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平成２５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、夜間照明施設整備事業等の公共事業、国体施設整備事業等の単独事業のほか、もの

づくり産業振興推進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８億６，６０６万５千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４７７億５,３７９万円となり、対前年度同期比は、７，６５５万８千円、０．２％の増となっています。 

 

また、特別会計では、 

 
（１） 国民健康保険事業特別会計が、補正額７,８１９万円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出それ

ぞれ１４６億３,５６８万１千円となり、対前年度同期比は、２億８,４３０万３千円、２．０％
の増 
 

（２） 介護保険事業特別会計が、補正額1億２,２７２万９千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出
それぞれ１２９億７，９３１万５千円となり、対前年度同期比は、３億２，０２０万２千円、 
２．５％の増 

 

一般会計､特別会計合わせた補正額は、１０億６,６９８万４千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ８２９億６,２６８万８千円となり、対前年度同期比は、７億６,９６１万８千円、０．９％の

増となっています。 

 

 

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    

 

   夜間照明施設整備事業（教育委員会事務局夜間照明施設整備事業（教育委員会事務局夜間照明施設整備事業（教育委員会事務局夜間照明施設整備事業（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）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                                    老朽化が進む学校開放照明設備、防球ネット等の計画的な更新（建替え）を行い、市民のス

ポーツ活動を促進し、健康増進に資すると共に、児童・生徒及び利用者の安全確保を図る。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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     ２０４，９４８２０４，９４８２０４，９４８２０４，９４８     ２０４，９４８ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

０ 

０ 

０ 

２，２９４２，２９４２，２９４２，２９４    

１９２，５００１９２，５００１９２，５００１９２，５００    

１０，１５４１０，１５４１０，１５４１０，１５４    

２，２９４ 

１９２，５００ 

１０，１５４ 

      ９小学校・１中学校の防球ネットの更新。 

（１）工事費    ２０４，１４８千円   

新居浜小学校・金子小学校・惣開小学校・垣生小学校・浮島小学校・

高津小学校・船木小学校・泉川小学校・大生院小学校・角野中学校 

  （２）事務費        ８００千円  時間外・消耗品 
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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 1/3         2,294千円（学校施設環境改善交付金） 

（２）市債 （95%）    192,500千円（合併特例債） 

（３）一財        10,154千円 

 

 

公共事業費は、２０４，９４８千円の追加となっています。 

 

 

 

（２）単独事業（２）単独事業（２）単独事業（２）単独事業    

    
   太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電推進事業推進事業推進事業推進事業（環境部（環境部（環境部（環境部    環境保全課）環境保全課）環境保全課）環境保全課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                                    地球温暖化対策として、市施設への太陽光発電システムの導入を推進し、市民の目に触れる

形で普及啓発を図り、再生可能エネルギーの利活用の拡大を図る。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

４３，２００     ６２６２６２６２，，，，９３０９３０９３０９３０     １０６，１３０ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

０ 

１４，４００ 

２８，８００ 

６２，９３０６２，９３０６２，９３０６２，９３０    

００００    

００００    

６２，９３０ 

１４，４００ 

２８，８００ 

  太陽光発電システム等の設置。 

（１）工事費 ６２，９３０千円 

ア 太陽光発電システム（１５ｋW）設置工事 21,588千円 

       本庁舎車庫棟屋上に１５ｋWの太陽光発電システムを設置する。屋上の防水工事含む。 

イ 蓄電池（１５ｋWh）設置工事        12,915千円 

       太陽光発電システムで発電した電気を蓄電池に蓄えるとともに、LED 電光表示器の稼働と

本庁舎で使用する電気使用量の一部を賄う。 

ウ ＬＥＤ電光表示器設置工事（２基）    28,427千円 

       防災行政無線、Ｊ－ＡＬＥＲＴと連動、光化学スモッグ注意報発令時の広報、ＰＭ２．５

注意喚起時の広報、普段のイベント情報を市民に提供する。 

        ①市役所ロータリー付近に設置（８文字６段）  文字、音声、画像情報を発信 

        ②車庫棟東側壁面に設置（１０文字２段）    文字、音声情報を発信     

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         62,930千円（地域の元気臨時交付金） 
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一般下水路整備事業（環境部一般下水路整備事業（環境部一般下水路整備事業（環境部一般下水路整備事業（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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

