、補正額１，２２０万２千円の減額、補正後の予算総額は、歳

入歳出それぞれ５４億４９４万６千円となり、対前年度同期比は、２，２９４万４千円、 

０．４％の増 

 

（５）工業用地造成事業特別会計が、補正額２，４１９万３千円の減額、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ５億６，０５８万５千円となり、対前年度同期比は、３億９，３４２万９

千円、４１．２％の減 

 

（５）国民健康保険事業特別会計が、補正額２，６１１万２千円の減額、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１４０億４，２６６万４千円となり、対前年度同期比は、８億５，０１７

万円、６．４％の増 

 

（６）介護保険事業特別会計が、補正額５億２，７１０万７千円の追加、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１１６億５，７６０万１千円となり、対前年度同期比は、５億８，７７２

万３千円、５．３％の増 

 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、１０億４，０３４万２千円の追加、補正後の予算総額

は、歳入歳出それぞれ７９４億９，８２２万３千円となり、対前年度同期比は、７億４，９１３

万１千円、１．０％の増となっています。 
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２２２２    一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算一般会計補正予算のののの主主主主なななな事業事業事業事業    

（（（（１１１１））））    公共事業公共事業公共事業公共事業    

    

小学校耐震補強対策小学校耐震補強対策小学校耐震補強対策小学校耐震補強対策事業事業事業事業（（（（教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局    学校教育学校教育学校教育学校教育課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

児童の安全と命を守るため、また地域住民の避難所としても利用されるため、校舎・体

育館の耐震補強工事を実施する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費の追加 

                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１６９，８０７     ５２４５２４５２４５２４，，，，８１０８１０８１０８１０    ６９４，６１７ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

３３，８８９ 

１０１，６００ 

３４，３１８ 

１６３１６３１６３１６３，，，，４４６４４６４４６４４６    

３６１３６１３６１３６１，，，，３００３００３００３００    

６４６４６４６４    

１９７，３３５ 

４６２，９００ 

３４，３８２ 

国の平成２３年度補正予算を活用し、平成２４年度予定の工事を前倒し実施する。 

（１）工事費   ５２４，６１０千円 

浮島小学校耐震補強工事      １０４，１１８千円 

宮西小学校耐震補強工事      １２８，４９６千円 

角野小学校耐震・大規模改修工事  ２９１，９９５千円 

（２）事務費等                   ２００千円 

３３３３    補正補正補正補正にににに係係係係るるるる財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１） 国    163,446千円 

（２） 市債  361,300千円 

（３） 一財     64千円 

 

中中中中学校耐震補強対策事業学校耐震補強対策事業学校耐震補強対策事業学校耐震補強対策事業（（（（教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局    学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

児童の安全と命を守るため、また地域住民の避難所としても利用されるため、校舎・体

育館の耐震補強工事を実施する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費の追加 

                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

２８８，４６９     ７０７０７０７０，，，，８９７８９７８９７８９７    ３５９，３６６ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

７０，１７０ 

１６３，４００ 

５４，８９９ 

２８２８２８２８，，，，５０６５０６５０６５０６    

４２４２４２４２，，，，３００３００３００３００    

９１９１９１９１    

９８，６７６ 

２０５，７００ 

５４，９９０ 

国の平成２３年度補正予算を活用し、平成２４年度予定の工事を前倒し実施する。 

（１）工事費  南中学校耐震補強工事     ７０，６９７千円 

（２）事務費等                   ２００千円 

３３３３    補正補正補正補正にににに係係係係るるるる財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１） 国     28,506千円 

（２） 市債   42,300千円 

（３） 一財     91千円 
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夜間照明施設夜間照明施設夜間照明施設夜間照明施設整備事業整備事業整備事業整備事業（（（（教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局教育委員会事務局    社会教育課社会教育課社会教育課社会教育課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

