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平成２７年度９月補正予算の概要 

 

１ 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をはじめ、道路整備事業等の単独事業

のほか、個人番号カード交付事業費等の施策費、港湾施設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２億８，８７０万３千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出

それぞれ４９０億６，５４１万６千円となり、対前年度同期比は、１８億２９０万５千円、 

３．８％の増となっています。 

また、特別会計では、介護保険事業特別会計が、補正額２億４，９５０万１千円の追加、補正

後の予算総額は、歳入歳出それぞれ１３３億５，１３４万２千円となり、対前年度同期比は、 

１億８，２３０万９千円、１．３％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、５億３，８２０万４千円の追加、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ８５９億７，０８７万４千円となり、対前年度同期比は、３０億５，９４７万

５千円、３．７％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 

私立保育所施設整備事業 （福祉部 子育て支援課）  

１ 事業目的 

 老朽化した市内私立保育所の施設整備等を図り、安心できる保育環境を整備するとと

もに、地域における子育て支援の推進を図るために施設整備補助を行う。 

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 １４，３０３ １４，３０３ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

９，５３５ 

４，７６８ 

９，５３５ 

４，７６８ 

県の「安心こども基金」事業への採択の内示があったことによる、ルンビニ乳幼児保育園

外部塗装改修工事及びめぐみ保育園内部改修工事にかかる補助金 

（１）負担金補助及び交付金 １４，３０３千円 私立保育所施設整備補助金 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）県支出金（2/3） 9,535 千円（子育て支援緊急対策事業費補助金） 

   （２）一財       4,768 千円 

 

公共事業費は、１４，３０３千円の追加となっています。 
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（２）単独事業 

一般下水路整備事業 （環境部 下水道建設課） 

１ 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。 

２ 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 補正後 

９０，０００ ４０，０００ １３０，０００ 

財源内訳 一財 ９０，０００ ４０，０００ １３０，０００ 

一般下水路の整備促進を図る。 

（１）工事費   ３６，０００千円 船木排水路改良工事 外５箇所 

（２）委託料    ２，０００千円 河川土砂撤去業務等   

（３）原材料費   ２，０００千円 諸資材費 

 農道維持管理事業 （経済部 農地整備課） 

１ 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、延命化又は事故等の未然

防止を図る。 

２ 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 補正後 

２３，０００ ２７，８００ ５０，８００ 

財源内訳 一財 ２３，０００ ２７，８００ ５０，８００ 

土地改良区等の要望事項の中から、市民生活に直結する緊急性の高いものの整備を図る。 

（１）工事費    ５，５００千円 農道舗装及び安全施設 

（２）施設修繕料  ９，０００千円 農道、水路等の補修 

（３）委託料   １３，３００千円 草刈・水路等の浚渫、緊急舗装補修業務委託等 

道路整備事業 （建設部 道路課） 

１ 事業目的 

 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

な機能を維持するとともに、通行の安全性の向上を図る。 

２ 補正の内容  施設修繕料、委託料の追加 

                            （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

３００，０００ ４０，０００ ３４０，０００ 

財源内訳 一財 ３００，０００ ４０，０００ ３４０，０００ 

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）施設修繕料       ８，０００千円 側溝、擁壁修繕等 

 （２）委託料     ３２，０００千円 緊急舗装、街路樹剪定 
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 防災拠点施設建設事業 （消防本部 総務警防課） 

１ 事業目的 

 防災拠点施設の建設にあたり、災害対策における迅速な対応が可能となる新しい消

防・防災システムを構築し、今後発生が予測される大規模災害に備えるとともに、防災

拠点の整備を推進する。 

２ 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 補正後 

２９８，３４７ ２３，２９７ ３２１，６４４ 

財源内訳 
市債 

一財 

１４７，３００ 

１５１，０４７ 

２４，６００ 

△１，３０３ 

１７１，９００ 

１４９，７４４ 

防災拠点施設に整備する消防・防災システムの設計委託料等の追加及び防災拠点施設建

設に伴う附帯工事における財源補正 

（１）職員手当等  １５３千円 職員の時間外勤務手当 

（２）旅費     １４４千円 協議旅費 

（３）委託料 ２３，０００千円 高機能消防指令センター他関連システム設計業務委託 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）防災拠点施設建設事業債 24,600 千円 

   （２）一財          △1,303 千円 

 

 単独事業費は、１３１，０９７千円の追加となっています。 

（３）施策事業 

 選挙等システム整備費 （選挙管理委員会事務局） （新規） 

１ 事業目的 

 選挙権年齢を１８歳に引き下げる公職選挙法等の一部を改正する法律が可決、成立し、

平成２８年６月１９日に施行されることが決定されたことに伴い、本市において運用し

ている選挙に係るシステムの整備・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 

０ １０，０００ １０，０００ 

財源内訳 
国 

一財 

０ 

０ 

５，０００ 

５，０００ 

５，０００ 

５，０００ 

選挙権年齢引き下げ及び改正が予定されている選挙人名簿登録制度の見直しによる 

プログラムの仕様変更等業務委託料 

（１）委託料  １０，０００千円  選挙人名簿調製システム改修等 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/2） 5,000 千円（選挙人名簿調製システム等改修交付金）  

