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平成２４年度１２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、土地改良施設耐震対策事業の公共事業をはじめ、跨高速道路橋剥落防止対策事業等

の単独事業のほか、新予防給付マネジメント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６億９，１６０万４千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４８４億１，９７５万円となり、対前年度同期比は、２８億９，９４６万５千円、６．４％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７３万３千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ   

２億２，１７８万２千円となり、対前年度同期比は、４，０５４万６千円、２２．４％の増 

 

（２） 公共下水道事業特別会計が、補正額２億１，０８２万３千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ５１億７，５５９万１千円となり、対前年度同期比は、２億４，１５５万７千円、   

４．５％の減 

 

（３） 国民健康保険事業特別会計が、補正額１，４００万２千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ１４３億３，７３７万６千円となり、対前年度同期比は、２億６，８６０万円、 

１．９％の増 

 

（４） 介護保険事業特別会計が、補正額７５４万４千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ

１２６億５，１５６万９千円となり、対前年度同期比は、１５億２，１０７万５千円、１３．７％

の増 

 

（５） 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額３２万５千円の減、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１５億８，３４２万５千円となり、対前年度同期比は、１億１，６１３万８千円、 

７．９％の増 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、４億５，８１７万７千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ８２７億２１６万１千円となり、対前年度同期比は、４２億４，４２８万円、５．４％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    

土地改良施設耐震対策事業土地改良施設耐震対策事業土地改良施設耐震対策事業土地改良施設耐震対策事業（（（（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））））    （（（（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    

東南海・南海地震に備え、万一決壊すれば甚大な被害をもたらす大規模ため池（貯水量10万㎥

以上）について、耐震性を明らかにする。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  負担金の追加 

                                                                                                                                    （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     ２２２２，，，，２５０２５０２５０２５０     ２，２５０ 

財源内訳 一財 ０ ２２２２，，，，２５０２５０２５０２５０    ２，２５０ 

愛媛県が実施する池田池の耐震点検（測量・地質調査・解析）の費用の一部（25%）を負担する。    

（１）負担金       ２，２５０千円  

 

公共事業費は、２，２５０千円の追加となっています。 

    

    

    

（（（（２２２２））））単独事業単独事業単独事業単独事業    

    
障害者支援施設整備事業障害者支援施設整備事業障害者支援施設整備事業障害者支援施設整備事業（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域福祉課地域福祉課地域福祉課地域福祉課））））    （（（（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    

社会福祉法人が国庫補助事業（社会福祉施設等施設整備費国庫補助金）を活用し、整備する社会

福祉施設等について、新居浜市障害者支援施設整備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     ４４４４，，，，２２２２２２２２２２２２    ４，２２２ 

財源内訳 一財 ０ ４４４４，，，，２２２２２２２２２２２２    ４，２２２ 

ケアホーム「こんぺいとう」の整備に対する社会福祉法人わかば会への助成。    

（１）補助金  ４，２２２千円（障害者支援施設整備補助金） 
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跨高速道路橋剥落防止対策事業跨高速道路橋剥落防止対策事業跨高速道路橋剥落防止対策事業跨高速道路橋剥落防止対策事業（（（（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））））    （（（（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    

高速道路に架かる農道橋の安全性、信頼性を確保するため、剥落防止対策を行う。 

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     ９９９９，，，，００００００００００００    ９，０００ 

財源内訳 その他 ０ ９９９９，，，，００００００００００００    ９，０００ 

高尾橋・桃山橋・山之神橋の剥落防止対策工事の施工委託（西日本高速道路㈱）    

（１）委託料  ９，０００千円  

  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   9,000千円（高速道路関連社会貢献事業助成金） 

 

単独事業費は、１３，２２２千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    
    

新予防給付新予防給付新予防給付新予防給付マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント事業費事業費事業費事業費（（（（福祉福祉福祉福祉部部部部    介護福祉課介護福祉課介護福祉課介護福祉課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

要支援１、２に認定された高齢者に、自立に向けた適切な介護予防サービスを提供し、心身の状

態の維持、改善を図り、住み慣れた地域、家庭において自立した日常生活を継続できるよう、高

齢者の生活の質の向上を図る。 

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 

 ６５，０２４     １１１１１１１１，，，，１４４１４４１４４１４４    ７６，１６８ 

財源内訳 
その他 

一財 

５３，５３２ 

１１，４９２ 

９９９９，，，，７８１７８１７８１７８１    

１１１１，，，，３６３３６３３６３３６３    

６３，３１３ 

１２，８５５ 

要支援１、２の認定者が増加したため、必要な委託料を予算措置する。 

（１）委託料   １１，１４４千円  

  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    9,781千円（介護予防プラン作成料） 

 （２）一財     1,363千円 
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地域支地域支地域支地域支ええええ合合合合いいいい体制体制体制体制づくりづくりづくりづくり事業費事業費事業費事業費（（（（福祉福祉福祉福祉部部部部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））    （（（（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    

