
△ 143,625 千円

65,044 千円

576 千円

124,709 千円

1,754 千円

収益的支出 2,238 千円

収益的支出 △ 6,506 千円

資本的支出 20 千円

37,456 健康づくり課

2,011 健康づくり課

2,626 健康づくり課

1,763 健康づくり課

1,500 健康づくり課

△ 306 健康づくり課

432 福祉課

平成26年９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、

●一般会計（補正予算第２号）

●国民健康保険特別会計（補正予算第１号）

●井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計（補正予算第１号）

●介護保険特別会計（補正予算第１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１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）

　※「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 担当課

○予防接種事業

　予防接種法施行令の改正により、定期予防接種に水痘ワクチン及び高齢
者用肺炎球菌ワクチンが導入されることによる経費を計上します。

☆健康診査事業

　社会保障・税番号制度導入等に伴う健康管理システム改修費用を計上しま
す。

☆健康増進事業

　元気づくり支援金を活用し、健康づくりの推進のため、「体操ユニット」を結
成し、市民へ健康体操の普及活動及び、食に関する講演会を開催するため
の経費を計上します。

☆国民健康保険事業

　国民健康保険特別会計の事業費精査及び社会保障・税番号制度導入に
伴うシステム改修費用の計上により、繰出金を増額します。

☆後期高齢者医療事業

　後期高齢者医療特別会計の社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改
修費用の計上により、繰出金を増額します。

○地域医療対策事業

　須高行政事務組合の繰越金確定により診療所負担金を減額します。

○一般管理事務費（社会福祉総務費）

　須坂市社会福祉協議会のエレベータの安全管理のため、操作盤内の修繕
及び管制運転用バッテリーを交換するための経費を計上します。



11,926 福祉課

600 健康づくり課

4,001 高齢者福祉課

850 高齢者福祉課

154 福祉課

9,736 福祉課

△ 10,000 道路河川課

2,052 福祉課

95 子ども課

3,001 子ども課

2,055 子ども課

23 子ども課

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○臨時福祉給付金給付事業

　給付対象者の増により、給付金を増額します。

☆国民年金事業

　社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を計上します。

☆介護保険事業

　介護保険特別会計の社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用
の計上により、繰出金を増額します。

○高齢者生きがい対策事業

　老人福祉センター永楽荘の２階男子トイレが故障し、改修工事が必要に
なったため、運営を行っている須坂市社会福祉協議会への補助金を増額し
ます。

○在宅福祉サービス事業

　福祉サービス事業所の土地賃借料について、不足分を増額します。

☆支援費サービス事業

　社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を計上します。
　放課後等デイサービスの利用者の増により、扶助費を増額します。

○歩道段差解消事業

　社会資本整備総合交付金（都市再生整備）の内示に伴い、進捗状況及び
入札差金等精査し、事業費を減額します。

☆一般管理事務費【生活保護総務費】

　社会保障・税番号制度導入及び生活保護法改正に伴うシステム改修費用
を計上します。

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）
○健全育成推進事業

　夏端町公会堂の耐震工事により、隣接している卓球場の改修が必要となる
ため、須坂市児童青尐年健全育成運動施設整備事業補助金を計上します。

☆一般管理事務費（児童福祉総務費）

　社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を計上します。

○保育所施設整備事業

　旧須坂千曲保育園処分に伴い、測量及び不動産鑑定をおこなうため、手数
料等を計上します。
　井上保育園の用地にある電柱移設のため、補償料を計上します。
　新須坂千曲保育園の完成に伴い、井上ほか財産区管理会からの寄附によ
り備品を購入します。

○親子通園事業

　親子通園施設くれよんの新規入園児童数の増により、保険料を増額しま
す。



2,500 生活環境課

△ 2,869 生活環境課

△ 1,401 生活環境課

389 道路河川課

2,078 道路河川課

5,158 消防本部

△ 178 消防本部

△ 29 消防本部

△ 49 消防本部

68 中央公民館

127 中央公民館

60 生涯学習スポーツ課

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

○温暖化防止推進事業

　住宅用太陽光発電設置補助の申請増により、補助金を増額します。

○し尿処理施設運営事業

　須高行政事務組合の繰越金確定により清掃費負担金を減額します。

○火葬場施設運営事業

　須高行政事務組合の繰越金確定により火葬場費負担金を減額します。

○排水機場維持管理事業

　各排水機場を光回線で接続し、県が設置した、現地カメラの映像や水位な
どPCで随時確認が取れるよう、通信料を計上します。

○河川管理事業

　水路浚渫箇所の増により工事費を増額します。

○一般管理事務費（常備消防費）

　長野市との消防指令業務共同運用に伴い、指令台整備に係る実施設計業
務の委託料を計上します。
　平成25年度小布施町及び高山村消防事務受託経費の額の確定により、事
業費を精査します。