 ９０，０００     ６５６５６５６５，０００，０００，０００，０００    １５５，０００ 

財源内訳 一財 ９０，０００ ６５６５６５６５，０００，０００，０００，０００    １５５，０００ 

一般下水路の整備促進を図る。 

（１）工事費   ４５，０００千円    大島雨水ポンプ設置工事ほか３件 

（２）施設修繕料  ７，０００千円 

（３）委託料    ３，０００千円    河川堤防除草業務等 

    （４）補償費   １０，０００千円 

 

 

市単独土地改良事業（経済部市単独土地改良事業（経済部市単独土地改良事業（経済部市単独土地改良事業（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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  補助金等の追加 

                                                                                                                        （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 

 ４０，０００     ３１３１３１３１，０００，０００，０００，０００    ７１，０００ 

財源内訳 一財 ４０，０００ ３１３１３１３１，０００，０００，０００，０００    ７１，０００ 

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 

（２）原材料費   １，０００千円 

 

 

農道維持管理事業（経済部農道維持管理事業（経済部農道維持管理事業（経済部農道維持管理事業（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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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     ２９２９２９２９，０００，０００，０００，０００    ４９，０００ 

財源内訳 一財 ２０，０００ ２９２９２９２９，０００，０００，０００，０００    ４９，０００ 

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    ７，０００千円  農道舗装及び安全施設等工事 

（２）施設修繕料 １２，０００千円  農道、水路等の補修 

（３）委託料   １０，０００千円  除草、水路等の浚渫、緊急舗装補修等業務委託 
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道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部道路整備事業（建設部道路整備事業（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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

 ３１４，０００     １５７，０００１５７，０００１５７，０００１５７，０００    ４７１，０００ 

財源内訳 一財 ３１４，０００ １５７，００１５７，００１５７，００１５７，００００００    ４７１，０００ 

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      ９５，０００千円  交通安全施設整備（カラー舗装外） 

岸の下東旦の上線道路改良工事外 

（２）施設修繕料     ９，０００千円  道路施設修繕外 

（３）用地費       １，７００千円  角野関の戸線外 

（４）測量設計委託料  １１，２００千円  東田光明寺線測量設計委託外 

（５）道路管理委託料  ３７，１００千円  舗装補修外 

（６）補償費       ３，０００千円  角野関の戸線外 

 

 

   小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局小学校施設環境整備事業（教育委員会事務局    学校教育課）学校教育課）学校教育課）学校教育課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

        小学校１７校の施設について、老朽化した各種施設の修繕及び改修工事等を行い、安全で快適

な教育環境の確保・維持管理を図る。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

６５，６７４     ２２２２５，５，５，５，２０２０２０２０００００     ９０，８７４ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

０ 

０ 

６５，６７４ 

５，３７２５，３７２５，３７２５，３７２    

１１１１８８８８，，，，８８８８００００００００    

１，０２８１，０２８１，０２８１，０２８    

５，３７２ 

１８，８００ 

６６，７０２ 

      大生院小学校運動場の水はけを改善するため、運動場排水整備工事を行う。 

            （１）工事費     ２２，０００千円  大生院小学校運動場排水整備工事 

   （２）委託料      ３，０００千円  設計業務 

（３）事務費        ２００千円  時間外・消耗品 

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 1/3         5,372千円（学校施設環境改善交付金） 

（２）市債 （95%）    18,800千円（合併特例債） 

（３）一財        1,028千円 
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   国体施設国体施設国体施設国体施設整備整備整備整備事業（教育委員会事務局事業（教育委員会事務局事業（教育委員会事務局事業（教育委員会事務局    スポーツ文化課）スポーツ文化課）スポーツ文化課）スポーツ文化課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

                                    平成 29 年に開催されるえひめ国体において、本市で 4 種目（サッカー、軟式野球、セーリ

ング、ウエイトリフティング）の競技実施が決定している。国体及びリハーサル大会が安全に

実施できるよう、中央競技団体の正規視察での指摘事項及び要望事項に基づき、改修等を実施

する。     

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

２９，４５１     ２４７，４９５２４７，４９５２４７，４９５２４７，４９５    ２７６，９４６ 

財源内訳 
市債 

一財 

０ 

２９，４５１ 

２３５，１００２３５，１００２３５，１００２３５，１００    

１２，３９５１２，３９５１２，３９５１２，３９５    

２３５，１００ 

４１，８４６ 

                        全国高専サッカー大会、天皇賜杯軟式野球全日本選手権大会が平成26年に新居浜市を会場に開

催されるため、大会に合わせて、市営野球場スコアボード改修、市営サッカー場観覧席設置を行

う。 

        （１）工事費     ２４０，４９５千円  市営野球場スコアボード改修工事 

                        市営サッカー場常設観覧席設置工事 

  （２）委託料       ７，０００千円  観覧席設計業務 

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）市債（95%）    235,100千円（合併特例債） 

