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平成２５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、土地改良施設維持管理適正化事業等の単独事

業のほか、デマンドタクシー導入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１億６，２５８万円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４６８億８，７７２万５千円となり、対前年度同期比は、２億９，０９１万３千円、０．６％の減となっ

ています。 

 

 

２２２２    一般会計補正予算の一般会計補正予算の一般会計補正予算の一般会計補正予算の主な主な主な主な事業事業事業事業    

（１）公共事業（１）公共事業（１）公共事業（１）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）        

１ 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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

 ０     ４４４４，，，，５５５５５５５５５５５５    ４，５５５ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

３３３３，，，，０３６０３６０３６０３６    

１１１１，，，，５１９５１９５１９５１９    

 ３，０３６ 

１，５１９ 

愛媛県子育て支援緊急対策事業費補助金（保育所緊急整備事業）の補助内示があったことによ

る補助金の追加。    

（１）補助金   ４，５５５千円 

   ・中萩保育園  内部改修工事  

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）県費 2/3     3,036千円 

（２）一財          1,519千円  

 

 

公共事業費は、４，５５５千円の追加となっています。 

 

単独事業費は、８００千円の追加となっています。 
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（（（（２２２２）施策事業）施策事業）施策事業）施策事業    

近代化産業遺産まちづくり推進近代化産業遺産まちづくり推進近代化産業遺産まちづくり推進近代化産業遺産まちづくり推進費費費費（（（（企画部企画部企画部企画部    別子銅山文化遺産課別子銅山文化遺産課別子銅山文化遺産課別子銅山文化遺産課））））        

１ 事業目的 

県外における別子銅山産業遺産についての情報発信と効果的なＰＲを図るため、別子銅山と住

友との歴史的な関わりの深い大阪において愛媛県と共催でパネル展を開催する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  旅費、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 

 １１，０３６     ８３９８３９８３９８３９    １１，８７５ 

財源内訳 

県 

その他 

一財 

０ 

５，８３２ 

５，２０４ 

８３９８３９８３９８３９    

００００    

００００    

 ８３９ 

５，８３２ 

５，２０４ 

県の新ふるさとづくり総合支援事業補助金の採択が見込まれることによる旅費等の追加。別子

銅山パネル展 in 大阪の事業を拡充し、パネル等の製作、高校生による展示ガイド、パネル展バ

スツアーの実施。 

（期間）平成２５年１１月２日～６日 

（場所）ＮＨＫ大阪アトリウム    

（１）旅費       ３４８千円  展示ガイド旅費等 

（２）委託料      ２８４千円  ゲート・パネル製作 

（３）使用料及び賃借料 ２０７千円  大型バス借上げ（１台） 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）県 1/2     839千円 

    

    

緊急雇用別子銅山地元文化史調査事業費緊急雇用別子銅山地元文化史調査事業費緊急雇用別子銅山地元文化史調査事業費緊急雇用別子銅山地元文化史調査事業費（（（（企画部企画部企画部企画部    別子銅山文化遺産課別子銅山文化遺産課別子銅山文化遺産課別子銅山文化遺産課））））    （新（新（新（新規）規）規）規）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

別子銅山往時から４０年が経過したが、当時はいきいきとしていた商店街が昨今、不活性化、

地域コミュニティ崩壊が課題である。当時の体験談の口伝調査を、地域の企業と連携して実施

し、これらを保存記録、コミュニティ再生を図るうえでの資料とする。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 ７７７７，，，，３０５３０５３０５３０５    ７，３０５ 

財源内訳 県 ０ ７７７７，，，，３０５３０５３０５３０５    ７，３０５ 

 県の緊急雇用創出事業の採択が見込まれることよる委託料の追加。（新規雇用者数２人） 

（１）委託料   ７，３０５千円 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）県 100%    7,305千円（緊急雇用対策費補助金） 
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    文化遺産地域活性化推進事業貸付費（企画部文化遺産地域活性化推進事業貸付費（企画部文化遺産地域活性化推進事業貸付費（企画部文化遺産地域活性化推進事業貸付費（企画部    総合政策課）総合政策課）総合政策課）総合政策課）（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    