   （２）一財        5,000 千円 
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個人番号カード交付事業費 （市民部 市民課） （新規） 

１ 事業目的 

平成２７年１０月からの個人番号（マイナンバー）制度実施に伴い、日本国内全住民

に個人番号が付番されることから、１０月より「通知カード」による個人番号の送付処

理及び平成２８年１月以降の個人番号カード交付事業を実施する。 

２ 補正の内容  職員手当等の追加 

                            （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０ ４，３７２ ４，３７２ 

財源内訳 
国 

一財 

０ 

０ 

３，８７２ 

５００ 

３，８７２ 

５００ 

マイナンバー法施行に伴う通知カード送付、個人番号カード交付事務費 

（１）職員手当等   １，２０３千円    職員の時間外勤務手当 

（２）賃金      １，７５８千円    事務補助職員の雇用 

（３）共済費       ２８５千円        〃 

（４）旅費            ７８千円    データーエントリーのため 

（５）需用費         ４５千円    事務用品等消耗品 

（６）役務費       ５８３千円    通知カードの再郵送代 

（７）使用料及び賃借料 ２８７千円      裏書きプリンタ借上料 

（８）備品購入費      １３３千円    個人番号カード交付用タッチパネル 

３ 補正に係る財源内訳 

    （１）国庫支出金（定額） 3,872 千円（個人番号カード交付事務費補助金） 

    （２）一財         500千円 
 

（施）老人クラブ育成費 （福祉部 介護福祉課） 

１ 事業目的 

高齢化社会が進展する今日、広く市内の元気高齢者に参加を呼びかけ「生きいきシニア

合唱団」を結成し、合唱を通じた高齢者の生きがいづくりと仲間づくりに取り組むことで、

健康長寿社会づくりの創造を目的とする。 

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 

３，１３１ ５００ ３，６３１ 

財源内訳 
県 

一財 

１，３６６ 

１，７６５ 

２５０ 

２５０ 

１，６１６ 

２，０１５ 

    県の「新ふるさとづくり総合支援事業費補助金」の内示が見込まれることによる新居浜

市老人クラブ活動事業補助金 

      （１）負担金補助及び交付金  ５００千円 生きいきシニア合唱団事業補助金 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）県支出金（1/2） 250 千円（新ふるさとづくり総合支援事業費補助金） 

   （２）一財       250 千円 
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 私立保育所一時預かり事業費 （福祉部 子育て支援課） （新規） 

１ 事業目的 

 平成２７年４月から施行された子ども・子育て支援新制度に基づき、新たに国におい

て子ども・子育て支援交付金交付要綱が制定されたことから、地域型保育事業等におい

て一時預かり事業（余裕活用型）を実施する。 

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 １，７１０ １，７１０ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

０ 

０ 

０ 

５７０ 

５７０ 

５７０ 

５７０ 

５７０ 

５７０ 

国・県から子ども・子育て支援交付金の内示が見込まれることによる私立保育所一時 

預かり事業補助金 

（１）負担金補助及び交付金  １，７１０千円 ５園、６か月分 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/3） 570 千円（子ども・子育て支援交付金） 

   （２）県支出金（1/3）  570 千円（     〃      ） 

   （３）一財        570 千円 

広域観光推進費 （経済部 運輸観光課） 

１ 事業目的 

 絶景や四季折々の花が楽しめる観光ルート「別子・翠波はな街道」を舞台に、四国中

央市と共同にてサイクリング大会「別子・翠波はな街道サイクリング 2015」を開催する

ことにより、同ルートの PRや更なる地域活性化の推進を図る。 

２ 補正の内容  職員手当等の追加 

                            （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

４５０ １，０３２ １，４８２ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

４５０ 

３６４ 

６６８ 

３６４ 

１，１１８ 

平成 27年 11月 1日に開催予定の別子・翠波はな街道サイクリング 2015に係る経費 

（１）職員手当等 ３０４千円   職員の時間外勤務手当    

（２）報償費   ２４６千円   参加者への記念品      

（３）需用費   ２１６千円   のぼり製作費 

（４）食糧費   ２６６千円   エイドステーション給水用品 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）県支出金（1/2） 364 千円(新ふるさとづくり総合支援事業費補助金) 

   （２）一財       668 千円 

 

  施策費は、１７，９１０千円の追加となっています。  
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（４）経常経費 

  経常経費は、３，９９９千円の追加となっています。 

 