（２）一財         12,395千円 

 

 

単独事業費は、６３１，６２５千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    

    
走る広告塔事業走る広告塔事業走る広告塔事業走る広告塔事業費（費（費（費（企画部企画部企画部企画部    秘書広報秘書広報秘書広報秘書広報課課課課））））    （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    

新居浜市の知名度を高め、観光等を通じた交流人口の拡大につなげるため、全国各地を走行する

車両（長距離バス・長距離トラック）の車体を広告スペースとして活用し、新居浜太鼓祭り、別子

銅山産業遺産等の地域の魅力を広く情報発信する。 

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 

 ０     ２，２，２，２，３６２３６２３６２３６２    ２，３６２ 

財源内訳 一財 ０ ２，２，２，２，３６２３６２３６２３６２    ２，３６２ 

 車体のラッピングのデザイン・製作 

（１）委託料      ２，３６２千円  トラック２台・バス２台 

 

 

   子ども医療助成子ども医療助成子ども医療助成子ども医療助成費費費費（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    

子ども医療費助成制度により、平成２５年４月診療分から小中学生の入院に係る医療費の助成

を行っている。子どもの保健福祉の増進と医療費負担の軽減による子育て支援の拡充を図るため、

平成２６年４月診療分より助成対象を拡大し、新たに小学校修了前までの子どもの歯科外来に係

る医療費を助成する。 

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 

１６，３５５ ９９９９，，，，５３０５３０５３０５３０     ２５，８８５ 

財源内訳 一財 １６，３５５ ９９９９，，，，５３０５３０５３０５３０    ２５，８８５ 

平成２６年４月診療分から助成を開始するため、平成２５年度中にシステム改修、申請書の受付

及び受給資格証の発行に係る事務を行う。 

（１）委託料    ６，４６８千円  国保連合会システム・基幹システム改修 

（２）事務費    ３，０６２千円  通信運搬費・印刷製本費・時間外・消耗品 
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    災害対策推進費災害対策推進費災害対策推進費災害対策推進費（（（（市民市民市民市民部部部部    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    

緊急地震速報を見聞きしてからの適切な行動をとるために、対応マニュアルを作成し、全戸に

配布し、緊急地震速報の利用の心得や地震に対する備えを周知することにより、地震発生時にお

ける被害の軽減を図る。 

地域の標高も重要な防災情報の一つであるという観点から、市内６６カ所の避難所（収容施設）

に、避難所指定の表示及び避難所の標高を示す表示板を設置し、地域の標高を知ることにより、

防災意識の高揚を図る。 

  ２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  需用費等の追加 

                                                                                                                                        （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 

２，９３２ ９０６９０６９０６９０６    ３，８３８ 

財源内訳 一財 ２，９３２ ９０６９０６９０６９０６    ３，８３８ 

                            緊急地震速報対応マニュアルを全戸に配布するとともに、全避難所に標高表示板を設置する。 

（１）需用費        ８１１千円  緊急地震速報対応マニュアル作成 476千円 

標高及び避難所表示板設置 335千円 

  （２）役務費         ９５千円  市政だより梱包・折込 

  

 

有害鳥獣駆除費有害鳥獣駆除費有害鳥獣駆除費有害鳥獣駆除費（（（（経済経済経済経済部部部部    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    

