
115,412 千円

22 千円

107 千円

収益的収入 △ 1,643 千円

収益的支出 △ 21,673 千円

資本的収入 △ 2,469 千円

資本的支出 261 千円

収益的収入 40 千円

収益的支出 △ 1,620 千円

△ 540 健康づくり課

△ 1,528 健康づくり課

1,074 健康づくり課

108 健康づくり課

803 福祉課

4,372 福祉課

○在宅福祉サービス事業

　ひだまり作業所トイレの暖房用ヒーターが老朽化したため修繕します。
  在宅福祉サービスの利用見込みにより、補助金を増額します。

〇支援費サービス事業

　障害者自立支援システムの給付実績データの集計・分析機能の付加及び
制度改正に伴うシステム改修にかかる経費を計上します。
　支援サービス利用者の増加に伴い、支援費を増額します。

〇国民年金事業

　国指定機能の追加に伴うシステム改修費用を計上します。

〇健康診査事業

　嘱託職員の減員に伴い、報酬等を減額します。
　後期高齢者の人間ドック補助申請が増えているため、受診補助金を増額し
ます。

○母子保健事業

　未熟児養育医療費の給付見込により、医療費を増額します。

担当課

○予防接種事業

　予防接種法施行令の一部改正により、平成26年10月1日より高齢者用肺炎
球菌ワクチンが定期予防接種（Ｂ類）となったため、接種費用の助成金を減額
します。

　※「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）

主　　な　　内　　容 補正額

●下水道事業会計（補正予算第２号）

◎　補正予算（案）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）

●一般会計（補正予算第３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２号）

●水道事業会計（補正予算第２号）

平成26年１２月市議会定例会に提出する補正予算（案）の概要

　各会計の補正予算（案）の額は、
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1,691 学校教育課

5,400 学校教育課

2,492 学校教育課

2,700 学校教育課

6,231 学校教育課

378 学校教育課

2,333 子ども課

16,396 子ども課

△ 8,038 子ども課

30,000 子ども課

2,823 学校教育課

△ 1,749 子ども課

11,724 子ども課

○幼稚園助成事業

  私立幼稚園補助金の確定により精査します。

○幼稚園就園援助事業

　国の就園奨励費補助拡充により、補助金を増額します。

○児童センター運営事業

　嘱託職員の増員に伴い、報酬等を増額します。
　全国児童館連合総合賠償保険の支払い額の確定に伴い、保険料を精査し
ます。
　天候不順により合同野外活動が中止となったため、自動車借上料を減額し
ます。

○保育所施設整備事業

　消費増税に伴う駆け込み需要の影響等から、資材及び労務単価の市場価
格が高騰したことに対応するため、豊丘保育園建築主体工事にかかる工事費
を増額します。

○特別保育事業

　英語指導助手の委託期間の変更に伴い、委託料を減額します。
　病後児保育の国庫補助単価の変更に伴い、負担金を増額します。

○保育所運営委託事業

　保育士等処遇改善臨時特例事業による保育所運営費の加算等により、負担
金を増額します。

○私立保育所運営助成事業

　一時預かり事業補助金等の補助制度の変更に伴い、増額します。

〇特別支援学校管理運営事業

　須坂支援学校受託負担金の精算による返還金を計上します。
　寄付金により校歌を作成します。

○中学校管理運営事業

　小学校管理運営事業から修繕料を組替えにより増額します。
　今後の見込みにより、燃料費等を増額します。
　菅平小中学校須坂市児童生徒受託に係る負担金を精査します。

○小学校管理運営事業

　修繕料を中学校管理運営事業へ組替えにより減額します。
　今後の見込みにより、燃料費等を増額します。
　菅平小中学校須坂市児童生徒受託に係る負担金を精査します。

☆小学校施設整備事業

　寄付金により小学校に遊具を設置します。

○教育活動支援事業

　教員補助員の増員に伴い、賃金を増額します。

○就学援助事業

　就学援助費支給単価の改定により、援助費、給食費を増額します。

担当課

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
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△ 3,083 生活環境課

1,000 総務課

308 消防本部

157 消防本部

△ 784 消防本部

1,952 道路河川課

500 市民課

△ 14,900 生涯学習スポーツ課

729 生涯学習スポーツ課

△ 776 生涯学習スポーツ課

△ 1,509 農業委員会

担当課

○農業委員人件費

　農業委員改選に伴う公選委員の人数減のため、委員報酬を減額します。

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

○生涯スポーツ事業

　海の家の今年度の利用者数が確定したため、負担金を精査します。

○体育施設管理事業

　市民体育館の床で発見された木くい虫を防除するため、委託料を増額しま
す。
　市民体育館の放送設備を修理するため、修繕料を増額します。

〇図書館整備事業

　消費増税に伴う駆け込み需要の影響等から、資材及び労務単価の市場価
格が高騰したことに対応するため事業費を見直し、平成27年度へ先送りする
ため、工事費を減額します。

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

☆交通安全施設整備事業

　旭ヶ丘地域にゾーン30が設置されることに伴い、エリア路面標示にかかる事
業費を計上します。

○防犯対策事業

　区防犯灯の適切な管理とＬＥＤ化を支援するため、防犯灯設置補助金を増
額します。

○消防施設管理事業

　確定により消火栓設置維持管理負担金（水道事業分）を減額します。

○消防団運営事業

　消防団の処遇改善を図るため、水火災警戒等出動報償金を増額します。

☆一般管理事務費（常備消防費）

　御嶽山噴火災害への消防相互応援と、今後の精査により、旅費を増額しま
す。
　今後の見込みにより、燃料費を増額します。
　入札差金により、備品購入費を減額します。
　救命士拡大二行為研修に参加するため、負担金を増額します。

