
207,333 千円

117,489 千円

1,159 千円

104,590 千円

230 千円

収益的支出 877 千円

収益的支出 277 千円

資本的支出 456 千円

101,902 525 健康づくり課

8,336 3,220 健康づくり課

391,058 72,710 健康づくり課

331,408 10,638 健康づくり課

26,976 △ 337 健康づくり課

59,418 2,065 福祉課

839,643 12,920 福祉課　サービス利用者の増加に伴い、支援費を増額します。

○支援費サービス事業

○臨時福祉給付金給付事業

　平成26年度の臨時福祉給付金支給事業の確定に伴い、国庫補助金の返還
金を計上します。

○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、診療所費負担金を減額します。

○福祉医療費給付金事業

　平成26年度福祉医療費給付事業において、県費補助金の返還金を計上し
ます。

○国民健康保険事業

　国の保険基盤安定制度の充実により、繰出金を増額します。

○健康診査事業

　平成２６年度がん検診推進事業国庫負担金返還金を計上します。

☆健康増進事業

　元気づくり支援金を活用し、銀座ＮＡＧＡＮＯにてイベントを実施するため、
健康長寿食レシピやポスター等を作成します。
　地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型上乗せ交
付分）を活用し、健康づくりに繋がる農家民泊等受け入れ醸成事業を実施しま
す。また、次世代食文化伝承事業において食育活動推進のため、箱膳を作成
します。

担当課

　※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
現計
予算額

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）

　※「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。

●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２号）

●後期高齢者医療特別会計（補正予算第１号）

●水道事業会計（補正予算第１号）

平成27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）
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26,431 △ 5,000 福祉課

5,536 5,000 福祉課

10,685 2,000 学校教育課

1,072,000 1,008 子ども課

3,285 490 学校教育課

66,568 △ 1,872 生活環境課

41,274 △ 2,720 生活環境課

11,847 494 総務課

54,707 2,603 消防本部

21,690 32,400 消防本部

13,000 6,000 消防本部

11,431 700 市民課

9,097 500 中央公民館

○旧上高井郡役所管理事業

　施設の使用団体からの寄附金を活用して旧上高井郡役所北側建物の一階
トイレを改装します。

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）

○防犯対策事業

　区が設置する防犯灯の設置事業補助金の申請増により、補助金を増額しま
す。

　緊急防災・減災事業債を活用し、車両活動状況の把握と迅速な活動のた
め、車両動態管理等の消防指令装置を改修します。

○消防施設整備事業

　緊急防災・減災事業債を活用し、八幡町に耐震性貯水槽を新設するため、
工事費を計上します。

☆消防施設管理事業

○一般管理事務費（常備消防費）

　平成２６年度広域消防受託事業の確定により、消防費受託事業収入（小布
施町・高山村）の返還金を計上します。
　救急救命士の気管挿管実習の委託料を増額します。

☆防災危機管理事業

　同報系防災行政無線のデジタル化に向けて、調査等を行うため委託料を増
額します。

　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。

○し尿処理施設運営事業

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）

○児童センター管理事業

　北部児童センターの外壁が経年劣化したため、修繕料を増額します。

○児童手当等支給事業

　過年度に遡って児童扶養手当の返還があったため、平成26年度児童扶養
手当国庫負担金返還金を計上します。

○奨学金事業

　寄附金を奨学金の財源である奨学金積立基金に積み立てます。

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）

☆一般管理事務費（生活保護総務費）

　生活保護法による被保護者就労支援事業を実施するため、生活困窮者自
立支援事業から委託料を組替えます。

担当課

○生活困窮者自立支援事業

　生活困窮者自立支援法による就労準備支援事業等を実施するため、事業
の配分を見直すとともに、被保護者就労支援事業を生活保護総務費の一般
管理事務費に組替えます。

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額
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11,052 7,900 生涯学習スポーツ課

5,157 760 生涯学習スポーツ課

61,922 1,000 生涯学習スポーツ課

4,412 585 生涯学習スポーツ課

30,382 △ 82 生涯学習スポーツ課

21,408 483 道路河川課

18,027 7,386 農林課

22,531 891 産業連携開発課

92,206 △ 19,839 道路河川課

79,500 20,000 道路河川課

○除雪事業

　除雪用重機車両の修繕料を増額します。
　峰の原高原における除雪委託料を増額します。
　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、除雪ドーザ―の購入費を減額し、
除雪グレーダー借上料を計上します。

