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平成２５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、森林そ生緊急対策事業等の公共事業をはじめ、国体関連施設整備事業等の単独事業

のほか、地域おこし協力隊推進費等の施策費、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２億８，１７９万１千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４８０億３，５５８万１千円となり、対前年度同期比は、３億８，４１６万９千円、０．８％の減となっ

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４０３万９千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出それぞれ   

１億７，３３６万４千円となり、対前年度同期比は、４，８４１万８千円、２１．８％の減 

 

（２） 公共下水道事業特別会計が、補正額２億９，２１９万１千円の減額、補正後の予算総額は、歳入

歳出それぞれ５３億１，６２０万１千円となり、対前年度同期比は、１億４，０６１万円、    

２．７％の増 

 

（３） 国民健康保険事業特別会計が、補正額１１７万２千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ１４６億３，６８５万３千円となり、対前年度同期比は、２億９，９４７万７千円、    

２．１％の増 

 

（４） 介護保険事業特別会計が、補正額１，３８３万７千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ１２９億６，５４７万８千円となり、対前年度同期比は、３億１，３９０万９千円、    

２．５％の増 

 

（５） 後期高齢者医療事業特別会計が、補正額２０９万５千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ１５億６，６１３万９千円となり、対前年度同期比は、１，７２８万６千円、１．１％

の減 

 

一般会計、特別会計合わせた補正額は、２，９１９万９千円の減額、補正後の予算総額は、歳入歳出そ

れぞれ８２９億３，３４８万９千円となり、対前年度同期比は、２億３，１３２万８千円、０．３％の増

となっています。 
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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    

    

総合文化施設建設事業（企画部総合文化施設建設事業（企画部総合文化施設建設事業（企画部総合文化施設建設事業（企画部    総合文化施設準備室）総合文化施設準備室）総合文化施設準備室）総合文化施設準備室）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

新居浜駅周辺地区整備計画において、核施設となる総合文化施設を建設する。 

２２２２    継続費の補正継続費の補正継続費の補正継続費の補正 年度の変更 

                                                                                                                                （単位：千円）     

補  正  前 補  正  後 

総  額 年  度 年 割 額 総  額 年  度 年 割 額 

4,539,000 

平成24年度 1,089,000 

4,539,000 

平成24年度 1,089,000 

平成25年度 3,450,000 平成25年度 3,450,000 

平成26年度 － 平成26年度 0 

３３３３    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  財源補正 

                                                                                                                                        （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 

３，４６４，０００     ００００    ３，４６４，０００ 

財源内訳 

国 

市債 

その他 

一財 

６７２，８４０ 

１，８３１，８００ 

８５７，７６９ 

１０１，５９１ 

９３２，１６０９３２，１６０９３２，１６０９３２，１６０    

△２９３△２９３△２９３△２９３，，，，８００８００８００８００    

△６１７，７６９△６１７，７６９△６１７，７６９△６１７，７６９    

△２０，５９１△２０，５９１△２０，５９１△２０，５９１    

１，６０５，０００

１，５３８，０００

２４０，０００ 

８１，０００ 

社会資本整備総合交付金の補助率嵩上げによる財源補正。    

４４４４    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（5/10）     932,160千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）市債（95%）     △293,800千円（合併特例債） 

（３）その他         △617,769千円（文化振興基金） 

（４）一財             △20,591千円 
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森林そ生緊急対策事業（森林そ生緊急対策事業（森林そ生緊急対策事業（森林そ生緊急対策事業（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    

間伐材などの地域材を有効活用することにより、復興木材を安定供給するとともに、森林整備の

促進について加速化を図る。 

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 

 ４２，５５０     １４７，７５０１４７，７５０１４７，７５０１４７，７５０    １９０，３００ 

財源内訳 
県 

一財 

４２，４００ 

１５０ 

１４７，７５０１４７，７５０１４７，７５０１４７，７５０    

００００    

１９０，１５０ 

１５０ 

愛媛県森林そ生緊急対策事業を活用した木材加工流通施設等整備に係る補助金の追加。    

（１）補助金     １４７，７５０千円  

  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）県（10/10） 147,750千円 

 

 

公共事業費は、１４７，７５０千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    

    

