
166,076 千円

16,136 千円

4,215 千円

収益的収入 4,112 千円

収益的支出 △ 2,973 千円

資本的収入 △ 8,746 千円

資本的支出 8,451 千円

収益的収入 △ 480 千円

収益的支出 △ 21,227 千円

資本的支出 194 千円

802 健康づくり課

19,453 健康づくり課

4,215 高齢者福祉課

188 福祉課

222 福祉課

56,560 福祉課

1,683 福祉課

○生活困窮者自立支援事業

　前年度の生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金等の確定により返
還金を計上します。

○在宅福祉サービス事業

　申請件数の増により難聴児補聴器購入費補助金等を増額します。

○地域生活支援事業

　申請件数の増により身体障害者自動車運転免許取得費補助金等を増額し
ます。

○支援費サービス事業

　制度改正に伴い障害者自立支援給付支払等システム改修を行います。
　今後の見込みにより生活介護支援費等の支援費を精査し、放課後等デイ
サービス実施事業所の開設に伴い、障害児通所給付費を増額します。

○介護保険事業

　制度改正に伴うシステム改修が必要なことから繰出金を増額します。

○国民健康保険事業

　国保情報集約システム改修に伴い繰出金を増額します。

○後期高齢者医療事業

　前年度の療養給付費負担金の確定に伴う精算により負担金を増額します。

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

◎　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。

●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１号）

●下水道事業会計（補正予算第１号）

平成29年12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5号）
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683 福祉課

31,802 福祉課

144 学校教育課

△ 8,355 学校教育課

△ 615 学校教育課

△ 4,229 学校教育課

80 学校教育課

4,416 子ども課

995 子ども課

1,301 子ども課

400 子ども課

20,961 子ども課

7,986 子ども課

○特別保育事業

　特別支援保育児童の増により保育士が増員となったため、臨時職員の経費
を増額します。
　国の補助単価の増により、病後児保育事業負担金を増額します。

○保育所管理事業

　井上保育園の砂場縁枠と各園のアップライトピアノを修繕します。

○通常保育事業

　入所児童の増により保育士が増員となったため、嘱託職員と臨時職員の経
費を増額します。

○保育所運営委託事業

　前年度の子どものための教育・保育給付費負担金の確定により、返還金を
計上します。

○児童手当等支給事業

　前年度の児童扶養手当給付費負担金の確定により、返還金を計上します。

○私立保育所運営助成事業

　県の低年齢児保育支援事業補助金の内示により、保育士配置基準緩和補
助金及び子育て支援総合助成金事業補助金を減額します。
　国の補助単価の増により、一時預かり事業補助金を増額します。
　対象児童の減により、特別支援保育対策事業補助金を減額します。
　前年度の子ども・子育て支援交付金の確定により、返還金を計上します。

〇特別支援学校管理運営事業

　コピー機リースを事業費確定により減額します。
　前年度の受託負担金の確定により、返還金を計上します。

○中学校管理運営事業

　上田市の中学校に通学している生徒の委託負担金を精算により減額しま
す。

○中学校施設整備事業

　中学校２校（常盤・相森）のトイレ改修工事設計業務を事業費確定により減額
します。
　中学校１校（常盤）の備品購入費（放送設備）を事業費確定により減額しま
す。

○小学校管理運営事業

　上田市の小学校に通学している児童の委託負担金を精算により増額しま
す。
　小学校５校のコピー機リースを事業費確定により減額します。

○小学校施設整備事業

　小学校３校（小山・豊洲・日野）の備品購入費（放送設備）を事業費確定によ
り減額します。

　前年度の生活保護費国庫負担金の確定により返還金を計上します。

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）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

