
△ 21,261 千円

109,482 千円

738 千円

80,558 千円

△ 165 千円

143 健康づくり課

△ 18,218 健康づくり課

△ 83 健康づくり課

△ 356 健康づくり課

2,300 福祉課

△ 37 健康づくり課

655 高齢者福祉課

10,000 高齢者福祉課

平成29年９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）

◎　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）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○健康診査事業

　社会保障・税番号制度システムの仕様変更により、システム改修委託料を増
額します。

○国民健康保険事業

　社会保障・税番号制度システムの仕様変更により、システム改修経費として
繰出金を増額します。
　決算見込みにより、繰出金を精査します。

○後期高齢者医療事業

　社会保障・税番号制度のシステム改修を長野県後期高齢者医療広域連合
で行うこととなったため、システム改修経費に係る繰出金を減額します。

○地域医療対策事業

　須高行政事務組合の繰越金確定に伴い、診療所費負担金を減額します。

○中国残留邦人生活支援事業

　医療支援給付費等の増加により、支援給付費を増額します。

〇国民年金事業

　社会保障・税番号制度のシステム改修経費の見直しにより、システム改修委
託料を減額します。

○介護保険事業

　社会保障・税番号制度システムの仕様変更により、システム改修経費として
繰出金を増額します。
　前年度決算に伴い、保険料軽減分の繰出不足額を計上します。

☆社会福祉法人貸付事業

　社会福祉法人に対する運営資金として、貸付金を計上します。
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415 福祉課

576 福祉課

△ 28,000 道路河川課

157 学校教育課

182 学校教育課

△ 500 学校教育課

277 子ども課

56,515 子ども課

71 学校教育課

1,890 学校教育課

83 福祉課

△ 1,124 生活環境課

△ 2,026 生活環境課

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○支援費サービス事業

　障がい福祉計画策定のため、懇話会委員の謝礼を計上します。
　社会保障・税番号制度システムの仕様変更により、システム改修委託料を増
額します。

○福祉会館管理事業

　福祉会館エレベーターのバッテリー交換と、老朽化したFF暖房機２台を更新
します。

○歩道段差解消事業

　国の社会資本整備総合交付金の内示により、事業費（相森中学校線）を減
額します。

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

☆教育活動支援事業

　ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、基本的な生活習慣の
習得支援や学習支援等を行います。

☆小学校国際化教育推進事業

　今後の英語教育指導に活かすため、現状の英語力把握を目的として、小学
校２校（仁礼・豊丘）の６年生を対象に英語力確認テストを行います。

○学校給食センター施設整備事業

　上下水道工事費の積算を水道局へ発注するため、委託料を減額のうえ負担
金に組替えます。

○一般管理事務費【児童福祉総務費】

　社会保障・税番号制度システムの仕様変更により、システム改修委託料を増
額します。

○私立保育所運営助成事業

　国の保育所等整備交付金を活用し、マリアこども園の認定こども園分園整備
に対する補助金を計上します。また、同交付金の内示により、双葉幼稚園の認
定こども園整備（保育所分）に対する補助金を減額します。

○児童クラブ運営事業

　28年度に国の補助金を活用して行った児童クラブ環境改善整備において、
入札差金が生じたことから、国への返還金を計上します。

○児童クラブ整備事業

　28年度に国の交付金を活用して行った日野地域児童クラブ改築において、
一部補助対象面積が減ったことから、国への返還金を計上します。

○母子・父子家庭支援事業

　自立支援教育訓練の受講希望者の増により、自立支援給付金を増額しま
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

○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伴い、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伴い、火葬場費負担金を減額します。
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146 消防本部

△ 1,047 消防本部

195 消防本部

150 中央公民館

406 生涯学習 スポーツ課

346 生涯学習スポーツ課

1,500 生涯学習 スポーツ課

△ 224 生涯学習スポーツ課

162 農林課

△ 4,700 農林課

△ 21,450 道路河川課

△ 5,250 道路河川課

3,772 道路河川課

補正額 担当課

○一般管理事務費【常備消防費】

　消防学校入校者が減となったことや、指導救命士研修の負担金が確定した
ことから研修経費を減額します。
　通信指令システム保守点検委託や備品購入費の事業費確定により減額しま
す。
　前年度決算により、広域消防受託事業収入返還金を計上します。

○消防機械力整備事業

　消防車両等の事業費確定により備品購入費を減額します。

主　　な　　内　　容

○水防対策事業

　水防倉庫改築にあたり建築確認申請等が必要なことから、委託料を計上しま
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

○公民館管理事業

　南部地域公民館で老朽化した暖房器具を更新します。

☆博物館管理運営事業

　博物館に関する移転を含めた今後の在り方を検討し、基本計画を策定しま
す。

○文化財調査研究事業

　県道新田春木線の遺構測量調査の事業量の増により、委託料を増額しま
す。

○文化施設管理事業

　笠鉾会館の屋根瓦破損による修繕や、メセナホールの非常用電源バッテ
リーを交換します。

○生涯スポーツ事業

　須高行政事務組合の繰越金確定に伴い、教育費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）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○農業振興対策事業

