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平成２４年度６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、私立保育所施設整備事業の公共事業、別子観光センター解体事業等の単独事業のほ

か、地域コミュニティ活動支援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、補正額１億７，１１８万６千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４７１億７，８６３万８千円となり、対前年度同期比は、２５億６，４０２万円、５．７％の増となって

います。 

 

 

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    

私立保育所施設整備私立保育所施設整備私立保育所施設整備私立保育所施設整備事業事業事業事業（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉児童福祉児童福祉児童福祉課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

地域における子育て支援の拠点施設である私立保育所の必要な施設整備を行い、保育所を利

用する園児・保育士・保護者等の安全を確保するとともに、安心できる保育環境を整備するこ

とにより、本市における子育て支援を推進する。 

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     ７１７１７１７１，，，，３１１３１１３１１３１１    ７１，３１１ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

４７４７４７４７，，，，５４０５４０５４０５４０    

２３２３２３２３，，，，７７１７７１７７１７７１    

 ４７，５４０ 

２３，７７１ 

愛媛県子育て支援緊急対策事業（保育所緊急整備事業）にかかる県の補助内示があったことに

よる補助金の追加。    

（１）補助金     ７１，３１１千円 

   ・ルンビニ乳幼児保育園  耐震補強及び大規模修繕工事 ２１，２５６千円 

   ・みどり園保育所     厨房棟改修工事       ５０，０５５千円 

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）県費 2/3    47,540千円 

（２）一財         23,771千円  

 

 

公共事業費は、７１，３１１千円の追加となっています。 
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（（（（２２２２））））単独事業単独事業単独事業単独事業    

ココココミュニティミュニティミュニティミュニティ施設施設施設施設整備事業整備事業整備事業整備事業（（（（市民部市民部市民部市民部    市民活動推進市民活動推進市民活動推進市民活動推進課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

集会施設の整備等に対して助成を行うことによって、地域のコミュニティ活動の充実・強化

を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  財源補正 

                                                                                                                            （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 

 ２６，１９８     ００００    ２６，１９８ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

２６，１９８ 

１５１５１５１５，，，，００００００００００００    

▲▲▲▲１５１５１５１５，，，，００００００００００００    

 １５，０００ 

１１，１９８ 

(財)自治総合センター（コミュニティセンター助成事業）の事業採択が決定したことによる財

源補正。    

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）諸収入     15,000千円（自治総合センター助成金） 

（２）一財   ▲15,000千円 

 

 

別子観光別子観光別子観光別子観光センターセンターセンターセンター解体解体解体解体事業事業事業事業（（（（経済経済経済経済部部部部    運輸観光課運輸観光課運輸観光課運輸観光課））））    （（（（新規新規新規新規））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

別子観光センター内の施設はいずれも建設後２０年以上経過し、老朽化が進んでいることも

あり、今後使用を続けることは困難である。 

同施設は平成２４年４月から休業しており、平成２４年６月議会で施設を廃止する予定であ

る。敷地内施設について、火災等の防災・防犯上の問題などから早期の取り壊しの必要性があ

るため、解体撤去する。 

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     ２６２６２６２６，，，，７５０７５０７５０７５０    ２６，７５０ 

財源内訳 その他 ０ ２６２６２６２６，，，，７５０７５０７５０７５０     ２６，７５０ 

解体撤去に要する工事費の追加。    

（１）工事請負費   ２６，７５０千円（別子観光センター解体工事費） 

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）繰入金      26,750千円（別子山振興基金繰入金） 
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公園整備公園整備公園整備公園整備事業事業事業事業（（（（建設建設建設建設部部部部    都市計画課都市計画課都市計画課都市計画課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２５年度愛媛中学校駅伝大会が国領川緑地で開催されることが決定し、県中体連から平

成２４年度の新居浜市駅伝競走大会を同一コースで開催するよう要望があったため、駅伝大会

の開催できる３ｋｍコースを整備する。整備後は各種大会や広く市民のジョギング、散歩のコ

ースとしても利用されることが期待できる。 

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 

 ９５，１９５     ３９３９３９３９，，，，００００００００００００    １３４，１９５ 

財源内訳 一財 ９５，１９５ ３９３９３９３９，，，，００００００００００００    １３４，１９５ 

国領川緑地園路整備（駅伝３ｋｍコース）に要する工事費の追加。 

（１）工事請負費 ３９，０００千円    

園路舗装 A=8,130㎡ 

     路側壁工 L=500m、区画線、距離表示、雑工 一式 

 

