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平成２７年度１２月補正予算の概要 

 

１ 予算規模等 

 今回の補正予算は、中学校非構造部材耐震対策事業等の公共事業をはじめ、女性総合センター

整備事業等の単独事業のほか、企業立地促進対策費等の施策費、林業施設災害復旧費の災害復旧

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７億７，８５４万７千円の追加、補正後の予算総額は歳入歳出

それぞれ４９８億４，３９６万３千円となり、対前年度同期比は、１７億２，０５０万８千円、 

３．６％の増となっています。 

 

また、特別会計では、 

（１） 公共下水道事業特別会計が、補正額９３万２千円の追加、補正後の予算総額は、歳入歳出

それぞれ５７億２，９６７万５千円となり、対前年度同期比は、４，９４１万９千円、    

０．９％の増 

 

（２） 国民健康保険事業特別会計が、補正額３，０５８万９千円の追加、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１５２億８，４９５万６千円となり、対前年度同期比は、 

１４億１，４７５万９千円、１０．２％の増 

 

（３） 工業用地造成事業特別会計が、補正額３億３，２００万円の追加、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ１０億６，６００万５千円となり、対前年度同期比は、 

４億６，８５３万６千円、７８．４％の増 

 

一般会計､特別会計合わせた補正額は、１１億４，２０６万８千円の追加、補正後の予算総額は、

歳入歳出それぞれ８７１億１，２９４万２千円となり、対前年度同期比は、 

３３億６，１３６万８千円、４．０％の増となっています。 
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２ 一般会計補正予算の主な事業 

（１）公共事業 

小学校非構造部材耐震対策事業 （教育委員会事務局 学校教育課） 

１ 事業目的 

 学校施設については、高さが６ｍを超える天井または水平投影面積が２００㎡を超え 

る天井のいずれかに該当する屋内運動場等の非構造部材の耐震対策を進めることとなっ 

ており、子どもたちの安全・安心の確保のため屋内運動場の照明の落下対策を行う。 

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 

６４，２７８ ８６，３７８ １５０，６５６ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

１５，５５２ 

４８，７００ 

２６ 

３４，６５８ 

５１，７００ 

２０ 

５０，２１０ 

１００，４００ 

４６ 

国から交付金の追加内示があったことによる市内小学校１３校の屋内運動場等 

照明落下対策工事 

【対象校】新居浜小学校、宮西小学校、金子小学校、高津小学校、浮島小学校、 

惣開小学校、若宮小学校、垣生小学校、泉川小学校、船木小学校、 

中萩小学校、大生院小学校、角野小学校 

（１）工事費   ８６，３７８千円 屋内運動場等照明落下対策工事 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/3） 34,658 千円（小学校施設環境改善交付金） 

   （２）市債（100％）    51,700 千円（全国防災事業債） 

   （３）一財            20 千円 

 

  中学校非構造部材耐震対策事業 （教育委員会事務局 学校教育課） 

１ 事業目的 

 学校施設については、高さが６ｍを超える天井または水平投影面積が２００㎡を超え 

る天井のいずれかに該当する屋内運動場等の非構造部材の耐震対策を進めることとなっ 

ており、子どもたちの安全・安心の確保のため屋内運動場の照明の落下対策等を行う。 

２ 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 補正後 

５７，８４６ １２１，０３８ １７８，８８４ 

財源内訳 

国 

市債 

一財 

１６，８４８ 

４０，９００ 

９８ 

４２，７７８ 

７８，１００ 

１６０ 

５９，６２６ 

１１９，０００ 

２５８ 

国から交付金の追加内示があったことによる中萩中学校ほか２校の屋内運動場等照明 

落下対策工事及び西中学校ほか６校の武道場屋根改修工事 
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  【対象校】 

（体育館）西中学校、中萩中学校、角野中学校 

（武道場）西中学校、南中学校、北中学校、泉川中学校、中萩中学校、角野中学校、川東中学校 

（１）委託料      １９，６２８千円  設計等委託料 

（２）工事費     １０１，４１０千円  屋内運動場等照明落下対策工事等 

 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/3） 42,778 千円（中学校施設環境改善交付金） 

   （２）市債(100%)     78,100 千円（全国防災事業債） 

   （３）一財                 160 千円 

 

公共事業費は、２０７，４１６千円の追加となっています。 

 

 

（２）単独事業 

 

女性総合センター整備事業 （市民部 男女共同参画課） 

１ 事業目的 

 平成 2年建設後、25年近くが経過する新居浜市立女性総合センターは経年による老朽 

化により施設の補修が必要となっているが、当初予定していたタイル落下防止工事に加 

え、2階南側の外壁、窓枠改修が必要とされたため、併せて工事を実施する。 

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 

４９，４５４ ７，４８４ ５６，９３８ 

財源内訳 その他 ４９，４５４ ７，４８４ ５６，９３８ 

2階南側の窓枠改修工事 

（１）工事費     ７，４８４千円  施設改修等工事 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）公共施設整備基金繰入金  7,484 千円 

