
△ 41,545 千円

98,723 千円

168 千円

114,229 千円

2,862 千円

収益的支出 6,000 千円

資本的収入 △ 6,400 千円

資本的支出 △ 5,921 千円

3,827 健康づくり課

△ 8,177 健康づくり課

1,231 福祉課

1,554 高齢者福祉課

△ 8,000 道路河川課

546 学校教育課

○児童センター管理事業

　南部児童センターにおいて、利用者の利便性を高めるため、隣接地を借上
げ、駐車場を整備します。

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）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○歩道段差解消事業

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、事業費を減額します。
　（相森中学校線）

○介護保険事業

　介護保険特別会計の前年度介護給付費の確定等に伴い、繰出金を増額し
ます。

○一般管理事務費（社会福祉総務費）

　社会福祉のためにいただいた寄附金を、社会福祉基金へ積立てます。

○国民健康保険事業

　国民健康保険特別会計の事業費精査に伴い、繰出金を減額します。

担当課

☆予防接種事業

　予防接種法施行令の改正により、平成28年10月１日から乳児に対するB型
肝炎ワクチンが定期接種となるため、予防接種の実施にかかる経費を計上し
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。

●国民健康保険特別会計（補正予算第2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）

平成28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3号）
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2,045 子ども課

972 生活環境課

2,302 消防本部

△ 5,298 消防本部

857 消防本部

3,000 道路河川課

△ 1,000 市民課

12,900 生涯学習スポーツ課

△ 2,350 農林課

○鳥獣被害防止対策事業

　仁礼区と調整し、今年度実施予定の電気柵の更新距離を見直したため、原
材料費を減額します。

担当課

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

○文化施設整備事業

　メセナホールのトイレ全面洋式化について、既存便器数を確保しつつ各トイ
レブースの広さや通路幅を確保するために、各トイレブース及び洗面カウン
ターの撤去・取り外し、新設等の追加工事が必要となったため、工事費を増額
します。

担当課

○防犯対策事業

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、防犯灯のLED化工事費を減額し
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

　損傷等により地元要望のあった交通安全施設（カーブミラー等）を更新する
ため、工事費を増額します。

○交通安全施設整備事業

○消防団運営事業

　消防団員等公務災害補償等共済基金助成金を活用し、消防団員が安全に
活動するための手袋等を整備します。
　破損した消防団鼓隊員用の小太鼓（スネアドラム）を更新するため、備品購
入費を増額します。

○一般管理事務費（常備消防費）

　現在加入している消防業務賠償責任保険に、平成28年10月１日から新た
に、救急現場に居合わせて救急手当を行った一般人が感染症の疑いが生じ
た際の検査に対する補償が追加となるため、保険料を増額します。
　事業費の確定により、広域消防受託事業収入の返還金を計上します。

○消防機械力整備事業

　事業費の確定により備品購入費等を減額します。

○環境対策事業

　地元住民から苦情が訴えられている上信越自動車道の騒音対策について、
実態を把握し東日本高速道路株式会社へ改善を要望するため、騒音調査委
託料を増額します。

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

担当課

○私立保育所運営助成事業

　通常保育事業補助金の精査及び保育対策総合支援事業費補助金の内示
を受け、私立保育園の業務効率化を推進するため、補助金を計上します。

主　　な　　内　　容 補正額
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3,467 農林課

25,000 道路河川課

2,000 道路河川課

4,900 道路河川課

△ 10,020 道路河川課

△ 15,214 道路河川課

10,500 道路河川課

△ 35,745 道路河川課

△ 10,010 道路河川課

△ 13,500 道路河川課

○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、進捗状況等精査し、用地購入費
と立木等補償料を組替えます。

○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、進捗状況等精査し、北組沖１号
線の事業費を減額します。

○道路改良事業（補助：活力創出基盤整備分）

　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、進捗状況等精査し、各路線の事
業費を組替えます。（道路ストック、米持東中学校線、橋梁長寿命化修繕、坂
田原滝ノ入線、常盤町下八町線、園芸高校井上線）

○道路維持補修事業

　地元要望のあった損傷が著しい道路及び側溝等を改修するため、委託料及
び工事費を増額します。

○除雪事業

　除雪用重機車両の修繕をするための経費を増額します。
　峰の原高原における除雪委託料を増額します。
　凍結防止剤散布車の運転業務を外部に委託するため、委託料を計上しま
す。
　社会資本整備総合交付金の内示に伴い、除雪ドーザ―の購入費を全額減
額します。
　狭隘道路へも凍結防止剤を散布できるように車載型の散布機を購入しま
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）

担当課主　　な　　内　　容 補正額

　震災対策農業水利施設整備事業補助金を活用し、豊丘上町にある野下原
ため池２号の耐震性点検調査を行うため、委託料を計上します。

○県営土地改良事業

　県営事業で行っていた広域農道の改良事業について、平成27年度で終了
したため、負担金を減額します。

○農道・水路補修事業

○水路改修事業

　破損した本郷ため池の底張りシートの修繕を行うため、工事費を計上しま
す。

○農道改良事業

　千曲川堤外地を流れる百々川に架設している、木橋の百々川1号橋が老朽
化により損傷したため工事費を計上します。

補正額 担当課

○農業後継者対策事業

　新規就農者用共同作業場の利用に伴う、光熱水費を計上します。
　新規就農研修者の増に伴い、新規就農研修給付金を増額します。
　果樹経営起業準備支援事業補助金を活用し、果樹経営を起業しようとする
意欲ある新規就農者を支援するための補助金を計上します。

主　　な　　内　　容
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2,200 政策推進課

△ 216 財政課

△ 17,892 財政課

98,723 健康づくり課

168 財政課

114,229 高齢者福祉課

2,862 健康づくり課

補正額 担当課

　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。
　保険料還付金を増額します。
　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。

　総合事業における審査支払手数料を計上します。
　利用者の増に伴い、はつらつ若返り教室の実施会場を増やすため、委託料
を増額します。
　　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、
一般会計繰出金を計上します。

５　後期高齢者医療特別会計

主　　な　　内　　容

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。

４　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

主　　な　　内　　容 補正額

補正額 担当課

　事業費の確定により、国保連合会負担金を精査します。
　後期高齢者支援金を増額します。
　後期高齢者関係事務費拠出金を増額します。
　前期高齢者納付金を増額します。
　介護給付費納付金を増額します。
　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

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容

○償還金（元金）

　平成27年度債の借入額の確定及び臨時財政対策債（H17年度）、減税補て
ん債（H17年度）の利率見直しにより長期債償還元金を減額します。

○償還金（利子）

　借入利率の確定により長期債償還利子を減額します。

○情報システム管理事業

　国が求める自治体情報セキュリティの抜本的強化対策として、システム構築
に必要なサーバー等を導入するため、賃借料を増額します。また、一部賃借
料の確定に伴い、事業費を精査します。

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
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収益的支出 6,000

資本的収入 △ 6,400

資本的支出 △ 5,921

担当課

【収益的支出】資本的支出の工事請負費から修繕費へ組替
えます。
【資本的収入】資本的支出の工事請負費の減額に伴い、企
業債を減額します。
【資本的支出】工事請負費を収益的支出の修繕費へ組替え
ます。

水道局

６　下水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額
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