                    新居浜市と別子山村の合併10周年の節目にあたり、本市発展の礎である別子銅山関連の近代

化産業遺産の歴史や価値を広く普及するとともに、地域が有する貴重な伝統文化の普及と次世代

への継承を進める取り組みを通じ、地域文化の振興と活性化に寄与する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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     ２３，７５０２３，７５０２３，７５０２３，７５０     ２３，７５０ 

財源内訳 その他 ０ ２３，７５０２３，７５０２３，７５０２３，７５０    ２３，７５０ 

      文化庁の「文化遺産を活用した地域活性化事業」の採択が見込まれることによる貸付金の追

加。文化庁の補助金の交付先となる「新居浜市文化遺産等魅力発信プロジェクト実行委員会」に

対する、補助金が交付されるまでの事業資金の貸付け。 

（事業内容） ・新居浜市の有形・無形の文化遺産に関する総合的情報発信 

・「自然と共生」新居浜・森の太鼓フェスティバル 

           ・産業遺産モニターツアー 

           ・伝統文化親子体験教室 

        （１）貸付金   ２３，７５０千円 

 ３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）その他     23,750千円  貸付金元金 

 

 

    政策懇談会費（企画部政策懇談会費（企画部政策懇談会費（企画部政策懇談会費（企画部    総合政策課）総合政策課）総合政策課）総合政策課）（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    

                        市長公約である各界各層の代表者で構成する「政策懇談会」を設置し、広く市民の声を聴き、

各種施策に反映させる。「政策懇談会」は、市政課題に対し、その解決に向けた意見やアイデア

を提言するとともに、25年度のテーマ「経済の再生」、「コミュニティ再生」の具体的施策を審議、

決定し、市長へ提言する。また、その下に２つの「ワーキンググループ」を設置し、関係団体の

実務担当者と行政が協働し、具体的な施策、事業を立案し、政策懇談会へ提案する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  報償費、旅費等の追加 

                                                                                                                                        （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     ３，３，３，３，１１１１５０５０５０５０     ３，１５０ 

財源内訳 一財 ０ ３，３，３，３，１１１１５０５０５０５０    ３，１５０ 

      政策懇談会、ワーキンググループの設置、運営、住友との連携強化等に係る所要経費を追加。 

    （１）報償費  １，３４０千円  政策懇談会（委員42人・オブザーバー6人） 

                     ワーキンググループ（委員20人・オブザーバー4人） 

（２）旅費   １，３０３千円  委員・オブザーバー出席旅費、先進地視察旅費 

（３）その他事務費 ５０７千円  時間外手当、消耗品費、食糧費、郵送費 
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    広報推進費広報推進費広報推進費広報推進費（（（（企画部企画部企画部企画部    秘書広報課秘書広報課秘書広報課秘書広報課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                            市民への情報提供の充実、特に映像によるわかりやすい市政の情報提供を推進するため、近

年急速に普及しているスマートフォンを活用した情報システムを構築し、平常時には、市民が

スマートフォンアプリを利用して新居浜市の様々なデータを取得し、市民生活の利便性向上に

つなげるとともに、災害等の緊急時にはＪアラート、防災無線など既存の防災システムとも連

動し、災害時の情報源として活用するなど、地域情報の提供の充実を図る。 

 ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

１６，４４２ ２，３６３２，３６３２，３６３２，３６３     １８，８０５ 

財源内訳 
その他

一財 

１，２７８ 

１５，１６４ 

００００    

２，３６３２，３６３２，３６３２，３６３    

１，２７８ 

１７，５２７ 

                        ＣＡＴＶのデータ放送と連動したスマートフォンアプリを制作し、スマートフォンを通じて

新居浜市の様々な地域情報の取得等を可能とするシステムの構築。（９月からサービス開始予

定） 

（１）委託料   ２，３６３千円  地域情報アプリ制作管理委託料 

 