○消防施設整備事業

　精査による事業費の減額

○小布施分署運営費

　精査による事業費の減額

○高山分署運営事業

　精査による事業費の減額

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）

　高甫地域公民館の水道の取り込み口部分を20ミリから25ミリに増径するた
め、分担金等を計上します。

○公民館管理事業

　高甫地域公民館の水道の取り込み口部分を20ミリから25ミリに増径するた
め、光熱水費を増額します。

○公民館整備事業

○創造の家管理事業

　玄関灯の緊急的な修繕に対応したため、今後見込まれる修繕料を増額しま
す。



△ 841 生涯学習スポーツ課

720 生涯学習スポーツ課

1,082 生涯学習スポーツ課

652 生涯学習
スポーツ課

1,458 生涯学習スポーツ課

△ 1,883 生涯学習スポーツ課

764 農林課

600 農林課

3,000 農林課

△ 45 農林課

△ 1,092 道路河川課

担当課

○文化活動振興事業

　市が予定していた動物園絵本の作成について、元気づくり支援金を活用し
て、須坂市子ども読書活動支援研究会が、実施することとなったため、印刷
製本費を減額します。

主　　な　　内　　容 補正額

○文化財保存活用事業

　善光寺御開帳記念「お上人さまが愛した品々展」をより広く広報するため、
ポスター・チラシの印刷製本費等を増額します。
　市指定有形文化財「旧園里学校」の屋根瓦が劣化しているため、修繕料を
計上します。

☆図書館管理運営事業

　すざかどこでも図書館を意欲的に展開し、読書活動を推進するため、元気
づくり支援金を活用し、チラシやマップ等を作成するための経費を計上しま
す。

○文化施設管理事業

　メセナホールの冷温水ポンプのグランドパッキンの修繕及び、人形博物館
のスポット照明等を修繕します。
　指定管理者である（一般財団法人）須坂市文化振興事業団から返納された
古い軽自動車をネットオークションにかけるため、登録一時抹消手数料等を
計上します。

○体育施設管理事業

　県民運動広場看板塔及び、臥竜公園庭球場のコートローラーを修繕しま
す。
　市民体育館のジェットヒーターの故障が判明したため、新たに購入します。
　マイマイ蛾の大量発生に伴い、市民体育館の壁及びグランド照明柱に付い
た卵の駆除をするため、委託料を計上します。

○生涯スポーツ事業

　社会体育で使用するため、井上小学校の破損したバレー支柱を新たに購
入します。
　須高行政事務組合の繰越金確定により教育費負担金を減額します。
　8月に開催予定であった、日中友好中学生卓球交流大会の中止に伴い、負
担金を減額します。