高齢者と子どもとの交流の場を整備することにより、高齢者の生きがい対策と児童の健全育成を

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 

０ ３３３３，，，，５００５００５００５００    ３，５００ 

財源内訳 県 ０ ３３３３，，，，５００５００５００５００    ３，５００ 

三世代交流寺子屋事業の委託。 

（１）委託料    ３，５００千円 

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 10/10     3,500千円 （地域支え合い体制づくり事業補助金） 

 

 

企業立地促進対策費企業立地促進対策費企業立地促進対策費企業立地促進対策費（（（（経済部経済部経済部経済部    商工労政課商工労政課商工労政課商工労政課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

企業立地促進条例に基づき、市内への企業立地を促進するため必要な奨励措置を講じ、本市産業

の振興・多様化と雇用の促進を図り、地域の活性化を図る。 

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 

１３０，２４８     １９１９１９１９，，，，０６２０６２０６２０６２    １４９，３１０ 

財源内訳 一財 １３０，２４８ １９１９１９１９，，，，０６２０６２０６２０６２    １４９，３１０ 

平成２４年度の奨励金対象事業の見込額が確定したため、補助金を追加。 

（１）補助金     １９，０６２千円（企業立地促進補助金） 
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地域総合整備資金貸付事業費地域総合整備資金貸付事業費地域総合整備資金貸付事業費地域総合整備資金貸付事業費（（（（経済経済経済経済部部部部    商工労政課商工労政課商工労政課商工労政課））））    （（（（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    

立地予定企業に地域総合整備資金（ふるさと融資）の無利子資金貸付を行い、地域振興に資する

民間投資を支援する。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  貸付金の追加 

                                                                                                                                （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 ６００６００６００６００，，，，００００００００００００    ６００，０００ 

財源内訳 市債 ０ ６００６００６００６００，，，，００００００００００００    ６００，０００ 

  医療機関向け手術準備キット製造工場建設事業貸付金。 

（１）貸付金        ６００，０００千円 

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）市債     600,000千円（地域総合整備資金貸付事業債） 

 

施策事業費は、６２６，２６６千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    

    

母子家庭医療費母子家庭医療費母子家庭医療費母子家庭医療費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

母子家庭等の通院及び入院に係る医療費助成を行うことにより、保健の向上及び福祉の増進を図

る。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  扶助費の追加 

                                                                                                                                        （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 

１０７，８２５     １１１１３３３３，，，，４６６４６６４６６４６６    １２１，２９１ 

財源内訳 

県 

その他 

一財 

５２，０８２ 

５，８２７ 

４９，９１６ 

６６６６，，，，７３３７３３７３３７３３    

００００    

６６６６，，，，７３３７３３７３３７３３    

５８，８１５ 

５，８２７ 

５６，６４９ 

自己負担額、対象者数等の増加による不足額の補正。 

（１）扶助費    １３，４６６千円 

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 1/2       6,733千円（母子家庭医療助成費補助金） 

（２）一財      6,733千円 
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就学前医療就学前医療就学前医療就学前医療助成助成助成助成費費費費（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    児童福祉課児童福祉課児童福祉課児童福祉課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

乳幼児（小学校就学前の子ども）の通院及び入院に係る医療費助成を行うことにより、保健の向

上及び福祉の増進を図る。 

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  扶助費の追加 

                                                                                                                                        （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 

 ３０９，３６５     ２６２６２６２６，，，，２６９２６９２６９２６９    ３３５，６３４ 

財源内訳 

県 

その他 

一財 

１２５，７７８ 

６，３４６ 

１７７，２４１ 

１１１１００００，，，，７８３７８３７８３７８３    

００００    

１５１５１５１５，，，，４８６４８６４８６４８６    

１３６，５６１ 

６，３４６ 

１９２，７２７ 

自己負担額の増加による不足額の補正。 

（１）扶助費   ２６，２６９千円 

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 1/2      10,783千円（就学前医療助成費補助金） 

（２）一財     15,486千円 

    

    

