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平成２４年度９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、市営住宅改善事業の公共事業、道路整備事業等の単独事業のほか、障害児保育対策

費（私立）等の施策費､道路橋りょう災害復旧費等の災害復旧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４億９，８５９万４千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４７６億７,７２３万２千円となり、対前年度同期比は、２７億２１２万円、６．０％の増となっています。 

 

また、特別会計では、 

（１） 住宅新築資金等貸付事業特別会計が、財源補正 
 

（２） 国民健康保険事業特別会計が、補正額２億３,４５２万５千円の追加、補正後の予算総額は、歳入
歳出それぞれ１４３億５,１３７万８千円となり、対前年度同期比は、２億７,５７４万１千円、
２．０％の増 
 

（３） 介護保険事業特別会計が、補正額２,８５４万１千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それ
ぞれ１２６億５，９１１万３千円となり、対前年度同期比は、１５億２，１５８万４千円、 
１３．７％の増 

 

一般会計､特別会計合わせた補正額は、７億６,１６６万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ８２１億９,３０７万円となり、対前年度同期比は、４３億２,１６８万９千円、５.５％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    

市営住宅改善市営住宅改善市営住宅改善市営住宅改善事業事業事業事業（（（（建設建設建設建設部部部部    建築住宅建築住宅建築住宅建築住宅課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

市営住宅入居者が安全に安心して生活できるよう環境整備を図る。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  施設修繕料、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 

 ４５，８４８         １５１５１５１５，，，，５７３５７３５７３５７３     ６１，４２１ 

財源内訳 

国 

市債 

その他 

一財 

１４，５４８ 

１４，５００ 

０ 

１６，８００ 

００００    

００００    

１５１５１５１５，，，，５７３５７３５７３５７３    

００００    

１４，５４８ 

１４，５００ 

１５，５７３ 

１６，８００ 

平成２４年３月２７日に発生した火災により損害を受けた松原団地５－３号棟の火災及び水損

物件について復旧工事を実施し、住環境の改善と新規入居者の居室の確保を図る。    

（１）施設修繕料     ６８７千円 

（２）工事費    １４，８８６千円 

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）諸収入    15,573千円（全国市有物件災害共済会損害保険収入） 

 

公共事業費は、１５，５７３千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    

    
一般下水路整備事業一般下水路整備事業一般下水路整備事業一般下水路整備事業（（（（環境部環境部環境部環境部    下水道建設課下水道建設課下水道建設課下水道建設課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

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。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費、委託料等の追加 

                                                                                                                        （単位：千円）    

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

 １１０，０００     ４４４４００００，，，，００００００００００００    １５０，０００ 

財源内訳 一財 １１０，０００ ４４４４００００，，，，００００００００００００    １５０，０００ 

一般下水路の整備促進を図る。 

（１）工事費   ３７，５００千円    大島排水路改良工事ほか６箇所 

（２）委託料    １，５００千円    宇高排水路測量設計業務 

   （３）原材料費   １，０００千円 

 

市単独土地改良事業市単独土地改良事業市単独土地改良事業市単独土地改良事業（（（（経済部経済部経済部経済部    農地整備課農地整備課農地整備課農地整備課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

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推

進し、農業生産の安定化を図る。 

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 

 ４０，０００     ３０３０３０３０，，，，００００００００００００    ７０，０００ 

財源内訳 一財 ４０，０００ ３０３０３０３０，，，，００００００００００００    ７０，０００ 

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）補助金   ３０，０００千円  水路及び揚水機改修等 

 

農道維持管理事業農道維持管理事業農道維持管理事業農道維持管理事業（（（（経済部経済部経済部経済部    農地整備課農地整備課農地整備課農地整備課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

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。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費、施設修繕料等の追加 

                                                                                                                        （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 

 ２０，０００     ３０３０３０３０，，，，００００００００００００    ５０，０００ 

財源内訳 一財 ２０，０００ ３０３０３０３０，，，，００００００００００００    ５０，０００ 

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   １２，５００千円  農道舗装及び安全施設等工事 

（２）施設修繕料 １０，０００千円  農道、水路等の維持補修 農道舗装及び安全施設等修繕 

（３）委託料    ７，０００千円  除草、水路等の浚渫、緊急舗装補修等業務委託 

（４）公有財産購入費  ５００千円  農道用地購入 
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道路整備事業道路整備事業道路整備事業道路整備事業（（（（建設部建設部建設部建設部    道路課道路課道路課道路課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