 

単独事業費は、６５，７５０千円の追加となっています。 

 

 

（（（（３３３３））））施策事業施策事業施策事業施策事業    

別子山地域別子山地域別子山地域別子山地域ゴミゴミゴミゴミ焼却炉等撤去焼却炉等撤去焼却炉等撤去焼却炉等撤去事業事業事業事業費費費費（（（（経済経済経済経済部部部部    別子山支所別子山支所別子山支所別子山支所））））    （（（（新規新規新規新規））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

別子山地域内の環境整備の一貫として、地域内に設置されている「ゴミ焼却炉１３基及び付

帯設備等」を撤去処分する。 

焼却炉の撤去処分の実施にあたり、焼却炉内付着物のダイオキシン類に関する測定検査を実

施する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  委託料の追加 

                                                                                                                            （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     ６６６６，，，，７４０７４０７４０７４０    ６，７４０ 

財源内訳 一財 ０ ６６６６，，，，７４０７４０７４０７４０     ６，７４０ 

別子山地域内のゴミ焼却炉に関する現状調査の結果必要となった、焼却炉の撤去等に要する委

託料の追加。    

（１）委託料 ６，７４０千円 

    ・撤去及び処分業務（焼却炉１３基等）     ３，４６４千円 

    ・ダイオキシン類測定検査業務（１３基×２回） ３，２７６千円 
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地域地域地域地域コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ活動支援活動支援活動支援活動支援事業事業事業事業費費費費（（（（市民市民市民市民部部部部    市民活動推進市民活動推進市民活動推進市民活動推進課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

魅力ある地域コミュニティの育成を図るとともに、自治会加入促進策への協力や、自治会の

自主・自立・基盤強化と活性化に向け、地域住民自治力の向上を図るため、最大の地域コミュ

ニティ組織である新居浜市連合自治会の諸活動を支援する。 

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 

 ５２，２３６     ４４４４，，，，７００７００７００７００    ５６，９３６ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

５２，２３６ 

４４４４，，，，７００７００７００７００    

００００    

４，７００ 

５２，２３６ 

 (財)自治総合センター（一般コミュニティ助成事業）の事業採択が決定したことによる補助金

の追加。 

（１）補助金          ４，７００千円 

    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）諸収入      4,700千円（自治総合センター助成金） 

 

 

   商店街活性化対策商店街活性化対策商店街活性化対策商店街活性化対策費費費費（（（（経済経済経済経済部部部部    商工労政商工労政商工労政商工労政課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                            事業公募・審査を経て採択された、商店街活性化にかかる各種補助金。 

 ２２２２    補正補正補正補正のののの内内内内容容容容  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 

５，６６０ １１１１，，，，００００００００００００     ６，６６０ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

５，６６０ 

１１１１，，，，００００００００００００    

００００    

１，０００ 

５，６６０ 

                        愛媛県新ふるさとづくり総合支援事業補助金の採択が決定したことによる補助金の追加。 

                    （１）補助金  １，０００千円 

        新鮮生き生き商店街プロジェクト（新居浜商店街連盟）  １，０００千円 

        ＜事業の目的＞ 

        ・商業振興センター有効活用策の実証実験 

        ・商業振興、商店街活性化、まちなかへの動線づくり 

        ・農商連携（地域の生産者と販売者の協力体制） 

        ・買い物弱者支援 

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 10/10      1,000千円（愛媛県新ふるさとづくり総合支援事業補助金） 
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    中学校特別支援教育充実中学校特別支援教育充実中学校特別支援教育充実中学校特別支援教育充実費費費費（（（（教育委員教育委員教育委員教育委員会事務局会事務局会事務局会事務局    発達支援課発達支援課発達支援課発達支援課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                                    障がいや発達課題のある生徒が在籍する中学校において、特別支援教育支援員を配置するこ

とにより、特別な支援を必要としている生徒の学習効果を高め、学校生活へのよりよい適応を

図る。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  報酬の追加 

                                                                                                                                        （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 

１４，０５０     ３３３３，，，，０５４０５４０５４０５４     １７，１０４ 

財源内訳 一財 １４，０５０ ３３３３，，，，０５４０５４０５４０５４    １７，１０４ 

                        新居浜市就学指導委員会の判定で、生活介助員の配置が必要と判断されたことによる、生活介

助員報酬の追加。 

        （１）報酬    ３，０５４千円 

      ４人追加（南中２人、中萩中２人） 

  

 