住宅管理費住宅管理費住宅管理費住宅管理費（（（（建設部建設部建設部建設部    建築住宅課建築住宅課建築住宅課建築住宅課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

市営住宅の修繕等の管理を適切に行い、施設を良好に維持する。    

２２２２    補正補正補正補正のののの内容内容内容内容  需用費の追加 

                                                                                                                                        （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 

 １５６，１０８     １５１５１５１５，，，，００００００００００００    １７１，１０８ 

財源内訳 
その他 

一財 

１５６，１０８ 

０ 

００００    

１１１１５５５５，，，，００００００００００００    

１５６，１０８ 

１５，０００ 

台風に伴う大雨による雨漏りや漏水等の修繕。 

（１）施設修繕料   １５，０００千円 

 

経常経費は、４，９８６万６千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 

市 税 １７，６０８，５３９ ２００２００２００２００，，，，００００００００００００    １７，８０８，５３９ 

県 支 出 金 ２，９２７，４９４ ２１２１２１２１，，，，０１６０１６０１６０１６    ２，９４８，５１０ 

繰 入 金 ３，４０１，７３２ △△△△１４１４１４１４８８８８，，，，１９３１９３１９３１９３    ３，２５３，５３９ 

諸 収 入 １，８０６，０９４ １８１８１８１８，，，，７８１７８１７８１７８１    １，８２４，８７５ 

市 債 ４，９０９，４００ ６００６００６００６００，，，，００００００００００００    ５，５０９，４００ 

計 ４７，７２８，１４６ ６９１６９１６９１６９１，，，，６０４６０４６０４６０４    ４８，４１９，７５０ 

    

    

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））））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 

２２２，５１５ △△△△７３３７３３７３３７３３        ２２１，７８２  

財源内訳 繰入金 １９４，３３４ △△△△７３３７３３７３３７３３    １９３，６０１ 

     ・総務費 

人件費補正 

    

    

（（（（２２２２））））公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計公共下水道事業特別会計                     （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

５，３８６，４１４ △△△△２１０２１０２１０２１０，，，，８２３８２３８２３８２３        ５，１７５，５９１  

財源内訳 

国 

繰入金 

市債 

４９９，３００ 

１，４８１，９２０ 

２，０２７，８００ 

△△△△９２９２９２９２，，，，００００００００００００    

△△△△３３３３３３３３，，，，１２３１２３１２３１２３    

△△△△８５８５８５８５，，，，７００７００７００７００    

４０７，３００ 

１，４４８，７９７ 

１，９４２，１００ 

     ・総務費（△１７，９４７千円） 

       人件費補正、消費税の減 

     ・建設費（△１８７，３００千円） 

       人件費補正、社会資本総合整備交付金の減額による事業費の減、財源補正 

     ・管理費（△５，５７６千円） 

人件費補正 
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（（（（３３３３））））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 

１４，３５１，３７８ △△△△１４１４１４１４，，，，００２００２００２００２        １４，３３７，３７６  

財源内訳 繰入金 １，３８８，６９６ △△△△１４１４１４１４，，，，００２００２００２００２    １，３７４，６９４ 

    ・総務費 

  人件費補正 

 

 

（（（（４４４４））））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 

１２，６５９，１１３ △△△△７７７７，，，，５４４５４４５４４５４４        １２，６５１，５６９  

財源内訳 

国 

県 

繰入金 

３，１３０，１７６ 

１，７７０，７３０ 

１，８１９，２７５ 

△△△△３３３３，，，，６１１６１１６１１６１１    

△△△△１１１１，，，，８０５８０５８０５８０５    

△△△△２２２２，，，，１２８１２８１２８１２８    

３，１２６，５６５ 

１，７６８，９２５ 

１，８１７，１４７ 

     ・総務費  

       総務管理費（１，５９９千円） 人件費補正 

     ・保険給付費 

       介護、介護予防サービス等諸費の減額（△１４６，２００千円）組替 

       特定入所者介護サービス等費の追加（１４６，２００千円）組替 

     ・地域支援事業費 

       包括的支援事業費（△９，１１５千円）人件費補正 

       選択型地域支援事業費（△２８千円）人件費補正 

 

 

（（（（５５５５））））後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計後期高齢者医療事業特別会計                   （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１，５８３，７５０ △△△△３２５３２５３２５３２５        １，５８３，４２５  

財源内訳 繰入金 ３８６，９３６ △△△△３２５３２５３２５３２５    ３８６，６１１ 

     ・総務費 

人件費補正 

 

 