 

子育て支援対策費子育て支援対策費子育て支援対策費子育て支援対策費（（（（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    

平成２４年８月に子ども・子育て関連３法が公布されたことにより、新制度が平成２７年４月

に本格施行されることから、本市において円滑な制度移行を進めるとともに、地域の実情と保育

ニーズに対応した効果的な子育て支援の推進を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  報酬、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 

 ７７０     ２，１４４２，１４４２，１４４２，１４４    ２，９１４ 

財源内訳 一財 ７７０ ２，１４４２，１４４２，１４４２，１４４    ２，９１４ 

    新居浜市子ども・子育て会議の設置運営及び新居浜市子ども・子育て支援事業計画策定に向け

たニーズ調査の実施。 

（１）報酬    ４０５千円  委員報酬（委員１５人） 

（２）需用費    ３０千円  消耗品 

（３）役務費     ９千円  郵送代 

（４）委託料 １，７００千円  ニーズ調査業務委託料 
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保育士等処遇改善臨時特例事業費（福祉部保育士等処遇改善臨時特例事業費（福祉部保育士等処遇改善臨時特例事業費（福祉部保育士等処遇改善臨時特例事業費（福祉部    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    

全国的な保育士不足の状況を打開すべく、国費を原資とする安心子ども基金（県が設置）にお

いて、保育士の人材確保対策を推進するため、保育士の処遇改善に必要な資金を積み増しし、改

善に取り組む保育所に対して交付することにより、保育士の確保を進める。 

    （平成２５・２６年度の２か年事業） 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

０ ３３３３７７７７，，，，９３３９３３９３３９３３    ３７，９３３ 

財源内訳 県 ０ ３３３３７７７７，，，，９３３９３３９３３９３３    ３７，９３３ 

愛媛県子育て支援緊急対策事業費補助金（保育士等処遇改善臨時特例事業分）の交付内示があ

ったことによる補助金の追加。 

      ・処遇改善実施園  １６園（市内すべての私立保育所が実施） 

      ・実施期間  ２５年４月～２６年３月 

・交付見込額（基準額）  37,933,000円 

・賃金改善所要見込額   39,967,046円 

      ・賃金改善見込月額（全体平均）  常勤職員 9,000円／月 ・ 非常勤職員 7,000円／月 

      ・賃金改善の方法  ほとんどの園が一時金あるいは特別手当として支給する。 

（１）補助金   ３７，９３３千円 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）県 100%      37,933千円 

 

 

地域コミュニティ活動支援事業費（市民部地域コミュニティ活動支援事業費（市民部地域コミュニティ活動支援事業費（市民部地域コミュニティ活動支援事業費（市民部    市民活動推進課）市民活動推進課）市民活動推進課）市民活動推進課）    

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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

５１，３１４ ５５５５，，，，００００００００００００    ５６，３１４ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

５１，３１４ 

５，０００５，０００５，０００５，０００    

００００    

５，０００ 

５１，３１４ 

（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   ５，０００千円  萩生東自治会・沢津自治会 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）諸収入      5,000千円（自治総合センター助成金） 
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自主防災組織推進費（市民部自主防災組織推進費（市民部自主防災組織推進費（市民部自主防災組織推進費（市民部    防災安全課）防災安全課）防災安全課）防災安全課）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

地域の自主防災組織の防災資機材を整備し、組織の機能充実を行うことにより、共助力の強

化・地域住民の防災意識の高揚を図り、市全体の防災力の向上を目指す。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金の追加 