（５）災害復旧事業 

漁港施設災害復旧費 （経済部 農林水産課） 

１ 事業目的 

 平成２７年７月１６日、１７日に発生した台風１１号による暴風波により、沢津漁港、

大島漁港の施設が被災したため、従前の機能を回復するための災害復旧事業を行う。 

２ 補正の内容  工事費、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 ２５，１００ ２５，１００ 

財源内訳 
国 

市債 

０ 

０ 

１０，０００ 

１５，１００ 

１０，０００ 

１５，１００ 

沢津漁港沖防波堤等災害復旧事業における委託料及び工事請負費 

（１）工事費 ２０，０００千円   沢津漁港沖防波堤災害復旧工事外４件 

（２）委託料  ５，１００千円   沢津漁港沖防波堤災害復旧設計業務等 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（2/3）      10,000 千円(漁港施設災害復旧事業負担金) 

   （２）漁港施設災害復旧債     15,100 千円 

 

港湾施設災害復旧費 （企画部 港湾管理課） 

１ 事業目的 

 平成２７年７月１６日、１７日に発生した台風１１号により被災した港湾施設の災害

復旧を行う。 

２ 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 補正後 

０ ５８，８９６ ５８，８９６ 

財源内訳 
市債 

一財 

０ 

０ 

５８，６００ 

２９６ 

５８，６００ 

２９６ 

港湾施設災害復旧事業に対する負担金 

（１）負担金  ５８，８９６千円  港湾施設災害復旧費負担金 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）港湾施設災害復旧債   58,600 千円 

   （２）一財            296 千円 
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 過年港湾施設災害復旧費 （企画部 港湾管理課） 

１ 事業目的 

 平成２６年度の台風１１号及び台風１９号により被災した港湾施設の災害復旧を行う。 

２ 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 補正後 

０ ２４，２８３ ２４，２８３ 

財源内訳 
市債 

一財 

０ 

０ 

２１，８００ 

２，４８３ 

２１，８００ 

２，４８３ 

過年度港湾施設災害復旧事業に対する負担金 

（１）負担金  ２４，２８３千円  港湾施設災害復旧費負担金 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）過年港湾施設災害復旧債    21,800 千円 

   （２）一財              2,483 千円 

 

（※参考）港務局全体事業費 

 【現年分】 

区分 内容 施設名等 事業費 国費 市負担金 

公共 工事費 東、西、内防波堤 91,000 60,666 30,334 

単独 

工事費 多喜浜防砂堤等 10,500 0 10,500 

委託料等 測量設計委託料、施設修繕等 16,800 0 16,800 

事務費等 旅費、消耗品等 1,262 0 1,262 

計 119,562 60,666 58,896 

【過年分】 

区分 内容 施設名等 事業費 国費 市負担金 

公共 工事費 東、西、内防波堤 43,909 29,271 14,638 

単独 
工事費 東、西、内防波堤付帯工 9,000 0 9,000 

事務費等 旅費、消耗品等 645 0 645 

計 53,554 29,271 24,283 
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 排水施設災害復旧費 （環境部 下水道建設課） 

１ 事業目的 

 ７月１６日から７月１７日に来襲した台風１１号により雨水排水ポンプ施設の設備等

が被災し、不具合が生じて動作不良を起こしているため、設備機能の回復を図る。 

２ 補正の内容  施設修繕料、工事費の追加 

                            （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０ １２，０８０ １２，０８０ 

財源内訳 
市債 

一財 

０ 

０ 

９，０００ 

３，０８０ 

９，０００ 

３，０８０ 

雨水排水ポンプ施設等災害復旧事業における施設修繕料及び工事請負費 

（１）施設修繕料    ９９９千円  宇高排水ポンプ場燃料タンク屋外通気管等修繕等  

（２）工事費   １１，０８１千円  宇高排水ポンプ場放流ゲート制御盤等更新工事等 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）排水施設災害復旧債 9,000 千円 

   （２）一財        3,080 千円 

 

災害復旧事業費は、１２１，３９４千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 

地方特例交付金 ６０，０００ １０，３２３ ７０，３２３ 

国 庫 支 出 金 ７，１８０，９２１ ２０，２３１ ７，２０１，１５２ 

県 支 出 金 ２，９９６，４２７ １２，０４０ ３，００８，４６７ 

繰 入 金 ２，０２５，１８５ △４９，４９９ １，９７５，６８６ 

繰 越 金 １，１００，０００ ３２３ １，１００，３２３ 

諸 収 入 ２，００８，９６８ ２１０ ２，００９，１７８ 

市 債 ５，０９０，９００ ２９５，０７５ ５，３８５，９７５ 

計 ４８，７７６，７１３ ２８８，７０３ ４９，０６５，４１６ 
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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）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 

１３，１０１，８４１ ２４９，５０１   １３，３５１，３４２   

財源内訳 繰越金 ０ ２４９，５０１ ２４９，５０１ 

    ・基金積立金  平成 26年度決算による繰越金の追加（122,856千円） 

  ・償還金    精算による平成 26年度国費・県費等償還金の追加（126,645千円） 

 