国体関連施設整備事業国体関連施設整備事業国体関連施設整備事業国体関連施設整備事業（（（（企画部企画部企画部企画部    港湾管理課港湾管理課港湾管理課港湾管理課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２９年度に開催が内定している「えひめ国体」の円滑な開催に向けて、セーリング競技会場

であるマリンパーク新居浜に所要の施設を計画的に整備し、「えひめ国体」の開催に備える。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  委託料・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 

 ９，３０６     ８８８８，，，，０２４０２４０２４０２４    １７，３３０ 

財源内訳 
県 

一財 

４，８０４ 

４，５０２ 

５，３４９５，３４９５，３４９５，３４９    

２２２２，，，，６７５６７５６７５６７５    

１０，１５３ 

７，１７７ 

愛媛県セーリング連盟との協議に基づくヨット艇庫の早期建設のための地質調査、及び常設斜

路の計画見直しによる工事の追加。    

（１）委託料  ２，９００千円 ヨット艇庫地質調査・実施設計（H25・H26）(H26)6,127千円 

（２）工事費  ５，１２４千円 常設斜路（全体９，４５０千円） 

  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（2/3）   5,349千円 

（２）一財           2,675千円 

 

 

単独事業費は、２５，８０１千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    
    

ふるさと応援寄附金推進費ふるさと応援寄附金推進費ふるさと応援寄附金推進費ふるさと応援寄附金推進費（（（（企画企画企画企画部部部部    総合政策総合政策総合政策総合政策課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

個人住民税における寄附金税制の拡充、いわゆる「ふるさと納税」制度が、地方税法改正に伴い

平成２０年度に創設された。 

寄附金は、地方公共団体にとって、まちづくりを推進するための貴重な財源であるが、本市の寄

附件数・寄附金額は低調な状態が続いているため、お礼の品やＰＲ方法等を拡充することにより、

寄附件数及び寄附金額の増加を目指す。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

 ８３５     １１１１，，，，２４６２４６２４６２４６    ２，０８１ 

財源内訳 一財 ８３５ １，２１，２１，２１，２４６４６４６４６    ２，０８１ 

制度の見直しを行い、平成25年度からお礼の特産品やＰＲ方法の充実を図った結果、寄付件数

が大幅に増加したため、必要な委託料等を予算措置する。 

（１）手数料    ３１千円（Yahoo!公金支払いシステム使用料）  

（２）委託料 １，２１５千円（特産品発送業務委託料）3,000円×210件・6,500円×90件 

 

 

地域地域地域地域おこし協力隊推進費おこし協力隊推進費おこし協力隊推進費おこし協力隊推進費（（（（企画企画企画企画部部部部    総合政策総合政策総合政策総合政策課課課課））））    （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    

人口減少及び少子高齢化の進行が著しい本市の別子山地域において、地域外の人材を積極的に誘

致し、地域住民の共同活動支援や農林業の振興、伝統文化の継承など、独自の地域支援事業を通

じて地域に新しい風を取り入れ、地域住民が刺激を受けることで、意欲ある都市住民ニーズに応

えながら、共に地域力の維持及び強化並びに地域の活性化を図るとともに、その人材の定住及び

定着を図る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 ８５７８５７８５７８５７    ８５７ 

財源内訳 一財 ０ ８５７８５７８５７８５７    ８５７ 

平成２６年度に地域おこし協力隊２名を委嘱するための募集等に係る経費。 

（１）旅費    ８２３千円 募集旅費（東京・大阪）・面接参加旅費・赴任旅費 

（２）補助金    ３４千円 家賃補助 
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障害障害障害障害者自立支援給付費（福祉部者自立支援給付費（福祉部者自立支援給付費（福祉部者自立支援給付費（福祉部    地域福祉課）地域福祉課）地域福祉課）地域福祉課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による介護給付費等の給付費

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。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  扶助費等の追加 

                                                                                                                                        （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 

１，４９２，２１４ １７９，９８８１７９，９８８１７９，９８８１７９，９８８    １，６７２，２０２ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

７４４，７２５ 

３７１，３８２ 

３７６，１０７ 

８８，７３１８８，７３１８８，７３１８８，７３１    

４４，３６５４４，３６５４４，３６５４４，３６５    

４６，８９２４６，８９２４６，８９２４６，８９２    

８３３，４５６ 

４１５，７４７ 

４２２，９９９ 

利用者数が増加したことによる介護給付費、訓練等給付費等の増加及びそれに伴う自立支援給

付費審査手数料の増加等による不足額の追加。 

（１）手数料      ２１６千円 

（２）扶助費  １７９，７７２千円 

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（1/2）    88,731千円（障害者自立支援給付費負担金） 

