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平成２７年度６月補正予算の概要 
 

１ 予算規模等 

 今回の補正予算は、旧広瀬邸庭園整備事業等の単独事業をはじめ、防災行政無線整備事業費等の施策費

のほか、消防自動車整備事業の公共事業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９，２２０万４千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出それぞれ 

４８６億２３５万２千円となり、対前年度同期比は、１５億８，３５６万６千円、３．４％の増となって

います。 

また、特別会計では、公共下水道事業特別会計が、補正額１億１００万円の追加、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ５７億２，８７４万３千円となり、対前年度同期比は、３億４５３万６千円、５．０％

の減となっています。 

一般会計､特別会計合わせた補正額は、１億９，３２０万４千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳

出それぞれ８５２億５，８３０万９千円となり、対前年度同期比は、２８億９，７３８万１千円、３．５％

の増となっています。 

 

２ 一般会計補正予算の主な事業 

（１）公共事業 

消防自動車整備事業（消防本部 総務警防課）  

１ 事業目的   

市民が安心して生活できることを目指し、複雑多様化する各種災害に対応するために最新鋭の 

消防自動車の更新整備を行い、車両のオートメーション化、軽量化が図られることにより、安全・ 

確実・迅速に災害対応を実施する。 

  ２ 補正の内容  財源補正 

                               （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 １９９，２６４  ０  １９９，２６４  

財源内訳 

国 

市債 

一財 

４５，５９８ 

１３１，２００ 

２２，４６６ 

△４５，５９８ 

５５，８００ 

△１０，２０２ 

 ０ 

１８７，０００ 

１２，２６４ 

緊急消防援助隊設備整備補助金の配分なしとの内示による財源補正 

  ３ 補正に係る財源内訳 

（１）国庫補助金（１/２）   △45,598千円（緊急消防援助隊設備整備費補助金） 

（２）消防自動車整備事業債    55,800千円 

（３）一財           △10,202千円 

 

公共事業は、財源補正のみです。 
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（２）単独事業 

障がい者支援施設整備事業（福祉部 地域福祉課） （新規） 

１ 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、国庫補助の内示が見込まれるため、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。 

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  ２６，６２２  ２６，６２２  

財源内訳 一財 ０ ２６，６２２ ２６，６２２ 

障がい福祉サービス事業所「（仮称）はぴねすハビリテーリングセンター」整備にかかる社会

福祉法人はぴねす福祉会への助成 

（１）負担金補助及び交付金   ２６，６２２千円  （補助金） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）一財       26,622千円  

 

 

 

 

高齢者生きがい創造学園環境整備事業（教育委員会事務局 社会教育課）  

１ 事業目的 

高齢者生きがい創造学園については本年４月に本棟ホール部分からの雨漏りが発生したため、

屋上防水シートの張替えを行い、施設の適切な維持管理を図る。 

２ 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 補正後 

 ６，０００  ９，０７２  １５，０７２  

財源内訳 
その他 

一財 

０ 

６，０００ 

９，０７２ 

０ 

 ９，０７２ 

６，０００ 

高齢者生きがい創造学園本棟ホール屋上防水にかかる工事費 

（１）工事請負費   ９，０７２千円  （屋上防水工事費） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 公共施設整備基金繰入金    9,072千円 
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旧広瀬邸庭園整備事業（教育委員会事務局 スポーツ文化課）  

１ 事業目的 

新居浜市の礎となった別子銅山の文化遺産である旧広瀬邸内庭を、故郷への愛着を育み、地域

コミュニティ再生の拠点とするべく創建当時の状態に復元整備する。 

２ 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 補正後 

 ２，９０６  １５，５２５  １８，４３１  

財源内訳 
市債 

一財 

０ 

２，９０６ 

１３，９００ 

１，６２５ 

 １３，９００ 

４，５３１ 

旧広瀬邸庭園整備にかかる委託料 

（１）委託料   １５，５２５千円  （旧広瀬邸庭園整備委託料） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１） 地域活性化事業債       13,900千円 

（２） 一財               1,625千円  

 

単独事業費は、５１，２１９千円の追加となっています。 

 