山林に生息する鳥獣（イノシシ・サル・シカ）が、人家付近及び田畑へ出没を繰り返し、農作物

に被害を与えている。農作物被害の軽減による農業者の生産意欲の維持及び地域住民の安全確保の

ため、有害鳥獣駆除及び侵入防止柵の設置等により農作物の被害軽減を図る。 

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 

１，７５０ ８，６８０８，６８０８，６８０８，６８０    １０，４３０ 

財源内訳 
県 

一財 

４００ 

１，３５０ 

６，３８０６，３８０６，３８０６，３８０    

２，３００２，３００２，３００２，３００    

６，７８０ 

３，６５０ 

    愛媛県捕獲隊支援事業等の補助内示があったことによる報償費・補助金の追加。 

（１）報償費    ６００千円  有害鳥獣捕獲に対する報償費（１頭１万円） 

（２）補助金  ８，０８０千円  交付先：新居浜市鳥獣被害対策協議会 

   ①捕獲隊支援事業          186千円 猟友会費・狩猟免許更新補助 

   ②鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業 1,760千円 駆除経費補助（１頭８千円） 

   ③鳥獣被害防止総合対策事業    6,134千円 ワイヤーメッシュ柵等購入補助 

 

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       6,380千円 

・有害鳥獣駆除事業補助金（1/2）            300千円 

・捕獲隊支援事業補助金（10/10）            186千円 

・鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金（10/10）   1,760千円 

・鳥獣被害防止総合対策事業補助金（10/10 ）       4,134千円 
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産学官連携推進産学官連携推進産学官連携推進産学官連携推進費費費費（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）    （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    

住友共同電力㈱の石炭火力発電に伴い排出される石炭灰と住友金属鉱山㈱の銅製錬の副産物と

して生じる銅水砕スラグが多量に排出されており、これらのリサイクル活用を促進・活用させるこ

とが重要な課題となっている。 

そのため、石炭灰を加工した高品質フライアッシュ（CFFA）と銅水砕スラグを利用し、ひび割れ

がなく仕上がりがきれいで、長寿命となる次世代コンクリートを研究開発し、本市産業の振興、循

環型社会の構築、新居浜ブランドの創出を図る。 

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 

０ ５００５００５００５００    ５００ 

財源内訳 一財 ０ ５０５０５０５０００００    ５００ 

住友金属鉱山㈱、住友共同電力㈱、愛媛大学、新居浜市による研究会を設置し、製品開発のため

の研究を進める。 

（１）負担金  ５００千円  研究会負担金 

 

 

ものづくり産業振興推進費（経済部ものづくり産業振興推進費（経済部ものづくり産業振興推進費（経済部ものづくり産業振興推進費（経済部    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    

少子高齢化や人口減少の進行など、地域経済を取り巻く社会環境が変化する中、地域経済の発展

を図るためには、経済・産業構造、固有の資源などの地域の特性・強みを活かした、地域活性化を

進めていく必要がある。 

地域経済構造分析調査を実施することで、地域経済のヒト、モノ、金の流れを客観的に分析・評

価を行い、今後の産業振興施策展開のための基本的指針とする。 

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 ５５５５，，，，００００００００００００    ５，０００ 

財源内訳 一財 ０ ５，００５，００５，００５，００００００    ５，０００ 

    地域経済の循環構造について客観的な分析・評価を行う。 

（１）委託料  ５，０００千円  地域経済構造分析委託 

 

 

 

施策費は、２８，２８８千円の追加となっています。 
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（４）経常経費（４）経常経費（４）経常経費（４）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    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

１２２，６４４     １，１，１，１，２０４２０４２０４２０４    １２３，８４８ 

財源内訳 
その他 

一財 

２３，９５４ 

９８，６９０ 

１，１，１，１，２０４２０４２０４２０４    

００００    

２５，１５８ 

９８，６９０ 

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   ３０４千円  手袋60双、携帯用投光器115器 

（２）備品購入費  ９００千円  バルーン投光器4基 

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    1,204千円（消防団員安全装備品整備等助成事業助成金304千円、 

コミュニティ助成事業助成金900千円） 

 

 

経常経費は、１，２０４千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 

地方特例交付金 ４０，０００ ２７２７２７２７，，，，７１６７１６７１６７１６    ６７，７１６ 

地 方 交 付 税 ５，７８０，０００ １３０１３０１３０１３０，，，，９９８９９８９９８９９８    ５，９１０，９９８ 

国 庫 支 出 金 ６，１４１，１６５ １１１１１１１１３３３３，，，，５４８５４８５４８５４８    ６，２５４，７１３ 

県 支 出 金 ２，８４７，２５０ ６６６６，，，，３８０３８０３８０３８０    ２，８５３，６３０ 

繰 入 金 ２，３６４，８３９ １１１１，，，，１８７１８７１８７１８７    ２，３６６，０２６ 

繰 越 金 １，１００，０００ ８６８６８６８６，，，，２３２２３２２３２２３２    １，１８６，２３２ 

諸 収 入 １，８３９，６０５ １１１１５５５５，，，，２０４２０４２０４２０４    １，８５４，８０９ 

市 債 ５，５９２，６００ ４８４４８４４８４４８４，８００，８００，８００，８００    ６，０７７，４００ 

計 ４６，８８７，７２５ ８６６８６６８６６８６６，，，，０６５０６５０６５０６５    ４７，７５３，７９０ 
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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    