学校開放夜間照明施設及び防球ネットについては老朽化が進み、施設の更新が必要とな

っている。安全で快適に学校開放施設が利用できるよう、環境整備を図るため、夜間照明

施設及び防球ネットを順次更新する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費の追加 

                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

０     ４２４２４２４２，，，，５５３５５３５５３５５３    ４２，５５３ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

０ 

０ 

０ 

１４１４１４１４，，，，１８４１８４１８４１８４    

２８２８２８２８，，，，３００３００３００３００    

６９６９６９６９    

１４，１８４ 

２８，３００ 

６９ 

国の平成２３年度補正予算を活用し、平成２４年度予定の工事を前倒し実施する。 

（１）工事費                 ４２，５５３千円 

    神郷小学校グランド夜間照明施設及び防球ネット更新工事  ３１，００３千円 

    若宮小学校グランド夜間照明施設更新工事         １１，５５０千円 

３３３３    補正補正補正補正にににに係係係係るるるる財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１） 国     14,184千円 

（２） 市債   28,300千円 

（３） 一財     69千円 

 

公共事業費は、５７２，５６０千円の追加となっています。 

    

    

（（（（２２２２））））施策事業施策事業施策事業施策事業    

    

 生活路線維持運行対策費生活路線維持運行対策費生活路線維持運行対策費生活路線維持運行対策費（（（（経済部経済部経済部経済部    運輸観光課運輸観光課運輸観光課運輸観光課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

公共輸送手段を必要とする市民にとって不可欠な生活交通路線を維持するため、「新居

浜市生活交通バス路線維持・確保対策事業費補助金交付要綱」に基づき助成する。 

  ２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  補助金の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

 ０ ４４４４２２２２，，，，０２００２００２００２０     ４２，０２０ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

１１１１００００，，，，９９７９９７９９７９９７    

３３３３１１１１，，，，０２３０２３０２３０２３    

１０，９９７ 

３１，０２３ 

    補助対象期間（平成２２年１０月１日～２３年９月３０日）の路線バスの運行実績がま

とまり、補助金の額が確定したことにより、補助金を追加する。 

   (１)補助金  ４２，０２０千円   周桑営業所～マイントピア別子等６路線８系統 

３３３３    補正補正補正補正にににに係係係係るるるる財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

(１)県 1/2  10,997千円 

(２)一財   31,023千円 
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消防資消防資消防資消防資機材機材機材機材整備費整備費整備費整備費（（（（消防本消防本消防本消防本部部部部    総務警防総務警防総務警防総務警防課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

東日本大震災を教訓として、消防団員の安全対策の強化を図るため、消防団の更なる装

備の充実を促進する。 

  ２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  備品購入費の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

２，９２５ １１１１，，，，２１０２１０２１０２１０    ４，１３５ 

財源内訳 
国 

一財 

０ 

２，９２５ 

４０３４０３４０３４０３    

８０７８０７８０７８０７    

４０３ 

３，７３２ 

    国の平成２３年度補正予算を活用し、平素の訓練等でも活用できることから、夜間活動

用資機材について整備する。 

３３３３    補正補正補正補正にににに係係係係るるるる財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）国     403千円（消防団安全対策設備整備費補助金） 

（２）一財     807千円 

 

施策事業費は、６，９９４千円の追加となっています。 

 

 

（（（（３３３３））））経常経費経常経費経常経費経常経費    

    

公共施設整備公共施設整備公共施設整備公共施設整備基金積立金基金積立金基金積立金基金積立金（（（（企画部企画部企画部企画部    財政課財政課財政課財政課））））                

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

    公共施設整備基金は、公共施設の適正な維持管理に資するために平成１４年度に設置さ

れた基金で、公共施設の適切な機能の維持管理に必要な財源を確保し、安全で快適な公共

施設の管理及び財政の健全な運営に資する。 

  ２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  積立金の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