　地域おこし協力隊がビジネスモデルを学習するための研修会に参加しま
す。
　高甫中央畑かん組合が所有管理する施設の修繕に対する補助金を計上し
ます。

○鳥獣被害防止対策事業

　電気柵の設置について、地元（下八町）との協議により本年度の施工延長が
短くなったため、事業費を減額します。

○基盤整備促進事業

　国の農業基盤整備促進事業交付金等の内示により、事業費（沼目地区・野
辺地区）を減額します。

○県営土地改良事業

　県営土地改良事業の事業費確定により、県事業負担金を減額します。

○林道管理事業

　国の道整備交付金の内示により、米子不動線の事業費を減額し、月生線の
法面崩落により復旧工事費を計上します。
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1,500 商業観光課

1,000 商業観光課

900 商業観光課

240 道路河川課

9,605 道路河川課

△ 36,219 道路河川課

400 道路河川課

0 道路河川課

2,400 道路河川課

2,400 政策推進課

140 政策推進課

637 総務課

△ 341 政策推進課

補正額 担当課

○商業振興事業

　商店街が行う街路灯のLED化への事業を行うため、商店街環境整備事業補
助金を増額します。

☆観光・誘客宣伝事業

　須坂市の観光振興と観光の連携を図るため、地域おこし協力隊を配置し、
活動するための経費を計上します。

○シルキーホール管理事業

主　　な　　内　　容

　シルキーホールの空調設備が老朽化に伴い修繕が必要なことから、占用面
積按分により経費負担します。

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

○排水機場維持管理事業

　福島北排水機場の遊水池浚渫事業が維持管理適正化事業に採択されたこ
とから、拠出金を計上します。

○除雪事業

　降雪期前に除雪車両の修繕が必要なことから、修繕料を増額します。
　除雪機以外での好意による除雪作業により損害を与えた場合等に備え、保
険に加入します。
　昨年度のような大雪に備え、区へ譲与する小型除雪機２台と中型除雪機１台
を購入します。

○道路改良事業（活力創出基盤）

　国の社会資本整備総合交付金の内示により、事業費（常盤町下八町線・押
堀橋新田線・米持東中学校線等）を精査し組替えます。

○道路改良事業（地域住宅支援）

　国の社会資本整備総合交付金の内示により、事業費（北組沖１号線等）を精
査し組替えます。

○街路整備事業

　八町線の事業費のうち、用地補償費を精査して工事費に組替えます。

○県事業負担金【街路事業費】

　県単街路事業の事業費確定により、県事業負担金を増額します。

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

☆地域活性化事業

　少子化対策を推進するため、国の結婚新生活支援事業費補助金を活用し、
新婚世帯を対象に、住居の購入費及び賃料、引越費用等の一部を補助しま
す。

○広聴広報事業

　災害時等における職員向けの一斉緊急メール連絡を行うため、現行の防災
防犯メール配信システムに機能追加を行います。

○一般管理事務費【一般管理費】

　須坂市表彰規則に基づく適用基準の変更により被表彰者が増加するため、
関係経費を増額します。

○広域行政推進事業

　須高行政事務組合の繰越金確定に伴い、議会費・総務費負担金を減額しま
す。
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95 選挙管理委員会

2,916 財政課

1,277 税務課

2,224 財政課

△ 10,423 財政課

109,482 健康づくり課

738 財政課

80,558 高齢者福祉課

△ 165 健康づくり課

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○参議院議員通常選挙執行経費

　28年度に執行された参議院議員選挙において、県の算定誤りにより、国の
委託金が過大交付となったことから、国への返還金を計上します。

○財産管理事業

　市有地法面に積まれた土管に崩落の危険があることから、撤去及び法面整
備を行います。

☆賦課徴収事務費

　社会保険料控除額を事前にお知らせすることで、市民サービスの向上を図り
ます。

○償還金（元金）

　利率10年見直しを条件に借り入れた地方債の利率見直しにより、償還元金
を増額します。

○償還金（利子）

　利率10年見直しを条件に借り入れた地方債の利率見直し、平成28年度に借
り入れた地方債の利率確定により、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

　概算見込みにより、後期高齢者支援金を増額します。
　確定により介護給付費納付金を減額します。
　繰越金確定により基金へ積み立てます。
　前年度決算により返還金と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 補正額 担当課

　繰越金確定により基金へ積み立てます。

４　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

　「集い場」運営事業者の公募に対し応募者がなかったため、改修費を減額し
ます。
　繰越金確定により基金へ積み立てます。
　前年度決算により返還金と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 補正額 担当課

　前年度決算により保険料等負担金を減額し、繰出金を計上します。
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