（２）県（1/4）   44,365千円（障害者自立支援給付費負担金） 

（３）一財      46,892千円 

 

 

子育て支援対策費（福祉部子育て支援対策費（福祉部子育て支援対策費（福祉部子育て支援対策費（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２７年度から子ども・子育て支援新制度が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  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 

２，９１４ １５，７５０１５，７５０１５，７５０１５，７５０    １８，６６４ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

２，９１４ 

７，０００７，０００７，０００７，０００    

８，７５０８，７５０８，７５０８，７５０    

７，０００ 

１１，６６４ 

子ども・子育て支援管理システム構築業務委託の追加。 

（１）委託料    １５，７５０千円 新制度対応パッケージシステム導入等 

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      7,000千円（愛媛県子育て支援緊急対策事業費補助金） 

（２）一財     8,750千円 
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後期高齢者医療対策費（福祉部後期高齢者医療対策費（福祉部後期高齢者医療対策費（福祉部後期高齢者医療対策費（福祉部    国保課）国保課）国保課）国保課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

後期高齢者医療制度の適正な運営のため、保険者である愛媛県後期高齢者医療広域連合に対し、

医療給付費の１／１２を負担金として納付する。また、後期高齢者医療被保険者に対し、はり・

きゅう施術補助事業を実施する。さらに、後期高齢者の健康保持のため、広域連合からの受託事

業として、後期高齢者健康診査に係る事業を実施する。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  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 

１，２９３，４５１ ３，０８２３，０８２３，０８２３，０８２    １，２９６，５３３ 

財源内訳 
その他 

一財 

６，４５１ 

１，２８７，０００ 

７，８００７，８００７，８００７，８００    

△４，７１８△４，７１８△４，７１８△４，７１８    

１４，２５１ 

１，２８２，２８２ 

はり・きゅう施術扶助料の追加。 

（１）扶助費    ３，０８２千円 

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   7,800千円（後期高齢者医療制度特別対策補助金） 

（２）一財   △4,718千円 

 

 

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 

８，７３１     ３２３２３２３２，，，，９０７９０７９０７９０７    ４１，６３８ 

財源内訳 一財 ８，７３１ ３２，９０７３２，９０７３２，９０７３２，９０７    ４１，６３８ 

平成２５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     ３２，９０７千円（企業立地促進補助金） 
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市民体育充実強化市民体育充実強化市民体育充実強化市民体育充実強化費費費費（（（（教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    スポーツ文化スポーツ文化スポーツ文化スポーツ文化課課課課））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

全国規模の大会及び国際大会へ出場する新居浜市に在住する各種競技選手に対し奨励金を支出

する。このことにより、選手・チームへの側面的な支援を図るとともに、競技力の向上に寄与す

る。 

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  報償費の追加 

                                                                                                                                （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 

 ５，８００ １１１１，，，，９９９９００００００００    ７，７００ 

財源内訳 一財 ５，８００ １１１１，，，，９９９９００００００００    ７，７００ 

  出場した選手及び参加を義務付けられた監督、コーチ等に対する報奨金の不足に対する追加。 

（１）報償費  １，９００千円 全国大会等出場奨励金（1人1万円・国際大会3万円） 

 

 

施策事業費は、２２３，２５７千円の追加となっています。  

    

    

（４）経常経（４）経常経（４）経常経（４）経常経費費費費    

過年度支出金過年度支出金過年度支出金過年度支出金（（（（総務部総務部総務部総務部    収税課収税課収税課収税課））））    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

市税等の過年度歳入について、過納となった金額を出納閉鎖後に払い戻す場合に、現年度予算か

ら払い戻すもの。    

２２２２    補正の内容補正の内容補正の内容補正の内容  償還金の追加 

                                                                                                                                        （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 

 ８０，０００     ６７６７６７６７，，，，００００００００００００    １４７，０００ 

財源内訳 一財 ８０，０００ ６７６７６７６７，，，，００００００００００００    １４７，０００ 

過年度の市税等の償還金及び還付加算金の追加。 

（１）償還金   ６７，０００千円 

 

 