                                                                                                                            （単位：千円）        

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

３００ ２，０００２，０００２，０００２，０００    ２，３００ 

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

３００ 

２２２２，０，０，０，０００００００００    

００００    

２，０００ 

３００ 

（財）自治総合センター（地域防災組織育成助成事業）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   ２，０００千円  垣生連合自治会自主防災組織 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）諸収入      2,000千円（自治総合センター助成金） 

 

 

デマンドタクシー導入事業費（経済部デマンドタクシー導入事業費（経済部デマンドタクシー導入事業費（経済部デマンドタクシー導入事業費（経済部    運輸観光）運輸観光）運輸観光）運輸観光）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２０年度に策定した都市交通計画では、バス交通空白地域へ新たな公共交通を随時導入し、

高齢社会に対応し、交通弱者のための市内公共交通体系を確保することを目指すこととしている。

そのため、平成２３年１月に開始したデマンドタクシーの試験運行を第二段階に移行し、平成２

５年１０月から、利用対象地域を拡大して1年間試験運行を実施しながら、運行継続の可否を検

討する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

７，７２５ １１１１１１１１，，，，８４５８４５８４５８４５    １９，５７０ 

財源内訳 
その他 

一財 

３，８６５ 

３，８６０ 

１，７８５１，７８５１，７８５１，７８５    

１０，０６０１０，０６０１０，０６０１０，０６０    

５，６５０ 

１３，９２０ 

試験運行の延長とエリア拡大による平成２５年１０月から平成２６年３月までの運行費用の

追加。 

（１）負担金   １１，８４５千円  新居浜市地域公共交通活性化協議会 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）その他      1,785千円  利用料収入 

（２）一財         10,060千円 
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土地改良施土地改良施土地改良施土地改良施設耐震対策事業設耐震対策事業設耐震対策事業設耐震対策事業費費費費（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    

近い将来、発生が予想される東南海・南海地震に備え、万が一、決壊すれば周辺地域の施設等

に与える影響が大きいため池について、現況把握を目的とした一斉点検を実施するもので、その

後の耐震診断、耐震整備の実施に資するものである。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 ３，０３，０３，０３，０００００００００    ３，０００ 

財源内訳 県 ０ ３，０３，０３，０３，０００００００００    ３，０００ 

県から震災対策農業水利施設整備事業の補助内示があったことによる委託料の追加。 

（１）委託料   ３，０００千円  点検委託料（ため池２０カ所） 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）県 100%      3,000千円 

 

 

観光宣伝推進費（経済部観光宣伝推進費（経済部観光宣伝推進費（経済部観光宣伝推進費（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    

観光客の誘致促進を図り、交流人口の増加による地域経済の活性化を推進するため、市内の

観光施設、特産品等の観光素材を組み合わせた着地型旅行商品の企画、造成を行う。また、近

年本市の観光の目玉となっているマイントピア別子東平地区の観光ブランド力の向上を図る

ため、かつての風景や人々の営みを再現するシナリオを作成し、３ＤＣＧを素材として映像を

構築、東平資料館内学習館のシアターで放映するとともに、新規の観光客に対する動機づけの

強化を図るため、映像の一部を予告版としてネット発信する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

８，４６１ ６６６６，，，，００００００００００００    １４，４６１ 

財源内訳 

県 

その他 

一財 

０ 

６３０ 

７，８３１ 

５，６７７５，６７７５，６７７５，６７７    

００００    

３２３３２３３２３３２３    

５，６７７ 

６３０ 

８，１５４ 

県の新ふるさとづくり総合支援事業の採択が見込まれることによる事業費の追加及び財源補

正。 

（１）委託料   ６，０００千円  ３ＤＣＧ制作及びサイト構築委託料 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）県  1/2       5,677千円 （対象事業費11,355千円） 

  （２）一財        323千円 
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（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    

各部局における懸案事項等の解決のため、政策研究としての先進地研修を行う。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  旅費の追加 

                                                                                                                            （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 １，６５０１，６５０１，６５０１，６５０    １，６５０ 