各校区における児童の通学路の安全を確保し、市民生活に密着した市道の改良・修繕及び老朽化

した舗装の更新を行い、市道の適正な機能を維持する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費、施設修繕料等の追加 

                                                                                                                        （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 

 ２５５，８１２     ２０２０２０２０００００，，，，００００００００００００    ４５５，８１２ 

財源内訳 一財 ２５５，８１２ ２０２０２０２０００００，，，，００００００００００００    ４５５，８１２ 

児童の通学路の安全確保及び、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     １４１，０００千円  交通安全施設整備（カラー舗装外） 

高山中筋線道路改良工事外 

（２）施設修繕料    １４，０００千円  岸の下西旦の上線外 

（３）測量設計委託料   ５，０００千円  宇高中郷線測量設計委託外 

（４）道路管理委託料  ３９，０００千円  本郷北支線緊急舗装補修業務外 

（５）補償費       １，０００千円  楠崎役所川踏切南筋線外 

 

 

   体育施設環境整備体育施設環境整備体育施設環境整備体育施設環境整備事業事業事業事業（（（（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    スポーツスポーツスポーツスポーツ文化課文化課文化課文化課））））        

１１１１    事業事業事業事業目的目的目的目的    

                                    市民が安全、快適にスポーツが出来るよう体育施設の改修等を実施する。 

また、平成２９年に実施される愛媛国体にかかる競技会場の施設整備を図る。 

  ２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  工事費等の追加 

                                                                                                                                        （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 

２８，７９８     ３５３５３５３５，，，，０４００４００４００４０     ６３，８３８ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

２８，７９８ 

１５１５１５１５，，，，００００００００００００    

２０２０２０２０，，，，０４００４００４００４０    

１５，０００ 

４８，８３８ 

                        愛媛国体開催予定会場にかかる中央競技団体正規視察における指摘事項を是正するための施設

改修工事及び、市民体育館で使用している高所作業台の更新。 

        （１）工事費     ３０，０００千円  市営野球場フェンスラバー等改修工事 

  （２）備品購入費    ５，０４０千円  市民体育館高所作業台購入 

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        15,000千円（国体施設整備費補助金） 

（２）一財        20,040千円 

 

 

単独事業費は、３３５，０４０千円の追加となっています。 
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（（（（３３３３））））施策事業施策事業施策事業施策事業    

    
コンビニコンビニコンビニコンビニ収納収納収納収納事業事業事業事業費費費費（（（（総務総務総務総務部部部部    収税収税収税収税課課課課））））    （（（（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    

納税義務者の利便性向上を目的に、平成２５年度から軽自動車税（現年当初のみ）について、

納期限内の納付時間と場所を限定しない、コンビニ収納を開始する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  委託料等の追加 

                                                                                                                        （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     ２２２２，，，，５８３５８３５８３５８３    ２，５８３ 

財源内訳 一財 ０ ２２２２，，，，５８３５８３５８３５８３    ２，５８３ 

 コンビニ収納開始の準備としての電算システム改修及び、収納代行業者初期費用。 

（１）委託料      ２，４５７千円  電算システム改修委託料 

（２）手数料        １２６千円  コンビニ収納代行業者初期費用 

 

３３３３    債務負担行為債務負担行為債務負担行為債務負担行為のののの追加追加追加追加 

 

事業名 期間 内容 

コンビニ収納代行委託 平成25年度から平成27年度まで 
1件当たりの単価に収納取扱件数を

乗じて得た額及び月額基本料金 

        

 

 

   障害児保育対策障害児保育対策障害児保育対策障害児保育対策費費費費（（（（私立私立私立私立））））（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童児童児童児童福祉課福祉課福祉課福祉課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

保育に欠ける障がい児で、保育所でおこなう保育になじむものについて、保育所に入所させ、

健常児と共に集団保育することにより、健全な社会性の成長発達を促進するなど、障がい児の

福祉の増進を図る。 

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 

４８，５０５ ２１２１２１２１，，，，８２８８２８８２８８２８     ７０，３３３ 

財源内訳 一財 ４８，５０５ ２１２１２１２１，，，，８２８８２８８２８８２８    ７０，３３３ 

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   ２１，８２８千円（加配保育士９名分） 
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    感染症等予防費感染症等予防費感染症等予防費感染症等予防費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    保健保健保健保健センターセンターセンターセンター））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