経常経費は、１８５，３３０千円の減額となっています。 
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（５）災害復旧事業費（５）災害復旧事業費（５）災害復旧事業費（５）災害復旧事業費    

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２５年９月４日の台風１７号及び平成２５年１０月２５日の台風２７号により被災した

公共土木施設等の復旧を行う。 

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 

 ４２，３００     ７７７７００００，，，，３１３３１３３１３３１３    １１２，６１３ 

財源内訳 

国 

県 

市債 

その他 

一財 

０ 

０ 

０ 

０ 

４２，３００ 

１１，５５８１１，５５８１１，５５８１１，５５８    

９２５９２５９２５９２５    

２２２２３３３３，，，，５５５５００００００００    

３３３３，，，，４１２４１２４１２４１２    

３０，９１８３０，９１８３０，９１８３０，９１８    

１１，５５８ 

９２５ 

２３，５００ 

３，４１２ 

７３，２１８ 

（１）委託料    １６，６９６千円 調査測量・土砂撤去・道路舗装・ゴミ撤去等 

（２）工事費    ３７，２２２千円 災害復旧工事費 

（３）補助金     ８，０２５千円 農業用施設等災害復旧補助金 

（４）原材料費    ６，３３８千円 諸資材費 

（５）事務費     ２，０３２千円 自動車借上料等 

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          11,558千円（災害復旧事業負担金） 

（２）県                  925千円（災害復旧補助金） 

（３）市債       23,500千円（災害復旧債） 

（４）その他            3,412千円（建物総合損害共済災害共済金） 

（５）一財       30,918千円 

 

災害復旧費は、７０，３１３千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 ６，２５４，７１３ １，５３０，７４７１，５３０，７４７１，５３０，７４７１，５３０，７４７    ７，７８５，４６０ 

県 支 出 金 ２，８５３，６３０ ２２２２５５５５５５５５，，，，８６１８６１８６１８６１    ３，１０９，４９１ 

繰 入 金 ２，３６６，０２６ △１，１９９，０７９△１，１９９，０７９△１，１９９，０７９△１，１９９，０７９    １，１６６，９４７ 

諸 収 入 １，８５４，８０９ １０，６６２１０，６６２１０，６６２１０，６６２    １，８６５，４７１ 

市 債 ６，０７７，４００ △３１６，４００△３１６，４００△３１６，４００△３１６，４００    ５，７６１，０００ 

計 ４７，７５３，７９０ ２８１，７９１２８１，７９１２８１，７９１２８１，７９１    ４８，０３５，５８１ 
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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    

指定管理委託料指定管理委託料指定管理委託料指定管理委託料（（（（福祉部福祉部福祉部福祉部    地域福祉課ほか地域福祉課ほか地域福祉課ほか地域福祉課ほか））））        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２６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。 

２２２２    補正補正補正補正の内容の内容の内容の内容  債務負担行為の追加 

                                                                                                                                    （単位：千円）    

事業名事業名事業名事業名    期間期間期間期間    限度額限度額限度額限度額    

総合福祉センター管理委託料 平成26年度から平成30年度まで 538,634 

障がい者福祉センター管理委託料 平成26年度から平成30年度まで 157,764 

女性総合センター管理委託料 平成26年度から平成30年度まで 145,790 

西原中須賀駐車場管理委託料 平成26年度から平成27年度まで 6,450 

新居浜駅前駐輪場管理委託料 平成26年度から平成27年度まで 16,959 

市民文化センター等管理委託料 平成26年度から平成30年度まで 1,859,163 

別子山ふるさと館等管理委託料 平成26年度から平成30年度まで 27,920 

    

環境活動促進費環境活動促進費環境活動促進費環境活動促進費（（（（環境部環境部環境部環境部    環境保全環境保全環境保全環境保全課）課）課）課）        

１１１１    事業目的事業目的事業目的事業目的    

平成２６年度に地球高温化対策地域協議会設立５周年を迎えるに当たり、「マイバッグデザイン

コンテスト」を行い、マイバック持参に向けた一層の取り組みを進める。平成２５年度で募集し、

平成２６年度に表彰を行う。 

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 

環境活動促進費（マイバッグデザ

インコンテスト募集事業） 
平成25年度から平成26年度まで    425 
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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    

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

（１）渡海船事業特別会計（１）渡海船事業特別会計（１）渡海船事業特別会計（１）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 