幼稚園特別支援教育充実幼稚園特別支援教育充実幼稚園特別支援教育充実幼稚園特別支援教育充実費費費費（（（（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    発達支援課発達支援課発達支援課発達支援課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

障がい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。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  報酬の追加 

                                                                                                                                （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 

 ６，９２７     ７６４７６４７６４７６４    ７，６９１ 

財源内訳 一財 ６，９２７ ７６４７６４７６４７６４    ７，６９１ 

    新居浜市就学指導委員会の判定で、生活介助員の配置が必要と判断されたことによる、生活介

助員報酬の追加。 

（１）報酬    ７６４千円 

     １人追加（神郷幼稚園１人） 
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緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業緊急雇用創出事業費費費費（（（（経済経済経済経済部部部部    商工労政商工労政商工労政商工労政課課課課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

現下の厳しい雇用情勢に対処するため、緊急雇用創出事業を実施する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  委託料の追加 

                                                                                                                            （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 

１１５，５９２ １３１３１３１３，，，，０６２０６２０６２０６２    １２８，６５４ 

財源内訳 県 １１５，５９２ １１１１３３３３，，，，０６２０６２０６２０６２    １２８，６５４ 

緊急雇用創出事業として実施する、就業困難者就業支援事業、環境配慮商店街づくり支援事業

及び、飲食店ガイドブック作成支援事業に要する委託料の追加。（追加雇用人数６人）    

（１）緊急雇用就業困難者就業支援事業費       ５，７４８千円（３人） 

（２）緊急雇用環境配慮商店街づくり支援事業費    ５，３９３千円（２人） 

（３）緊急雇用飲食店ガイドブック作成支援事業費   １，９２１千円（１人） 

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 100%      13,062千円 

 

 

施策費は、３１，６３５千円の追加となっています。 

 

 

（（（（４４４４））））経常経費経常経費経常経費経常経費    

ゆらぎのゆらぎのゆらぎのゆらぎの森管理運営森管理運営森管理運営森管理運営費費費費（（（（経済経済経済経済部部部部    運輸観光運輸観光運輸観光運輸観光課課課課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

森林公園ゆらぎの森は、別子山地域の観光拠点施設であり、合併前から第三セクターである

(有)悠楽技に管理を委託していた。現在は、指定管理者となっているが、経営状況の悪化等から

指定管理を辞退したい旨申し出があり、６月末をもって指定管理者の取消を行うこととした。 

ゆらぎの森については、７月以降新たな指定管理者を公募し、引き続き事業を継続する予定で

あり、今後安定的な運営が望まれる。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  委託料の追加 

                                                                                                                            （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 

２２，００８     ２２２２，，，，４９０４９０４９０４９０    ２４，４９８ 

財源内訳 
市債 

一財 

２０，９００ 

１，１０８ 

００００    

２２２２，，，，４９０４９０４９０４９０    

２０，９００ 

３，５９８ 

ゆらぎの森等に設置している冷蔵庫等の電気機器類、パソコン等の事務用器具類については、

現在(有)悠楽技がリース契約しており、新たな指定管理者に引き継がれることとなるため、２４

年７月以降のリース額相当分について委託料を追加。 

（１）委託料   ２，４９０千円 

 

経常経費は、２，４９０千円の追加となっています。 
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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 

県 支 出 金 ２，８０５，８６７ ６４６４６４６４，，，，４０７４０７４０７４０７    ２，８７０，２７４ 

繰 入 金 ３，３４３，２３０ ８２８２８２８２，，，，３７９３７９３７９３７９    ３，４２５，６０９ 

諸 収 入 １，７４９，９０５ ２４２４２４２４，，，，４００４００４００４００    １，７７４，３０５ 

計 ４７，００７，４５２ １７１１７１１７１１７１，，，，１８６１８６１８６１８６    ４７，１７８，６３８ 

 

 

 

４４４４    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為    

森林公園森林公園森林公園森林公園ゆらぎのゆらぎのゆらぎのゆらぎの森管理委託料森管理委託料森管理委託料森管理委託料（（（（経済経済経済経済部部部部    運輸観光運輸観光運輸観光運輸観光課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

森林公園ゆらぎの森について、平成２４年７月から新たな指定管理者を公募し管理委託するた

め、債務負担行為を行う。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  債務負担行為の追加 

                                                                                                                                            （単位：千円）    

事業名事業名事業名事業名    期間期間期間期間    限度額限度額限度額限度額    

森林公園ゆらぎの森管理委託料 平成24年度から平成26年度まで 65,928 

        

    