予防接種法及び厚生労働省の通知等関係法令に基づき、定期予防接種と行政措置予防接種を

実施することにより、感染症に対する免疫を獲得し、個人が罹患することを防ぎ、社会での蔓

延を防止する。 

  ２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  委託料等の追加 

                                                                                                                                        （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 

３７５，４４０ ５５５５７７７７，，，，６８５６８５６８５６８５    ４３３，１２５ 

財源内訳 
県 

一財 

６４，５６７ 

３１０，８７３ 

００００    

５７５７５７５７，，，，６８５６８５６８５６８５    

６４，５６７ 

３６８，５５８ 

                            予防接種実施規則等の一部改正に伴う、ポリオ予防接種方式の変更及び新たな四種混合予防接

種の導入による委託料の追加。 

        （１）需用費      ２，５３１千円  ワクチン代金、予防接種券ほか印刷代 

  （２）役務費        ５１８千円  予防接種券ほか郵送代 

  （３）委託料     ５４，６３６千円  予防接種委託料 

  

 

商店街活性化対策費商店街活性化対策費商店街活性化対策費商店街活性化対策費（（（（経済経済経済経済部部部部    商工商工商工商工労政労政労政労政課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

地元商店街の賑わいの創出を図り、市民に地元商店街の必要性を認識してもらい、商店街の

活性化を図る。 

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 

６，６６０ ３３３３，，，，５００５００５００５００    １０，１６０ 

財源内訳 
県 

一財 

１，０００ 

５，６６０ 

３３３３，，，，５００５００５００５００    

００００    

４，５００ 

５，６６０ 

    愛媛県地域支え合い体制づくり事業の事業採択が決定したため、補助金を追加。 

（１）補助金  ３，５００千円  商店街活性化事業補助金 

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       3,500千円（地域支え合い体制づくり事業費補助金） 

 

 

施策費は、８８，３７０千円の追加となっています。 
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（（（（４４４４））））経常経費経常経費経常経費経常経費    

消防団活動消防団活動消防団活動消防団活動費費費費（（（（消防本部消防本部消防本部消防本部    総務警防課総務警防課総務警防課総務警防課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

消防団活動に要する経費として報酬等を支給することにより、消防団活動の円滑な推進を図る。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  消耗品費、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 

１２１，５５１     １１１１，，，，７４８７４８７４８７４８    １２３，２９９ 

財源内訳 
その他 

一財 

２３，０８４ 

９８，４６７ 

１１１１，，，，７４８７４８７４８７４８    

００００    

２４，８３２ 

９８，４６７ 

消防団員安全装備品整備等助成事業助成金及びコミュニティ助成事業助成金の決定による、消

耗品費等の追加。 

（１）消耗品費   ８４８千円  救命胴衣、反射チョッキ等 

（２）備品購入費  ９００千円  バルーン投光器×４基 

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    1,748千円（消防団員安全装備品整備等助成事業助成金848千円、 

コミュニティ助成事業助成金900千円） 

 

 

経常経費は、２，４６１千円の減となっています。 

 

 

（（（（５５５５））））災害復旧災害復旧災害復旧災害復旧事業事業事業事業    

過年過年過年過年林業施設災害復旧費林業施設災害復旧費林業施設災害復旧費林業施設災害復旧費（（（（経済部経済部経済部経済部    農林水産課農林水産課農林水産課農林水産課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成23年9月2日台風12号及び9月16日台風15号により被災した、いしづち森林組合管理

林道の災害復旧を行う。 

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 

６，０００     ２２２２，，，，７８７７８７７８７７８７    ８，７８７ 

財源内訳 

県 

市債 

一財 

２，５００ 

２，６００ 

９００ 

００００    

２２２２，，，，２００２００２００２００    

５８７５８７５８７５８７    

２，５００ 

４，８００ 

１，４８７ 

いしづち森林組合管理林道災害復旧事業に対する補助金の追加 

（１）補助金    ２，７８７千円  林道客谷孝々谷線、大野山小又線災害復旧事業補助金 

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）市債      2,200千円（過年林業施設災害復旧債） 

