
406,257 千円

31,118 千円

10,331 千円

295 千円

収益的収入 116 千円

収益的支出 3,786 千円

資本的支出 △ 4,513 千円

収益的収入 △ 138 千円

収益的支出 △ 12,010 千円

資本的支出 △ 2,013 千円

2019年12月市議会定例会で成立した補正予算の概要

　各会計の補正予算の額は、

●一般会計（補正予算第4号）

●国民健康保険特別会計（補正予算第2号）

●介護保険特別会計（補正予算第3号）

●後期高齢者医療特別会計（補正予算第2号）

●水道事業会計（補正予算第1号）

●下水道事業会計（補正予算第2号）

補正額

◎　補正予算の主な内容　（☆は新規事業、補正額の単位は千円、減額は△で表示）

　※「主な内容」欄には全ての補正内容を記載していない場合がありますので、「補正額」欄の金額とは一致しない場合があります。

　※一般会計分は、第五次総合計画の基本目標別に掲載しています。

　※事業の詳細は、各担当課へお問い合わせください。

１　一般会計

１　みんなが助け合い、健康に暮らせるまちづくり　（健康・福祉）

担当課主　　な　　内　　容

☆母子保健事業

1,220 健康づくり課　乳幼児・妊婦健診データを転居しても全国の市町村間で引き継げるよう、母
子保健情報連携システムを改修します。
　今後の見込みにより未熟児養育医療費を増額します。

○後期高齢者医療事業

10,778 健康づくり課
　前年度の後期高齢者医療療養給付費の確定に伴い負担金を増額します。

○支援費サービス事業

福祉課　前年度の生活困窮者自立相談支援事業負担金等の確定により返還金を計
上します。

996 福祉課
　利用者の増に伴い、就労定着支援費を増額します。

○生活困窮者自立支援事業

414
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補正額 担当課

○一般管理事務費【生活保護総務費】

663 福祉課　前年度の被保護者就労支援事業負担金等の確定により返還金を計上しま
す。

○生活保護費

55,470 福祉課　県の指導により生活保護費返還金の取扱方法が変更となったこと等により、
前年度の生活保護費負担金等を返還します。

主　　な　　内　　容

２　子どもたちが未来に夢をもてるまちづくり　（子育て・教育）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○教育活動支援事業

441 学校教育課　日本語の読み書きが十分でない外国籍等の児童生徒の増に対応するた
め、外国籍児童生徒支援員を増員します。

○小学校施設整備事業

△ 2,952 学校教育課
　小学校７校（小山、日滝、豊洲、日野、井上、旭ヶ丘、豊丘）の体育館トイレ改
修工事の設計委託料を事業費確定により減額します。
　小学校３校（須坂・森上・豊丘）の備品購入費（放送設備）を事業費確定によ
り減額します。

○小学校教育振興事業

270 学校教育課　寄附者の意向により、旭ヶ丘小学校での義務教育教材備品の財源として活
用します。

○中学校施設整備事業

△ 36,179 学校教育課　中学校２校（墨坂・東）のトイレ改修工事を事業費確定により減額します。
　中学校１校（相森）の備品購入費（放送設備）を事業費確定により減額しま
す。

○中学校教育振興事業

540 学校教育課　寄附者の意向により、相森中学校及び墨坂中学校での義務教育教材備品
の財源として活用します。

○私立保育所運営助成事業

2,235 子ども課
　対象児童の減により、特別支援保育対策事業補助金を減額します。
　須坂双葉幼稚園の一時預かり事業の需要増により一時預かり事業補助金を
増額します。
　前年度の子ども・子育て支援事業交付金の確定により返還金を計上します。

○家庭児童相談事業

△ 886 子ども課
　今後の見込みにより、養育支援訪問サービス委託料を精査します。

○保育所運営委託事業

5,444 子ども課　私立保育所処遇改善加算の増と認可外保育施設利用者の幼保無償化分の
給付費を計上するため、負担金を増額します。
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2,814 総務課

主　　な　　内　　容

子ども課
　寄附金を活用し、玩具購入します。

補正額 担当課

○通常保育事業

27,809 子ども課　入所児童の増により保育士が増員となったため、嘱託職員と臨時職員の経
費を増額します。
 今後の見込みにより、在勤地内旅費を増額します。

○子育て支援センター管理運営事業

116

○母子・父子家庭支援事業

2,107 福祉課
　国の要綱改正に伴い支給額が増額されたため、母子・父子家庭高等職業訓
練促進給付金を増額します。
　前年度の母子家庭等対策総合支援事業補助金の確定により返還金を計上
します。

○施設型給付等事業

3,390 子ども課
　幼稚園の預かり保育分の給付費を計上します。

３　豊かな自然あふれる地域環境を守り、安心して安全に暮らせるまちづくり　（環境・安心安全）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○ごみ減量・再資源化事業