駅周辺整備事業（建設部駅周辺整備事業（建設部駅周辺整備事業（建設部駅周辺整備事業（建設部    区画整理課）区画整理課）区画整理課）区画整理課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新居浜らしい出会いの場、にぎわいづくりを実現するため、新居浜駅前の「人の広場」にシンボ

ルロードの物語性の起点となるモニュメントを設置し、別子銅山の歴史と文化が息づく空間づくり

を図る。平成２６年度のモニュメント製作設置に向けて、今年度に作品を公募する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  債務負担行為 

                                                                                                                                            （単位：千円）    

事業名 期間期間期間期間    限度額 

駅周辺整備事業 平成25年度から平成26年度まで    １５，５００ 

    

    

５５５５    特別会計の補正内容特別会計の補正内容特別会計の補正内容特別会計の補正内容    

（※財源内訳（※財源内訳（※財源内訳（※財源内訳は今回補正に係る財源のみ記載しています。）は今回補正に係る財源のみ記載しています。）は今回補正に係る財源のみ記載しています。）は今回補正に係る財源のみ記載しています。）    

    

 

（（（（１１１１））））国民健康国民健康国民健康国民健康保険事業特別会計保険事業特別会計保険事業特別会計保険事業特別会計                          （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 

１４，５５７，４９１ ７８７８７８７８，，，，１９０１９０１９０１９０        １４，６３５，６８１  

財源内訳 繰越金 １ ７８７８７８７８，，，，１９０１９０１９０１９０    ７８，１９１ 

     ・基金積立金      平成24年度決算による繰越金の追加（78,190千円） 

     ・後期高齢者支援金等  負担金の減額（△612千円） 

     ・前期高齢者納付金等  負担金の追加（612千円） 

 

（（（（２２２２））））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 

１２，８５６，５８６ １１１１２２２２２２２２，，，，７２９７２９７２９７２９        １２，９７９，３１５  

財源内訳 繰越金 ０ １１１１２２２２２２２２，，，，７２７２７２７２９９９９    １２２，７２９ 

    ・基金積立金  平成24年度決算による繰越金の追加（57,915千円） 

  ・償還金    精算による平成24年度国費・県費等償還金の追加（64,814千円） 
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６６６６    地域の元気臨時交付金地域の元気臨時交付金地域の元気臨時交付金地域の元気臨時交付金    

 

（１）内（１）内（１）内（１）内    容容容容    

国の緊急経済対策（平成２５年１月１１日閣議決定）に係る平成２４年度補正予算に対応し、各地

方公共団体において追加・前倒しした公共事業等の地方負担（国費を除く）を対象に、財政力指数に

応じて配分される国の交付金で、地域経済の活性化と雇用の創出を図るもの。 

 

（２）交付限度額（２）交付限度額（２）交付限度額（２）交付限度額  ５億３，８９５万１千円（５月２９日内示） 

 

（３）（３）（３）（３）充当充当充当充当可能可能可能可能事業事業事業事業    

平成２５年度事業で、国庫補助事業のうち国が定めた要件に合致する事業、または地方単独事業の

うち建設地方債の発行が認められる事業に充当することができる。 

併せて公共下水道事業特別会計の一般会計繰出金にも充当することが認められている。 

 

（４）（４）（４）（４）今後の今後の今後の今後の手続き手続き手続き手続き    

 今後国に対して交付金を充当する事業の内容を明らかにした実施計画を提出する予定となっている

が、９月補正予算において新たに予算措置する事業については先に財源充当し、既に予算措置してい

る事業については、実施計画提出後の補正予算時に財源補正を予定している。 

 

（５）今回充当（５）今回充当（５）今回充当（５）今回充当予定予定予定予定事業事業事業事業    

 

事  業  名 事  業  費 交付金充当額 

太陽光発電推進事業 ６２，９３０千円 ６２，９３０千円 

 