財源内訳 一財 ０ １，６５０１，６５０１，６５０１，６５０    １，６５０ 

議会事務局・農業委員会事務局・港務局は各100千円、その他の部局は各150千円。 

（１）旅費   １，６５０千円 

 

施策費は、１５６，１２２千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    

セーフティネット支援対策等事業費セーフティネット支援対策等事業費セーフティネット支援対策等事業費セーフティネット支援対策等事業費（（（（福祉福祉福祉福祉部部部部    生活福祉生活福祉生活福祉生活福祉課）課）課）課）    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

生活保護の生活扶助基準については、国の社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を踏ま

えた年齢・世帯人員・地域差の３要素による影響を調整するとともに、平成２０年以降の物価下

落を勘案して見直すこととなり、生活保護受給者や地方自治体への周知等に要する期間を考慮し、

平成２５年８月から３年程度で段階的に行うなどの激変緩和措置を講じることとされた。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

１６，６３３     １，１０３１，１０３１，１０３１，１０３    １７，７３６ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

４，１２３ 

２，２３５ 

１０，２７５ 

１，１０３１，１０３１，１０３１，１０３    

００００    

００００    

５，２２６ 

２，２３５ 

１０，２７５ 

生活保護基準の見直しに係るシステム改修業務の委託。 

（１）委託料   １，１０３千円 

３３３３    補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳補正に係る財源内訳    

（１）国 100%      1,103千円（セーフティネット支援対策等補助金） 

企画企画企画企画政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（企画部（企画部（企画部（企画部    総合政策課）総合政策課）総合政策課）総合政策課）    

総務政策研究費総務政策研究費総務政策研究費総務政策研究費（総務部（総務部（総務部（総務部    総務課）総務課）総務課）総務課）    

福祉福祉福祉福祉政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（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）    

市民市民市民市民政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（市民部（市民部（市民部（市民部    市民活動推進課）市民活動推進課）市民活動推進課）市民活動推進課）    

環境環境環境環境政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（環境部（環境部（環境部（環境部    下水道管理課下水道管理課下水道管理課下水道管理課））））    

経済経済経済経済政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（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）    

建設建設建設建設政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（建設部（建設部（建設部（建設部    都市計画都市計画都市計画都市計画課）課）課）課）    

教育教育教育教育政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（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    社会教育課）社会教育課）社会教育課）社会教育課）    

消防政策研究費消防政策研究費消防政策研究費消防政策研究費（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）    

議会議会議会議会政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（議会事務局（議会事務局（議会事務局（議会事務局    議事課）議事課）議事課）議事課）    

農業農業農業農業政策研究費政策研究費政策研究費政策研究費（農業委員会事務局）（農業委員会事務局）（農業委員会事務局）（農業委員会事務局）    

港湾政策研究費（港務局港湾政策研究費（港務局港湾政策研究費（港務局港湾政策研究費（港務局    港湾課）港湾課）港湾課）港湾課）    
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経常経費は、１，１０３千円の追加となっています。 

    

３３３３    事業を賄う財源（款別歳入）事業を賄う財源（款別歳入）事業を賄う財源（款別歳入）事業を賄う財源（款別歳入）    

                                     （単位：千円） 

款 補正前の額 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

国 庫 支 出 金 ６，１４０，０６２ １，１０３１，１０３１，１０３１，１０３    ６，１４１，１６５ 

県 支 出 金 ２，７８９，１６０ ５８５８５８５８，，，，００００９０９０９０９０    ２，８４７，２５０ 

繰 入 金 ２，３０２，８８７ ６１６１６１６１，，，，９５２９５２９５２９５２    ２，３６４，８３９ 

諸 収 入 １，７９８，１７０ ４１４１４１４１，，，，４３５４３５４３５４３５    １，８３９，６０５ 

計 ４６，７２５，１４５ １１１１６２６２６２６２，，，，５８０５８０５８０５８０    ４６，８８７，７２５ 

 

 

 