（２）一財       587千円 
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別子山地区林業施設災害復旧費別子山地区林業施設災害復旧費別子山地区林業施設災害復旧費別子山地区林業施設災害復旧費（（（（経済部経済部経済部経済部    別子山支所別子山支所別子山支所別子山支所））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成24年6月19日台風4号により被災した林業施設の復旧を行う。 

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     ２４２４２４２４，，，，００００００００００００    ２４，０００ 

財源内訳 一財 ０ ２４２４２４２４，，，，００００００００００００    ２４，０００ 

別子山林道豊後線復旧工事の補正 

（１）工事費    ２４，０００千円  林道豊後線復旧工事 

 

 

道路橋道路橋道路橋道路橋りょうりょうりょうりょう災害復旧費災害復旧費災害復旧費災害復旧費（（（（建設部建設部建設部建設部    道路課道路課道路課道路課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成24年6月19日台風4号により被災した道路施設の復旧を行う。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容   工事費等の追加 

                                                                                                                            （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     ３５３５３５３５，，，，２８５２８５２８５２８５    ３５，２８５ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

 

０ 

０ 

０ 

１２１２１２１２，，，，６７３６７３６７３６７３    

１１１１１１１１，，，，６００６００６００６００    

１１１１１１１１，，，，００００１２１２１２１２    

１２，６７３ 

１１，６００ 

１１，０１２ 

市道河又東平線復旧工事の補正。 

（１）委託料     ５，０００千円 測量設計 

（２）工事費    ３０，０００千円 河又東平線復旧工事 

（４）事務費       ２８５千円 

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 2/3       12,673千円（現年道路橋りょう災害復旧事業負担金） 

（２）市債       11,600千円（道路橋りょう災害復旧債） 

（３）一財       11,012千円 

 

 

災害復旧費は、６２，０７２千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 

地方特例交付金 ６０，０００ ８８８８，，，，１１０１１０１１０１１０    ６８，１１０ 

地 方 交 付 税 ５，６４７，０００ ３７８３７８３７８３７８，，，，５８０５８０５８０５８０    ６，０２５，５８０ 

国 庫 支 出 金 ６，６６８，１８５ １２１２１２１２，，，，６７６７６７６７３３３３    ６，６８０，８５８ 

県 支 出 金 ２，８７０，２７４ ２０２０２０２０，，，，７７４７７４７７４７７４    ２，８９１，０４８ 

繰 入 金 ３，４２５，６０９ △△△△２３２３２３２３，，，，８７７８７７８７７８７７    ３，４０１，７３２ 

繰 越 金 １，１００，０００ ７１７１７１７１，，，，２１３２１３２１３２１３    １，１７１，２１３ 

諸 収 入 １，７７４，３０５ １７１７１７１７，，，，３２１３２１３２１３２１    １，７９１，６２６ 

市 債 ４，８９５，６００ １３１３１３１３，，，，８００８００８００８００    ４，９０９，４００ 

計 ４７，１７８，６３８ ４９８４９８４９８４９８，，，，５９４５９４５９４５９４    ４７，６７７，２３２ 

 

 

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））））住宅新住宅新住宅新住宅新築資金等貸付事業特別会計築資金等貸付事業特別会計築資金等貸付事業特別会計築資金等貸付事業特別会計                       （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 

１１，６４４  ００００        １１，６４４  

財源内訳 
繰入金 

繰越金 

４，２０９ 

１，４３９ 

△△△△４４４４，，，，２０９２０９２０９２０９    

４４４４，，，，２０９２０９２０９２０９    

０ 

５，６４８ 

     ・平成23年度決算による繰越金を財源補正。 

 

（（（（２２２２））））国民健康国民健康国民健康国民健康保険保険保険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 

１４，１１６，８５３ ２３４２３４２３４２３４，，，，５２５５２５５２５５２５        １４，３５１，３７８  

財源内訳 繰越金 １ ２３４２３４２３４２３４，，，，５２５５２５５２５５２５    ２３４，５２６ 

     ・積立金の追加   平成23年度決算による繰越金を、財政調整基金に積立。 

 

（（（（３３３３））））介護保険介護保険介護保険介護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 

１２，６３０，５７２ ２８２８２８２８，，，，５４１５４１５４１５４１        １２，６５９，１１３  

財源内訳 繰入金 １，７９０，７３４ ２８２８２８２８，，，，５４１５４１５４１５４１    １，８１９，２７５ 

     ・償還金の追加   精算による、平成23年度国費・県費等償還金の追加。 

 