 

 

単独事業費は、１６，１８９千円の追加となっています。 
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（３）施策事業 
 障害児通所支援事業費 （福祉部 地域福祉課） 

１ 事業目的 

 児童福祉法に規定する障害児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービスなど） 

及び障害児相談支援に係る給付費を給付し、障がい児の適切な療育を促すとともに福祉 

の増進を図る。 

２ 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 補正後 

１５７，１４９ ７０，０４０ ２２７，１８９ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

７１，６３３ 

３５，８１６ 

４９，７００ 

３４，９３３ 

１７，４６７ 

１７，６４０ 

１０６，５６６ 

５３，２８３ 

６７，３４０ 

障害児通所支援等の制度の浸透及び事業所増による利用者及び利用回数増加分に 

係る扶助費等 

（１）扶助費 ６９，８６５千円 障がい児援護扶助費     

（２）手数料     １７５千円 国保連審査等手数料 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/2） 34,933 千円（障害児通所給付費国庫負担金） 

   （２）県支出金（1/4）  17,467 千円（障害児通所給付費県負担金） 

   （３）一財        17,640 千円 

 

地域型保育事業費 （福祉部 子育て支援課） 

１ 事業目的 

 平成２７年４月から本格施行された子ども・子育て支援新制度における新たな保育施 

設として、市が認可を行う地域型保育事業所に対して、子ども・子育て支援法の規定に 

基づき、施設運営に係る公的な負担を行う。 

２ 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 補正後 

８５，６０３ １３，２９１ ９８，８９４ 

財源内訳 

国 

県 

一財 

４２，８０１ 

２１，４００ 

２１，４０２ 

５，３０７ 

２，６５４ 

５，３３０ 

４８，１０８ 

２４，０５４ 

２６，７３２ 

地域型保育事業の認可施設の増及び利用人数の増加による給付費 

（１）扶助費  １３，２９１千円  地域型保育給付費 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/2） 5,307 千円 （私立保育所運営費負担金） 

   （２）県支出金（1/4）  2,654 千円 （     〃     ） 

   （３）一財        5,330 千円 
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 地産食材六次産業化推進事業費 （経済部 農林水産課） 

１ 事業目的 

一次産業の振興を目的に新居浜地域産の食材を利用した新たな商品の開発を行い、水産 

資源の有効利用と魚食の推進を図るため、漁業者が設立した六次産業化を目指す法人に 

対して加工施設改修の工事費や設備導入等の初期投資を支援する。 

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 

３，０００ １０，０００ １３，０００ 

財源内訳 
国 

一財 

０ 

３，０００ 

１０，０００ 

０ 

１０，０００ 

３，０００ 

初期投資額から融資額を含む自己負担分を除いた額についての補助金 

（１）負担金補助及び交付金 １０，０００千円 地域経済循環創造事業補助金 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（10/10）  10,000 千円（地域経済循環創造事業交付金） 

    

 企業立地促進対策費 （経済部 産業振興課） 

１ 事業目的 

新居浜市企業立地促進条例に基づき、市内への企業立地促進に必要な奨励措置を講じ、 

高付加価値型、先端技術型への移行を促進するなど、本市産業の振興と雇用促進を図り、

地域活性化に資する。 

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 

２００，１００ ３１６，１７７ ５１６，２７７ 

財源内訳 一財 ２００，１００ ３１６，１７７ ５１６，２７７ 

新居浜市企業立地促進条例に基づき、市内への企業立地案件に対し交付する奨励金 

（１）負担金補助及び交付金 ３１６，１７７千円 企業立地促進奨励金 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）一財 316,177 千円 
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 観光交流施設準備事業費 （経済部 運輸観光課） 

１ 事業目的 

平成２８年度にリニューアルオープン予定のマイントピア別子の温浴施設及び子供用遊 

戯施設について、テレビやラジオ等で事前に広報することにより周知を図り、施設利用者 

及び観光客の誘致促進を図る。また、新施設の運営を行う指定管理者に対し、事前準備業 

務として施設の運営をする上で必要な研修等を行い、オープン後の円滑な施設運営を図る。 

２ 補正の内容  広告料等の追加 

                            （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

０ ５，４５０ ５，４５０ 

財源内訳 
県 

一財 

０ 

０ 

２，７２５ 

２，７２５ 

２，７２５ 

２，７２５ 

マイントピア別子リニューアルオープンに係る宣伝広告費及び研修費等 

（１）広告料    ３，６９３千円  テレビ・ラジオ CM、バス広告料等 

（２）委託料      １，７５７千円    施設スタッフ研修等委託料 

３ 補正に係る財源内訳 

   （１）県支出金（1/2） 2,725 千円（新ふるさとづくり総合支援事業費補助金） 

   （２）一財       2,725 千円 

 