☆防災危機管理事業

　平成26年度長野県グリーンニューディール基金事業（10／10）の補正予算
が成立し、防災活動センター等へ太陽光発電設備を設置するため、設計委託
料を計上します。

○ごみ処理施設運営事業

　入札差金による、委託料、備品購入費の減額等、事業費を精査します。

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

3



2,087 農業委員会

9,505 農林課

△ 7,719 農林課

2,500 道路河川課

△ 5,400 道路河川課

△ 1,770 道路河川課

△ 2,000 産業連携開発課

△ 3,210 産業連携開発課

22,000 まちづくり課

△ 23,000 道路河川課

△ 14,000 道路河川課

△ 30,000 道路河川課

2,721 まちづくり課
　市営住宅の修繕箇所の増加に伴い、修繕費を増額します。
　市営住宅跡地売却地の残存物処理にかかる費用を増額します。

○市営住宅管理事業

　事業の進捗状況及び精査により、事業費を減額します。
　狭隘道路にかかる測量設計委託料を増額します。

○街路整備事業（補助）

　事業の進捗状況により、八町線の補償費を減額します。

○道路改良事業（単独）

○道路改良事業（補助：都市再生整備分）

　事業の進捗状況及び入札差金等精査し、各路線の事業費を減額します。
（高甫橋県民運動場線、北旭ヶ丘2号線ほか2路線、八幡南原線用地購入）

☆用地先行取得等事業

　都市計画道路の事業促進のため、用地先行取得費用等の貸付金を計上し
ます。

担当課主　　な　　内　　容 補正額

６　みんなが快適に生活できるまちづくり　（都市基盤整備）

○産業連携事業

　産業コーディネータの勤務日数を精査し、報酬を減額します。

○企業立地推進事業

　補助額の確定により、企業立地振興事業補助金を減額します。

○林道開設事業（補助）

　道整備交付金の内示により、工事費を減額します。

　震災対策農業水利施設整備事業補助金の内示により、委託料を減額しま
す。
　浚渫要望箇所の増により、工事費を増額します。

○水路改修事業

　側溝改修箇所の要望に伴い、工事費を増額します。

○農道・水路補修事業

○鳥獣被害防止対策事業

　事業内容の変更及び入札差金等精査により、委託料を減額します。
　事業の精査により、原材料費を減額します。
　額の確定により、猟友会補助金を減額します。

  田の神揚水施設第4取水場の井戸洗浄をし、故障したポンプを更新する経
費を計上します。

○農業委員会運営費

　新たに遊休農地とされた農地の所有者への意向調査を行うため、郵便料を
増額します。
　農地法改正に伴う農地台帳システム改修を行うための委託料を計上します。
また、追加された台帳項目に係るデータ整備のための委託料を増額します。

○農業施設整備事業

主　　な　　内　　容 補正額 担当課
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△ 820 まちづくり課

△ 494 市民課

△ 408 学校教育課

200 政策推進課

981 政策推進課

4,680 政策推進課

12,621 総務課

△ 977 総務課

△ 4,230 選挙管理委員会

86,518 総務課等

7,566 総務課等

○嘱託報酬・臨時賃金等

　人事異動に伴い、嘱託報酬、臨時賃金及び社会保険料を精査します。

○職員人件費

　人事異動に伴い、精査します。
　定年前職員退職手当を増額します。

　　嘱託報酬・臨時賃金等

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　　職員人件費

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○農業委員会委員選挙執行経費

　精査により事業費を減額します。

○一般管理事務費【一般管理費】

　額確定に伴い、地方公務員災害補償基金負担金を減額します。
　水道局への児童手当特例給付負担金を増額します。
　源泉徴収すべき所得税の未徴収分として、自主納付額等を計上します。

○庁舎管理事業

　電話交換業務委託料の入札差金を減額します。

○一般管理事務費【企画費】

　「信州須坂ふるさと応援寄附金」寄附者増加に伴い、謝礼及び基金積立金
等を増額します。

○情報システム管理事業

　社会保障税番号制度において、国の情報提供ネットワークシステム等と情報
連携を行うために必須とされている、全国東西２箇所に設置された中間サー
バーを共同利用することに対しての負担金を計上します。（国庫補助：10/10）

〇地域活性化事業

　「信州須坂ふるさと応援寄附金」寄附者の意向により、クリスマスレクチャーin
須坂実行委員会への負担金を増額します。

○一般管理事務費（市民生活支援費）

　庁内窓口案内業務委託料の入札差金を減額します。

○児童・生徒親善交流事業

　確定により新発田市との交流事業経費等を減額します。

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

担当課

○市営住宅長寿命化事業

　精査により事業費を減額します。

主　　な　　内　　容 補正額
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22 健康づくり課

107 高齢者福祉課

収益的収入 △ 1,643

収益的支出 △ 21,673

資本的収入 △ 2,469

資本的支出 261

収益的収入 40

収益的支出 △ 1,620

担当課

【収益的収入】人件費負担金を精査します。
【収益的支出】人件費を精査します。

水道局

担当課

【収益的収入】他会計からの繰入金を精査します。
【収益的支出】起債の償還及び人件費を精査します。
【資本的収入】起債額及び他会計からの繰入金を精査しま
す。
【資本的支出】起債償還及び人件費を精査します。

水道局

５　下水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

４　水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

　基金積立見込の変更により、減額します。
　介護給付費負担金の再確定手続きによる返還金を増額します。

３　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

補正額 担当課

　上半期分で当初見込みを上回ったため、療養給付費から組換えて高額療
養費を増額します。

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容
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