（３）施策事業 

地域づくり促進事業費（市民部 地域コミュニティ課） （新規） 

１ 事業目的 

自主自立の地域づくりを担う人材の育成と確保のため、「地方創生コミュニティ・イノベーター 

志縁塾」を開設し、様々な活動分野や地域において活動する人々に対して、共に学ぶ機会を提供 

することで、企画提案や事業提案など、地域と共に地域づくりを行い、地域の課題解決に繋げる。 

２ 補正の内容  報償費等の追加 

                               （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０  １，６０４  １，６０４  

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

８００ 

８０４ 

 ８００ 

８０４ 

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、「地方創生 

コミュニティ・イノベーター 志縁塾」開設に伴う講師謝礼・視察旅費等 

（１）報償費   ３３６千円   （講師謝礼金） 

（２）旅費    ４６１千円   （講師旅費等） 

（３）使用料   ３９４千円   （視察バス借上料） 

（４）その他   ４１３千円   （消耗品費、印刷製本費、通信運搬費） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県支出金 （１/２）      800千円（新ふるさとづくり総合支援事業補助金） 

（２）一財                804千円  
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防災行政無線整備事業費（市民部 防災安全課） （新規） 

１ 事業目的 

防災行政無線が雨や雷等でかき消され、放送内容や災害情報が住民に十分伝わらない課題が指摘 

されていることを踏まえ、災害情報を住民へより確実に伝達するため、市内１１０自主防災組織の 

代表者宅等への戸別受信機の整備等を行う。 

２ 補正の内容  器具購入費等の追加 

                              （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

 ０ ６，８６９  ６，８６９  

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

２，２００ 

４，６６９ 

２，２００ 

４，６６９ 

 県の市町戸別受信機等緊急整備事業費補助金を活用した防災行政無線戸別受信機購入費、ダイ

ポールアンテナ設置委託料等 

（１）器具購入費   ６，１５６千円（防災行政無線戸別受信機、ダイポールアンテナ） 

（２）委託料       ７１３千円（ダイポールアンテナ設置委託料） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県支出金（4/10）    2,200千円（市町戸別受信機等緊急整備事業費補助金） 

（２）一財          4,669千円 

 

 

    空き家等対策事業費（市民部 防災安全課） （新規） 

１ 事業目的 

新居浜市空き家対策計画を策定するため、現在把握しているデータを基に、老朽化の著しい約

７５０箇所の老朽度を点数化する調査などを行い、空き家等対策の推進に関する特別措置法第 11

条で規定されている空家等に関するデータベース整備を行う。 

２ 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 補正後 

０  ６，８９１   ６，８９１  

財源内訳 
国 

一財 

０ 

０ 

３，４４５ 

３，４４６ 

３，４４５ 

３，４４６ 

平成２７年度社会資本整備総合交付金の配分内示があったことによる空き家のデータベース

作成委託料 

（１）委託料    ６，８９１千円  （空き家等調査委託料） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国庫補助金（1/2）   3,445千円（社会資本整備総合交付金） 

（２）一財          3,446千円 
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避難所資機材等整備事業費（市民部 防災安全課）（新規） 

１ 事業目的 

      地震等による大規模災害に備え、避難対策の促進を図るため、避難所への資機材等を整備する。 

２ 補正の内容  委託料、備品購入費の追加 

                                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０  ４，００８   ４，００８  

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

１，６００ 

２，４０８ 

１，６００ 

２，４０８ 

      県から平成２７年度市町避難対策支援強化事業費補助金の内示があったことによる、指定避難所

である公民館への簡易トイレ整備のための備品購入費及び防災井戸を整備するための委託料 

    （１）委託料      ２，９１９千円  （打ち抜き井戸、深井戸設置） 

    （２）備品購入費    １，０８９千円  （簡易トイレ購入費） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県支出金（4/10）   1,600千円（市町避難対策支援強化事業費補助金） 

（２）一財          2,408千円 

 

 