施策費は、３９６，８７６千円の追加となっています。   

 

（４）経常経費 

 児童保育費 （福祉部 子育て支援課） 

１ 事業目的 

平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度が施行されたことにより、特定教育・保 

   育施設に位置付けられる私立保育所に対して、国が定める公定価格に基づく施設型給付費 

を委託料として支出し、円滑な施設運営に資する。 

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 

１，６４４，８２３ １６７，２１３ １，８１２，０３６ 

財源内訳 

国 

県 

その他 

一財 

５５６，１２４ 

２７１，７８３ 

４９９，５０２ 

３１７，４１４ 

５１，７５６ 

２５，８７８ 

△１４，２１６ 

１０３，７９５ 

６０７，８８０ 

２９７，６６１ 

４８５，２８６ 

４２１，２０９ 

公定価格の増加等に伴う私立保育所（１６園）に対する運営委託料 

（１）委託料 １６７，２１３千円  私立保育所運営委託料 
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３ 補正に係る財源内訳 

   （１）国庫支出金（1/2） 51,756 千円（私立保育所運営費負担金） 

   （２）県支出金（1/4）  25,878 千円（     〃      ） 

   （３）その他          △14,216 千円（保育料） 

   （４）一財       103,795 千円 

 

経常経費は、１５８，０６６千円の追加となっています。 

 

（５）災害復旧事業 

災害復旧事業費は、財源補正のみです。 

 

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 

市 税 １８，４８６，８９７ ２００，０００ １８，６８６，８９７ 

分 担 金 及 び 

負 担 金 
５３０，８７６ △１３，７５３ ５１７，１２３ 

国 庫 支 出 金 ７，２０１，１５２ １７９，４３２ ７，３８０，５８４ 

県 支 出 金 ３，００８，４６７ ４９，０９３ ３，０５７，５６０ 

繰 入 金 １，９７５，６８６ ２３３，７７５ ２，２０９，４６１ 

市 債 ５，３８５，９７５ １３０，０００ ５，５１５，９７５ 

計 ４９，０６５，４１６ ７７８，５４７ ４９，８４３，９６３ 

 

４ 債務負担行為 

指定管理委託料等（福祉部 介護福祉課ほか）  

１ 事業目的 

平成２８年４月から実施予定の指定管理委託等に係る債務負担行為 

２ 補正の内容  債務負担行為の追加 

                                 （単位：千円） 

事業名 期間 限度額 

慈光園管理委託料 平成28年度から平成32年度まで 1,009,893 

児童センター管理委託料 平成28年度から平成32年度まで 394,309 

高齢者福祉センター管理委託料 平成28年度から平成32年度まで 318,383 

総合文化施設開館記念事業費 平成27年度から平成28年度まで 10,000 

新居浜市自転車等駐車場管理委託料 平成28年度から平成32年度まで 52,364 

新居浜市観光交流施設等管理委託料 平成28年度から平成30年度まで 75,681 
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５ 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 

５，７２８，７４３  ９３２   ５，７２９，６７５  

財源内訳 

分担金及び負担金 

繰入金 

財産収入 

４９，０００ 

１，８８４，７０２ 

７５１ 

３０，６００ 

△４１，８７７ 

１２，２０９ 

７９，６００ 

１，８４２，８２５ 

１２，９６０ 

   受益者負担金等の前納増による報償費の増額及び分担金・負担金等の増による財源補正 

 ・総務費（９３２千円） 

      

（２）国民健康保険事業特別会計                  （単位：千円） 

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

１５，２５４，３６７  ３０，５８９   １５，２８４，９５６ 

財源内訳 繰入金 １，５６７，８２３ ３０，５８９ １，５９８，４１２ 

   介護納付金、後期高齢者支援金等の確定による歳出予算の増額 

・減額するもの  老人保健拠出金 △３７千円、介護納付金 △５７，１９１千円 

・追加するもの  高額療養費８５，２１７千円、後期高齢者支援金等２，４５８千円、

前期高齢者納付金等 １４２千円 

 

（３）工業用地造成事業特別会計 

                            （単位：千円）  

事業費 
補正前 今回補正額 補正後 

７３４，００５ ３３２，０００ １，０６６，００５ 

財源内訳 市債 ２２６，０００ ３３２，０００ ５５８，０００ 

観音原地区の内陸型工業用地（第２工区）における公有財産購入費及び補償費の追加 

・工業用地造成事業費(観音原地区)（Ｈ27～Ｈ29継続費） 

（Ｈ27）土地購入費・補償費 ３３２，０００千円 

（Ｈ28）工事費       １５０，０００千円 

（Ｈ29）工事費        ２０，０００千円 