０     ２０２０２０２０００００，，，，０５７０５７０５７０５７    ２００，０５７ 

財源内訳 
財産収入 

一財 

０ 

０ 

５７５７５７５７    

２００２００２００２００，，，，００００００００００００    

５７ 

２００，０５７ 

    運用利子収入、市税収入の見込み増に伴う追加。 

３３３３    補正補正補正補正にににに係係係係るるるる財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳    

（１）財産収入    57千円 

（２）一財   200,000千円 

 

経常経費は、１５３，３００千円の追加となっています。 

 

単独事業費は、１４１，２５１千円の減額となっています。 

 

災害復旧費は、１２，０００千円の減額となっています。 
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３３３３    事業事業事業事業をををを賄賄賄賄うううう財源財源財源財源（（（（款別歳入款別歳入款別歳入款別歳入））））    

                                  （単位：千円） 

款 補正前の額 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

市 税 １８，１０３，８８８ ４４４４００００００００，，，，００００００００００００    １８，５０３，８８８ 

地 方 交 付 税 ５，６５０，５５５ １１１１１４１４１４１４，，，，３０８３０８３０８３０８    ５，７６４，８６３ 

分担金及び負担金 ８０３，３８９ １５１５１５１５，，，，９６５９６５９６５９６５    ８１９，３５４ 

国 庫 支 出 金 ６，１７８，３３７ １９５１９５１９５１９５，，，，１４７１４７１４７１４７    ６，３７３，４８４ 

県 支 出 金 ３，６５１，０１２ ２５２５２５２５，，，，４７７４７７４７７４７７    ３，６７６，４８９ 

財 産 収 入 ４７，１９２ １１３１１３１１３１１３，，，，０１００１００１００１０    １６０，２０２ 

寄 附 金 ５，０００ ５５５５，，，，１３０１３０１３０１３０    １０，１３０ 

繰 入 金 １，４８８，７４３ △△△△７５９７５９７５９７５９，，，，６０９６０９６０９６０９    ７２９，１３４ 

諸 収 入 １，７８８，９８１ △△△△１６１６１６１６，，，，９２５９２５９２５９２５    １，７７２，０５６ 

市 債 ４，２１８，５６０ ４８７４８７４８７４８７，，，，１００１００１００１００    ４，７０５，６６０ 

計 ４５，５２０，２８５ ５７９５７９５７９５７９，，，，６０３６０３６０３６０３    ４６，０９９，８８８ 

    

    

４４４４    特別会計特別会計特別会計特別会計のののの補正内容補正内容補正内容補正内容    

（（（（※※※※財源内訳財源内訳財源内訳財源内訳はははは今回補正今回補正今回補正今回補正にににに係係係係るるるる財源財源財源財源のみのみのみのみ記載記載記載記載していますしていますしていますしています。）。）。）。）    

（（（（１１１１））））貯木場貯木場貯木場貯木場事業事業事業事業特別会計特別会計特別会計特別会計                         （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

３１，２７４ △△△△３３３３，，，，８６１８６１８６１８６１        ２７，４１３  

財源内訳 財産収入 ３１，２７４ △△△△３３３３，，，，８６１８６１８６１８６１    ２７，４１３ 

    ・公債費     利率確定による長期債利子の減額（△3,861千円） 

 

（（（（２２２２））））渡海船事業特別会計渡海船事業特別会計渡海船事業特別会計渡海船事業特別会計                         （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１８１，２３６ ００００        １８１，２３６  

財源内訳 
諸収入 

繰入金 

１８１ 

１６１，０５５ 

８８８８，，，，９２６９２６９２６９２６    

△△△△８８８８，，，，９２６９２６９２６９２６    

９，１０７ 

１５２，１２９ 

    ・財源補正（諸収入：海上交通バリアフリー施設整備助成金充当） 

 

（（（（３３３３））））住宅新築資金等貸付住宅新築資金等貸付住宅新築資金等貸付住宅新築資金等貸付事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計                （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１９，２８６ ００００        １９，２８６  