○道路維持補修事業

　道路及び水路等の補修を促進するため、修繕料を増額します。

６　みんなが快適に生活できるまちづくり　（都市基盤整備）

☆産業連携事業

　元気づくり支援金を活用し、銀座ＮＡＧＡＮＯにて商談会やイベントを実施す
るため、使用料や自動車借上料等を計上します。

○松くい虫防除対策事業

　松くい虫の被害拡大を抑えるため、秋の伐倒駆除の実施に伴い、委託料を
増額します。

○農道・水路補修事業

　震災対策農業水利施設整備事業補助金の減額に伴い、委託料を減額しま
す。
　土地改良施設維持管理適正化事業交付金の増額に伴い、工事費及び賦課
金を増額します。

５　みんなの活力があふれるまちづくり　（産業振興）

　地域おこし協力隊を雇用し、アウトドアスポーツを中心とした市外からの誘
客、市民のスポーツ振興を図るため、活動に必要な事業費を計上します。

○生涯スポーツ事業

　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。

○体育施設管理事業

　中部電気保安協会からの電気設備の改善指摘事項について、修繕を行い
ます。

☆一般管理事務費（体育振興費）

○文化財国指定化等推進事業

　林野庁との調整により、「米子大瀑布」の名勝指定申請範囲の見直しに係る
調査・図面を作成するため、委託料を増額します。

☆文化財保存活用事業

　地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型上乗せ交
付分）を活用し、旧小田切家の備品等を購入します。
　福島町が、市の指定文化財である「福島の大幟」を建立し公開するため、文
化財保存活用補助金を増額します。

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額 担当課
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251,150 46,610 道路河川課

7,020 △ 2,446 道路河川課

0 1,000 まちづくり課

36,505 3,475 政策推進課

160,582 11,143 議会事務局

26,871 △ 493 政策推進課

1,629,286 1,417 財政課

191,853 △ 15,668 財政課

6,612,111 117,489 健康づくり課

6,979 1,159 財政課

担当課

　決算による前年度繰越金の確定により財産区基金へ積立てます。

担当課

　事業費の変更により、負担金を精査し、財源を組替えます。
　介護納付金の確定により、減額します。
　決算による前年度繰越金の確定により、国民健康保険基金へ積立てます。
　前年度の事業費確定により、返還金を計上します。
　前年度事業費確定により、一般会計への繰出金を計上します。

３　井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額

○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。

○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。

　須高行政事務組合の繰越金確定に伴い、議会費・総務費負担金を減額しま
す。

○広域行政推進事業

○議員人件費

　６月市議会定例会において特別職の職員等の給与に関する条例が修正可
決されたことに伴い、議員報酬等を現状維持とするため、不足分を計上しま
す。

○移住交流支援事業

　地域おこし協力隊を増員するため、報酬等を増額します。

７　みんなが主役のまちづくり　（行政経営）

　地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型上乗せ交
付分）を活用し、空家の調査及びデータベース整備を行います。

☆空家対策事業

担当課

○道路改良事業（補助：活力創出基盤分）

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、常盤町下八町線を増額したほ
か、進捗状況等を精査し、各路線の事業費を組替えます。（高梨宮川八重森
線、橋梁長寿命化修繕、園芸高校井上線、常盤町下八町線、坂田原滝ノ入
線、高梨小島線ほか）

○道路改良事業（補助：地域住宅支援分）

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、進捗状況等を精査し、各路線の
事業費を減額します。（小山八幡線ほか）

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額
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4,196,027 104,590 高齢者福祉課

537,043 230 健康づくり課

収益的支出 1,158,956 877 水道局

収益的支出 1,902,500 277

資本的支出 1,720,735 456

担当課

【収益的支出】人事異動による職員手当を増額します。
　　　　　　　　　使用料過年度分更正ため雑支出を増額し
　　　　　　　　　ます。
【資本的支出】人事異動による職員手当を増額します。

水道局

担当課

【収益的支出】塩野浄水場等監視業務委託にかかる単価
　　　　　　　　　改訂に伴い、委託料を増額します。
                    毎日の水質検査業務に係る臨時職員賃金
　　　　　　　　　を計上します。

７　下水道事業会計

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額

補正額 担当課

補正額

　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
現計
予算額

　前年度事業費の確定に伴い、介護給付費準備基金積立金及び返還金を計
上します。

５　後期高齢者医療特別会計

主　　な　　内　　容
現計
予算額

４　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容
現計
予算額

補正額 担当課
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