１７７，４０３ △△△△４，０３９４，０３９４，０３９４，０３９        １７３，３６４  

財源内訳 繰入金 １５７，９１０ △△△△４，０３９４，０３９４，０３９４，０３９    １５３，８７１ 

     ・総務費 

人件費補正 

    

    

（２）公共下水道事業特別会計（２）公共下水道事業特別会計（２）公共下水道事業特別会計（２）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 

５，６０８，３９２ △△△△２９２，１９１２９２，１９１２９２，１９１２９２，１９１        ５，３１６，２０１  

財源内訳 

国 

繰入金 

市債 

５７２，９００ 

１，７９０，２９１ 

１，８６６，８００ 

△△△△１４３１４３１４３１４３，，，，９９９９００００００００    

△△△△１１１１５５５５，，，，５９１５９１５９１５９１    

△△△△１３２１３２１３２１３２，７００，７００，７００，７００    

４２９，０００ 

１，７７４，７００ 

１，７３４，１００ 

     ・総務費（△４，３５０千円） 

       人件費補正△6,915、消費税の増ほか2,565 

     ・建設費（△２９１，４００千円） 

       人件費補正△3,540、社会資本整備総合交付金の減額による事業費の減△287,860

財源補正 

     ・管理費（３，５５９千円） 

人件費補正△4,686、光熱水費の増7,104、燃料費の増1,141 

    

    

（３）（３）（３）（３）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 

１４，６３５，６８１ １１１１，，，，１７２１７２１７２１７２        １４，６３６，８５３  

財源内訳 繰入金 １，４５１，７８３ １１１１，，，，１７２１７２１７２１７２    １，４５２，９５５ 

     ・総務費（△１３，８２８千円） 

  人件費補正△13,828 

・保険給付費（１５，０００千円） 

一般療養費の増15,000 
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（４）介護保険事業特別会計（４）介護保険事業特別会計（４）介護保険事業特別会計（４）介護保険事業特別会計                          （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額今回補正額今回補正額今回補正額    補正後 

１２，９７９，３１５ △△△△１３１３１３１３，，，，８３７８３７８３７８３７        １２，９６５，４７８  

財源内訳 

国 

県 

繰入金 

３，１６８，６６８ 

１，７６４，４８６ 

１，８４５，３６４ 

△△△△２２２２，，，，５７９５７９５７９５７９    

△△△△１，１，１，１，２９０２９０２９０２９０    

△△△△９９９９，，，，９６８９６８９６８９６８    

３，１６６，０８９ 

１，７６３，１９６ 

１，８３５，３９６ 

     ・総務費 （△８，７０５千円） 

       人件費補正 

     ・諸支出金（１，４００千円） 

       償還金の増 

     ・地域支援事業費（△６，５３２千円） 

       包括的支援事業費（△１，８５９千円）人件費補正 

       選択型地域支援事業費（△４，６７３千円）人件費補正等 

 

 

（５）後期高齢者医療事業特別会計（５）後期高齢者医療事業特別会計（５）後期高齢者医療事業特別会計（５）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 

１，５６８，２３４ △△△△２，０９２，０９２，０９２，０９５５５５        １，５６６，１３９  

財源内訳 繰入金 ３９０，４８３ △△△△２，０９２，０９２，０９２，０９５５５５    ３８８，３８８ 

     ・総務費 

人件費補正 
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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  ５億５，９１６万１千円（１０月２５日内示） 

 

（３）充当可能事業（３）充当可能事業（３）充当可能事業（３）充当可能事業    

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）交付金充当事業（予定）（４）交付金充当事業（予定）（４）交付金充当事業（予定）（４）交付金充当事業（予定）    

 

事  業  名 事  業  費 交付金充当額 

太陽光発電推進事業（９月） ６２，９３０千円 ６２，９３０千円 

一般下水路整備事業（当初・９月） １５５，０００千円 １１２，０００千円 

都市公園整備事業（当初） １９２，１００千円 ４６，０００千円 

新田松神子線改良事業（当初） ３３，０００千円 ２７，７８３千円 

道路整備事業（当初・９月） ４７１，０００千円 ２２３，２９８千円 

図書館整備事業（当初） １５０，４８０千円 ８７，１５０千円 

合   計 １，０６４，５１０千円 ５５９，１６１千円 

 

 

 