財源内訳 
諸収入 

繰入金 

７，４３７ 

１１，５２１ 

１１１１１１１１，，，，５２１５２１５２１５２１    

△△△△１１１１１１１１，，，，５２１５２１５２１５２１    

１８，９５８ 

０ 

    ・財源補正（諸収入：貸付金元利収入の増加） 
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（（（（４４４４））））公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業公共下水道事業特別会計特別会計特別会計特別会計                     （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

５，４１７，１４８ △△△△１２１２１２１２，，，，２０２２０２２０２２０２        ５，４０４，９４６ 

財源内訳 繰入金 １，５５５，２６７ △△△△１２１２１２１２，，，，２０２２０２２０２２０２    １，５４３，０６５ 

    ・公債費   利率確定による長期債利子の減額（△12,202千円） 

 

（（（（５５５５））））工業用地造成事業特別会計工業用地造成事業特別会計工業用地造成事業特別会計工業用地造成事業特別会計                     （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

５８４，７７８  △△△△２４２４２４２４，，，，１９３１９３１９３１９３        ５６０，５８５  

財源内訳 繰越金 ２４，７７８ △△△△２４２４２４２４，，，，１９３１９３１９３１９３    ５８５ 

    ・公債費   利率確定による長期債利子の減額（△24,193千円） 

 

（（（（６６６６））））国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険事業特別会計事業特別会計事業特別会計事業特別会計                     （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１４，０６８，７７６ △△△△２６２６２６２６，，，，１１２１１２１１２１１２        １４，０４２，６６４  

財源内訳 

国 

繰入金 

繰越金 

３，４０１，７３０ 

１，３０６，６７５ 

１ 

２２２２，，，，６０８６０８６０８６０８    

△△△△１９７１９７１９７１９７，，，，３７４３７４３７４３７４    

１６８１６８１６８１６８，，，，６５４６５４６５４６５４    

３，４０４，３３８ 

１，１０９，３０１ 

１６８，６５５ 

    ・総務費       国保連合会負担金の追加（2,608千円） 

    ・保険給付費     保険給付負担金の減額（△157,130千円） 

    ・諸支出金      償還金の追加（126,211千円） 

    ・後期高齢者支援金等  負担金の追加（2,115千円） 

・前期高齢者納付金等  負担金の追加（  84千円） 

 

（（（（７７７７））））介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計介護保険事業特別会計                         （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１１，１３０，４９４ ５２７５２７５２７５２７，，，，１０７１０７１０７１０７        １１，６５７，６０１  

財 

源 

内 

訳 

保険料 

国 

県 

支払基金交付金 

財産収入 

繰入金 

市債 

１，９１１，２０７ 

２，７４３，１９４ 

１，５４５，５８９ 

３，２２６，２２３ 

０ 

１，７０３，６３１ 

０ 

△△△△２６２６２６２６，，，，０９００９００９００９０    

１２９１２９１２９１２９，，，，９３５９３５９３５９３５    

３４３４３４３４，，，，９１９９１９９１９９１９    

１５８１５８１５８１５８，，，，０７９０７９０７９０７９    

１７５１７５１７５１７５    

１４１１４１１４１１４１，，，，７１３７１３７１３７１３    

８８８８８８８８，，，，３７６３７６３７６３７６    

１，８８５，１１７ 

２，８７３，１２９ 

１，５８０，５０８ 

３，３８４，３０２ 

１７５ 

１，８４５，３４４ 

８８，３７６ 

    ・保険給付費  

      介護サービス給付費の追加（668,831千円） 

      介護予防サービス給付費の減額（△146,681千円） 

      審査支払手数料の追加（381千円） 

      高額介護サービス等費の追加（5,298千円） 

特定入所者介護サービス給付費の減額（△897千円） 

    ・基金積立金 

      介護給付費準備基金積立金の追加（175千円） 

    ・財源補正（市債：愛媛県財政安定化基金貸付金 88,376千円充当） 