５　みんなの活力があふれるまちづくり　（産業振興）
○農業振興対策事業

　農用地、水路、農道等の保全管理を行う地域の共同活動を支援する多面
的機能支払制度へ取り組む活動組織が増えたため、交付金を増額します。

○農業経営基盤強化対策事業

　認定農業者が行う農地利用集積が当初の見込みより増加しているため、補
助金を増額します。

○遊休農地解消対策事業

　農業者による遊休農地解消面積が当初の見込みより増加しているため、補
助金を増額します。

○産地ブランド事業

　県グリーンツーリズム推進協議会の解散に伴い、負担金を減額します。

○農道・水路補修事業

　県が実施する、土地改良施設維持管理適正化事業費が確定したため、負
担金を精査します。



8,000 農林課

488 産業連携開発課

630 商業観光課

99 産業連携開発課

700 まちづくり課

700 まちづくり課

△ 104 道路河川課

4,250 道路河川課

10,000 道路河川課

△ 124,200 道路河川課

△ 138,000 道路河川課

695 人権同和政策課

708 市民課

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○松くい虫防除対策事業

　松くい虫の大量発生により防除委託料を増額します。

○産業連携事業

　補助金が採択となった団体に対し、補助金交付までの間に要する経費を貸
付けるため農商工観支援貸付金を増額します。

☆観光・誘客宣伝事業

　新たに学生やシニア向けに、英語合宿を旅行商品としてプログラム構築す
るため、須坂市観光協会に委託する経費を計上します。

○技術情報センター管理運営事業

　技術情報センターのエレベーターに係る、ドアベルトなどの使用期限となっ
た部品等を交換するため、修繕料を計上します。

６　みんなが快適に生活できるまちづくり　（都市基盤整備）
○公園管理事業

　都市公園（森田、塩川上部公園）の傷んだフェンスなどの修繕料を計上しま
す。

○臥竜公園管理事業

　公園内公衆トイレのつまり解消等のため、修繕料を増額します。
　動物園内通路上に伸びたケヤキの枝払いを実施するため、委託料を計上
します。

○一般管理事務費【土木総務費】

　長野県道路整備期成同盟会負担金を負担割合の確定により、減額します。

○除雪事業

　除雪用重機車両の点検及び修繕をするための経費を計上します。

○道路維持補修事業

　地域の要望から緊急性が高い、舗装、側溝等の修繕箇所を工事するため、
工事請負費を計上します。

○道路改良事業（補助：都市再生整備分）

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、高梨宮川八重森線踏切部委託
料など進捗状況等により精査をし、次年度へ送ったため事業費を減額しま
す。

○街路整備事業（補助）

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、八町線用地補償費など進捗状
況等により精査をし、次年度へ送ったため事業費を減額します。

７　みんなが主役のまちづくり　（行政経営）
○人権交流センター運営事業

　利用者の生命を守るため、ＡＥＤを設置します。
　非常用放送設備の非常放送が聞こえにくいため、設備を更新します。

○市民支援事業

　申請額に対し、不足が見込まれるため、公会堂建設事業補助金を増額しま
す。



1,483 政策推進課

△ 3,041 市民課

3,115 政策推進課

△ 5 総務課

△ 462 政策推進課

297 財政課

19,733 税務課

1,437 財政課

△ 10,617 財政課

65,044 健康づくり課

576 財政課

　当初、社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を全額計上した
が、その後、国の補助金交付要綱で２か年事業とされたことから、27年度分の
事業費を減額します。

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

☆地域活性化事業

　峰の原高原地区が集落〝再熱″実施モデル地区支援事業に選ばれ、持
続可能なペンション村づくりに向け、取り組むための経費を計上します。
　地域おこし協力隊の活動範囲を拡大をするために車両をリースします。

○戸籍住民基本台帳整備事業

○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。
　地域経済活性化全国協議会の発展的解消に伴い、負担金を減額します。

○職員厚生事業

　全国市長会団体定期保険の加入人数の確定により、保険料を減額します。

○広域行政推進事業

　須高行政事務組合の繰越金確定により議会・総務費負担金を減額します。

○財産管理事業

　普通財産管理地について、売却までの間の安全管理のため、進入防止対
策を図る経費を計上します。

☆賦課徴収事務費

　社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を計上します。
　固定資産税の対象となる償却資産システム改修費用を計上します。
　法人市民税で確定申告により前年度納付済の中間納付分に多額の過納金
が発生したため還付金を増額します。

○償還金（元金）

　元利均等償還である臨時財政対策債の利率の見直しにより、長期債償還
元金を増額します。

○償還金（利子）

　元利均等償還である臨時財政対策債の利率の見直しにより、長期債償還
利子を減額します。

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

 　保険税並びに事業費の精査と社会保障・税番号制度導入に伴うシステム
改修費用を計上します。

３　井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　新須坂千曲保育園の備品購入費のために、一般会計へ繰出（寄付）しま
す。



124,709 高齢者福祉課

1,754 健康づくり課

収益的支出 2,238 水道局

収益的支出 △ 6,506

資本的支出 20

４　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を計上します。
　前年度事業費の確定に伴い、返還金を計上します。

５　後期高齢者医療特別会計

主　　な　　内　　容

　社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修費用を計上します。
　前年度徴収保険料の確定により、後期高齢者医療広域連合納付金を増額
します。
　前年度事業費の確定により、一般会計への繰出金を計上します。

６　水道事業会計

主　　な　　内　　容

補正額

補正額 担当課

補正額 担当課

【収益的支出】人件費の精査に伴う増額
　　　　　　　　　料金システム関連の委託料の増額

７　下水道事業会計

主　　な　　内　　容 担当課

【収益的支出】人件費の精査、建物共済保険料の精査
　　　　　　　　　企業債利息の利率の確定による減額
【資本的支出】人件費の精査

水道局


