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平成２４年度３月補正予算の概要 
 

 

１ 予算規模等 

 今回の補正予算は、駅周辺整備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１億４，９４３万５千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳

出それぞれ４８５億６，９１８万５千円となり、対前年度同期比は、２４億６，９２９万７千円、

５．４％の増となっています。 

 

 

また、特別会計では、 

 

（１）公共下水道事業特別会計が、補正額２，６００万円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ５１億４，９５９万１千円となり、対前年度同期比は、２億５，５３５万５千円、 

４．７％の減 

 

（２）工業用地造成事業特別会計が、補正額９，０７６万６千円の減額、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１億３０８万７千円となり、対前年度同期比は、４億５，７４９万８千円、

８１．６％の減 

 

（３）国民健康保険事業特別会計が、補正額５，４３３万７千円の減額、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１４２億８，３０３万９千円となり、対前年度同期比は、２億４，０３７

万５千円、１．７％の増 

 

（４）介護保険事業特別会計が、補正額８万８千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１２６億５，１６５万７千円となり、対前年度同期比は、９億９，４０５万６千円、８．

５％の増 

 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、２，１５８万円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ８２６億８，０５８万１千円となり、対前年度同期比は、３１億８，２３５万８千円、

４．０％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）施策事業 

 

定期巡回・随時対応型訪問介護事業費（福祉部 介護福祉課）  

１ 事業目的 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しなが

ら、定期巡回訪問と随時の対応を行うことにより、重度者を始めとした要介護高齢者の在

宅生活を支える。 

  ２ 補正の内容  補助金の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０ １１，６００  １１，６００  

財源内訳 国 ０ １１，６００ １１，６００ 

    国の交付内示を受け、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を設置する事業所（はぴねす

福祉会・新居浜医療生活協同組合）に対する補助金の追加。 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国 10/10    11,600千円（地域介護・福祉空間整備推進交付金） 

 

 

 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、一元的に予算執行することにより、障

がいの種別にかかわらず、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  役務費、扶助費の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １，３６０，９５４ ２０４，９５２  １，５６５，９０６  

財源内訳 

国 

県 

一財 

６７９，３６９ 

３３８，４３６ 

３４３，１４９ 

８６，５６１ 

６６，８８３ 

５１，５０８ 

７６５，９３０ 

４０５，３１９ 

３９４，６５７ 

    障害者自立支援法に基づき、基金事業として行われていた福祉・介護職員の処遇改善や

通所サービス等の送迎に係る支援など加算の創設や、特別対策事業として新体系定着事業

が平成２４年度も延長実施され、障がい者の自立した生活を支えるために、より適切なサ

ービス利用に向けて、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するために計画相談支援が

始まったことによる扶助費の追加。 

（１）役務費      ３６０千円（自立支援給付費審査手数料外） 

（２）扶助費  ２０４，５９２千円（介護・訓練等給付費外） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国 1/2    86,561千円 

（２）県 1/4   66,883千円 

（３）一財    51,508千円 
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 生活路線維持運行対策費（経済部 運輸観光課）  

１ 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。 

  ２ 補正の内容  補助金の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０ ４２，０２２  ４２，０２２  

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

１０，９９２ 

３１，０３０ 

１０，９９２ 

３１，０３０ 

    補助対象期間（平成２３年１０月１日～２４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  ４２，０２２千円   周桑営業所～マイントピア別子等６路線９系統 

３ 補正に係る財源内訳 

(１)県 1/2   10,992千円 

(２)一財    31,030千円 

  

 

施策事業費は、２７１，３３６千円の追加となっています。 

 

 

（２）経常経費 

 

公共施設整備基金積立金（企画部 財政課）    

１ 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。 

  ２ 補正の内容  積立金の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０   ３００，３７４  ３００，３７４  

財源内訳 
財産収入 

一財 

０ 

０ 

３７４ 

３００，０００ 

３７４ 

３００，３７４ 

    運用利子収入及び市税収入の見込み増に伴う追加。 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）財産収入    374千円 