小学校教育研究県指定校費（教育委員会事務局 学校教育課）  

１ 事業目的 

文部科学省が学校における食育の充実に資するため推進している「スーパー食育スクール事業」

の事業実施校に泉川小学校が指定されたことにより、「食と健康」～食育の推進による健やかな

体つくりを目指して～を取組テーマとして、食育活動を推進する。 

２ 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 補正後 

１００  １，３５０   １，４５０  

財源内訳 県 １００ １，３５０ １，４５０ 

文部科学省所管の「スーパー食育スクール事業」に係る事業採択が決定したことによる、食育

のモデル実践プログラムを構築する総合食育推進事業を実施するための消耗品費、印刷製本費等 

（１）講師謝礼          ３０千円 （食育講演会） 

（２）旅費           １９６千円 （先進地視察、講師旅費等） 

（３）消耗品費         ３２１千円 （食育関係教材等） 

（４）印刷製本費        ５６０千円 （実践校研究集録） 

（５）通信運搬費         １６千円 （資料等郵送代） 

（６）手数料          ２２７千円 （血液検査代） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）県委託金（10/10）     1,450千円（教育研究県指定校費委託金） 

（２）県補助金（10/10）     △100千円（教育研究県指定校費補助金） 
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持続可能な開発のための教育推進費（教育委員会事務局 学校教育課）  

１ 事業目的 

子どもたちに現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、取組み、解決し、実践化してい

こうとする態度を育成し、将来にわたって持続可能な社会を構築する担い手を育むＥＳＤ教育を

行う。 

平成２７年度は、四国のＥＳＤ推進の拠点として、ＥＳＤ主任をはじめとする教職員のレベル

アップを図り、グローバルに活躍する人材の育成を目指す。 

２ 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 補正後 

５０９  ４，２７７   ４，７８６  

財源内訳 
国 

一財 

０ 

５０９ 

４，２７７ 

０ 

４，２７７ 

５０９ 

文部科学省所管のユネスコ活動費補助金に係る補助事業として「四国におけるグローバル人材

育成に向けたＥＳＤ地域モデル推進事業」が採択されたことによる、研修会、協議会、相互交流、

先進地視察等を実施するための講師謝礼、講師旅費等 

（１）講師謝礼      １，８９５千円 （研修会、協議会等謝金） 

  （２）旅費          ９０８千円 （研修会等講師、先進地研修旅費） 

  （３）消耗品費        ３２１千円 （教材、書籍等） 

  （４）印刷製本費       ５３２千円 （ＥＳＤ冊子、パンフレット） 

  （５）委託料          ８１千円 （教職員研修反訳業務） 

  （６）自動車借上料      ５４０千円 （大型バス借上げ） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）国庫補助金（10/10）    4,277千円（ユネスコ活動費補助金） 

 

施策費は、３９，４２９千円の追加となっています。 

 



 7 

（４）経常経費 

母子家庭医療費（福祉部 子育て支援課） 

１ 事業目的 

ひとり親家庭への更なる支援充実を図るため、県内で統一して平成２７年７月から助成対象者に 

父子家庭を加えることとなったため、現システムの改修を行う。 

２ 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 補正後 

１１６，４８２ １，５５６  １１８，０３８  

財源内訳 

県 

その他 

一財 

５８，３３６ 

６，５６０ 

５１，５８６ 

０ 

０ 

１，５５６ 

５８，３３６ 

６，５６０ 

５３，１４２ 

「愛媛県母子家庭医療費補助金交付要綱」の一部改正により、平成２７年７月から父子家庭へ対 

象を拡大することとなったことによるシステム改修委託料 

（１）委託料   １，５５６千円  （システム改修委託料） 

３ 補正に係る財源内訳 

（１）一財        1,556千円  

 

経常経費は、１，５５６千円の追加となっています。 

 

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 

国 庫 支 出 金 ７，２１８，７９７ △３７，８７６ ７，１８０，９２１ 

県 支 出 金 ２，９８８，７９１ ７，６３６ ２，９９６，４２７ 

繰 入 金 １，９４７，９８３ ３０，７４４ １，９７８，７２７ 

諸 収 入 １，９８８，１６５ ２２，０００ ２，０１０，１６５ 

市     債 ４，８９２，１００ ６９，７００ ４，９６１，８００ 

計 ４８，５１０，１４８ ９２，２０４ ４８，６０２，３５２ 
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４ 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 

５，６２７，７４３ １０１，０００   ５，７２８，７４３   

財源内訳 

国 

繰入金 

市債 

４５２，３００ 

１，８７９，６０２ 

１，２３４，８００ 

５０，５００ 

５，１００ 

４５，４００ 

５０２，８００ 

１，８８４，７０２ 

１，２８０，２００ 

     社会資本整備総合交付金の内示増に伴う事業費の追加 

 ・建設費（１０１，０００千円 ） 

 

 