6,016 生活環境課　嘱託・臨時職員の経費を計上します。
　ごみ集積施設・設備整備補助金について精査します。
　生ごみ処理機購入補助金について増額します。

○し尿処理施設運営事業

△ 6,767 生活環境課
　繰越金の確定に伴い、須高行政事務組合清掃費負担金を減額します。

○火葬場施設運営事業

△ 1,287 生活環境課
　繰越金の確定に伴い、須高行政事務組合火葬場費負担金を減額します。

○防災危機管理事業

　令和元年台風第19号の避難に関する住民意識等を調査し、今後の政策に
反映するため市内全世帯に対してアンケート調査を実施します。

○消防施設管理事業

△ 3,002 消防本部
　前年度実績の確定に伴い、消火栓設置維持管理負担金を減額します。

○消防施設整備事業

△ 2,556 消防本部
　額確定に伴い、工事請負費を精査します。
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４　多様な文化を学び育て、交流する創造的なまちづくり　（生涯学習・文化振興・スポーツなど）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○文化財調査研究事業

△ 3,205 生涯学習スポーツ課　嘱託・臨時職員の経費を精査します。
　伝統的建造物郡保存対策調査員会の開催増に伴い、謝礼を増額します。
　自動車重量税を精査します。

○文化施設整備事業

△ 5,870 生涯学習スポーツ課　須坂市文化会館非構造部材耐震化・長寿命化工事設計業務の額確定によ
り、委託料を精査します。

５　みんなの活力があふれるまちづくり　（産業振興）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○農業後継者対策事業

△ 6,135 農林課
　今後の見込みにより農業次世代人材投資資金交付金を減額します。

○基盤整備促進事業

△ 1,930 道路河川課
　国の交付金の内示により、事業費を精査します。

○企業立地推進事業

△ 12,974 産業連携開発課
　額確定と精査により補助金を減額します。

６　みんなが快適に生活できるまちづくり　（都市基盤整備）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○臥竜公園管理事業

1,180 まちづくり課　事業箇所の増に伴い支障木処理費用を増額します。
　さくら祭りの際に必要なにぎわい広場の階段を設置します。

○県事業負担金【水道費】

△ 13,790 道路河川課
　県事業費の精査により、豊丘ダム整備負担金を減額します。

○道路橋梁管理事業

2,503 道路河川課　今後の見込により、未登記道路用地等の処理に係る測量登記委託料を増額
します。
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31,118 健康づくり課

７　みんなが主役のまちづくり　（行政経営）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

〇一般管理事務費【企画費】

260,000 政策推進課　ふるさと納税寄附金増額見込みのため、寄附者への謝礼、郵便料、手数料
と信州須坂ふるさと応援基金への積立金を増額します。

○住民基本台帳ネットワーク事業

1,529 市民課　個人番号カード交付の増加が見込まれるため、新たに雇用する嘱託職員の
経費と、戸籍住民基本台帳事業から組替えた郵便料、住基ネットLAN配線整
備委託料、及び増設分の住基ネット統合端末利用料を計上します。

○総合公金収納システム構築事業

1,178 会計課　総合公金収納システム導入に伴い、各銀行の口座振替システムとデータの
受け渡しが出来るように基幹系システムを改修します。
　また、収納合計表を印刷します。

○広域行政推進事業

選挙管理委員会
　事業費確定により、精査します。

△ 249 政策推進課　繰越金の確定に伴い、須高行政事務組合議会費・総務費負担金を減額しま
す。

○豊丘財産区議会議員選挙執行経費

△ 1,119

○財産管理事業

165,641 財政課　収支調整分を財政調整基金へ積み立て、後年度の財政需要に備えます。
　将来の施設整備に備え、公共施設等整備基金の積立金を増額します。

補正額

　　職員人件費

担当課

○職員人件費

△ 40,889 総務課等

　人事異動に伴い人件費を精査します。
　定年前職員退職手当を増額します。

　※最低賃金の改定に伴い、各予算事業において臨時職員賃金の引き上げ
　　 を行います。

主　　な　　内　　容

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　平成30年度保険給付費の確定に伴い、保険給付費等交付金償還金を増額
します。
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10,331 高齢者福祉課

295 健康づくり課

116

3,786

△ 4,513

△ 138

△ 12,010

△ 2,013

３　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　今後の見込みにより、高額介護サービス費等を増額します。
　今後の見込みにより、過誤納還付金を増額します。
　事業費の精査により、積立金を減額します。

４　後期高齢者医療特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　今後の見込により郵便料を増額します。
　今後の見込により保険料等還付金を増額します。

５　水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

【収益的収入】人事異動に伴い児童手当負担金を増額します。

水道局
【収益的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。
　　　　　　　　　企業債利息確定により精査します。

【資本的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。
　　　　　　　　　企業債元金確定により精査します。

６　下水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

【収益的収入】人事異動に伴い児童手当負担金を減額します。

水道局
【収益的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。
　　　　　　　　　企業債利息確定により精査します。

【資本的支出】人事異動に伴い人件費及び臨時職員経費を精査します。
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