（２）一財   300,000千円 

 

 

経常経費は、２２２，７０６千円の追加となっています。 

 

 

公共事業費は、２９３，４３６千円の減額となっています。 

 

単独事業費は、５１，１７１千円の減額となっています。 



 4 

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 １７，８０８，５３９ ４００，０００ １８，２０８，５３９ 

地 方 交 付 税 ６，０２５，５８０ ３６，１０５ ６，０６１，６８５ 

分担金及び負担金 ８５４，９１３ △８，３７７ ８４６，５３６ 

使用料及び手数料 ７５６，０８２ ５ ７５６，０８７ 

国 庫 支 出 金 ６，６８０，８５８ △１７，８９６ ６，６６２，９６２ 

県 支 出 金 ２，９４８，５１０ ６９，５７６ ３，０１８，０８６ 

財 産 収 入 ３９，１３１ ３，９０４ ４３，０３５ 

寄 附 金 １０，０００ １，２０５ １１，２０５ 

繰 入 金 ３，２５３，５３９ △８８，４３８ ３，１６５，１０１ 

諸 収 入 １，８２４，８７５ △１７，２４９ １，８０７，６２６ 

市 債 ５，５０９，４００ △２２９，４００ ５，２８０，０００ 

計 ４８，４１９，７５０ １４９，４３５ ４８，５６９，１８５ 

 

 

４ 債務負担行為 

慈光園管理委託料（福祉部 介護福祉課）  

１ 事業目的 

慈光園について、平成２５年４月から新たに指定管理者に管理委託するため、債務負

担行為を行う。 

２ 補正の内容  債務負担行為の追加 

                                 （単位：千円） 

事業名 期間 限度額 

慈光園管理委託料 平成25年度から平成 27年度まで 605,793 
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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）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 

５，１７５，５９１   △２６，０００   ５，１４９，５９１   

財源内訳 市債 １，９４２，１００ △２６，０００ １，９１６，１００ 

    ・公債費   利率確定による長期債利子の減額（△26,000千円） 

           資本費平準化債の減額による財源補正 

 

 

（２）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 補正後 

１９３，８５３  △９０，７６６   １０３，０８７   

財源内訳 
市債 

繰越金 

１３０，０００ 

６３，８５３ 

△７３，３００ 

△１７，４６６ 

５６，７００ 

４６，３８７ 

    ・工業用地造成事業費  工事費の減額（△73,300千円） 

・公債費   利率確定による長期債利子の減額（△17,466千円） 

 

 

（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 

１４，３３７，３７６  △５４，３３７   １４，２８３，０３９   

財

源

内

訳 

保険料 

国 

療給費等交付金 

共同事業交付金 

繰入金 

県 

２，３５１，０９７ 

２，９７８，０２２ 

１，０１１，４５０ 

１，７１１，７１６ 

１，３７４，６９４ 

４９８，３８０ 

４８，９１８ 

△１６，４６３ 

３７，０８４ 

△２２６，２３７ 

１１８，８２４ 

△１６，４６３ 

２，４００，０１５ 

２，９６１，５５９ 

１，０４８，５３４ 

１，４８５，４７９ 

１，４９３，５１８ 

４８１，９１７ 

    ・保険給付費     療養諸費、高額療養費の追加（98,344千円） 

    ・共同事業拠出金   共同安定化拠出金等の減額（△227,540千円） 

・保健事業費     保健事業委託料の減額（△1,000千円） 

    ・諸支出金      償還金の追加（174,859千円） 

・後期高齢者支援金等 後期高齢者支援金の追加（1,000千円） 

    ・予備費       予備費の減額（△100,000千円） 

 

 

（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 

１２，６５１，５６９  ８８   １２，６５１，６５７   

財源内訳 財産収入 ０ ８８ ８８ 

    ・基金積立金 

      介護給付費準備基金積立金の追加（88千円） 