補正額 担当課

○一般管理事務費【生活保護総務費】

　前年度の被保護者就労支援事業費国庫負担金等の確定により返還金を計
上します。

○生活保護費

主　　な　　内　　容
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△ 530 学校教育課

70,529 子ども課

△ 3,686 子ども課

3,630 子ども課

519 生活環境課

△ 196 消防本部

△ 123 消防本部

△ 261 消防本部

△ 1,904 消防本部

△ 4,892 消防本部

60 消防本部

200 消防本部

900 道路河川課

　消防ポンプ車のホースカー昇降装置の不具合を修繕します。

○交通安全施設整備事業

　春木町にゾーン30区域路面標示を設置します。

　消火栓設置維持管理負担金を事業費確定により精査します。

○水防対策事業

　台風21号による水害時に使用した水防原材料を補充します。

○高山分署運営事業

　今後の見込みにより消防団員報酬を精査します。

○消防団運営事業

　全国女性消防操法大会の関係経費を精査します。
　県消防学校の操法科入校について、消防団で協議の結果、県大会出場年
度のみとしたことから、負担金を減額します。

○消防団機械力整備事業

　備品購入費（積載車・消防ポンプ）を事業費確定により減額します。

○消防施設管理事業

○一般管理事務費【常備消防費】

　自主防災活動用の消火栓放水器具整備費を事業費確定により減額します。
　大型自動車免許取得受講負担金の確定により減額します。

○消防団員人件費

○廃プラスチック再資源化事業

　廃プラスチック圧縮梱包機の主押しシリンダーについて、予備品を緊急時に
備えて整備します。

担当課

　対象児童の減により、幼稚園就園奨励費補助金を減額します。

○施設型給付等事業

　保育士処遇改善加算等の補助単価の増により、施設型給付費負担金を増
額します。
　前年度の施設型給付費負担金の確定により、返還金を計上します。

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

○幼稚園助成事業

　国の認定こども園整備事業補助金の内示により、双葉幼稚園の認定こども
園整備（幼稚園分）に対する補助金を増額します。
　入所児童の減により、私立幼稚園補助金を減額します。
　対象児童の減により、特別支援保育対策事業補助金を減額します。

○幼稚園就園援助事業

補正額 担当課

○児童クラブ整備事業

　夏端町児童クラブ解体工事費を事業費確定により減額します。

主　　な　　内　　容
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△ 965 生涯学習スポーツ課

△ 133 生涯学習スポーツ課

139 農林課

2,190 農林課

116 農林課

1,628 農林課

△ 7,764 農林課

8,858 産業連携開発課

△ 32,191 商業観光課

14 まちづくり課

351 まちづくり課

△ 27,982 道路河川課

○除雪事業

　備品購入費（除雪ドーザー）を事業費確定により減額します。
　峰の原高原除雪基地設計業務の事業費確定により減額します。

○臥竜公園管理事業

　臥竜公園内の街灯支柱が劣化しているため修繕します。

○調査・計画策定事業

　事業費の増により長野都市圏総合都市交通体系調査負担金を増額します。

６　みんなが快適に生活できるまちづくり　（都市基盤整備）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○観光施設整備事業

　峰の原高原クロスカントリーコース全天候型走路増設工事を事業費精査によ
り減額します。
　市営駐車場の発券機及び精算機入替え工事費を備品購入費へ組み替えま
す。

○企業立地推進事業

　日滝原産業団地内企業の工場増設等により、企業立地振興事業補助金を
増額します。

○産地ブランド環境整備事業

　産地パワーアップ事業の事業費確定により、冷蔵庫導入支援の補助金を減
額します。

☆農業後継者対策事業

　県の果樹経営起業準備支援事業補助金の内示により、新たに果樹経営を
始める農業者を支援します。

○農業経営基盤強化対策事業

　国の機構集積協力金交付事業補助金の内示により、農地中間管理機構の
農地集積に協力する農地所有者を支援します。

○遊休農地解消対策事業

　対象農用地の確定により、中山間地域農業直接支払交付金を増額します。
　申請面積の増により、遊休農地解消対策事業補助金を増額します。

○農業振興対策事業

　国の水産多面的機能発揮対策交付金を活用し、河川内清掃活動等を支援
します。
　日滝原土地改良区の県営特定農業用管水路等特別対策事業費の増により
負担金を増額します。

５　みんなの活力があふれるまちづくり　（産業振興）

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○生涯スポーツ事業

　サマーランド入場料収入の精査により須高行政事務組合教育費負担金を減
額します。

○文化活動振興事業

　出演者とのスケジュール調整が整わず、公共ホール音楽活性化支援事業を
次年度開催としたため減額します。

担当課

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
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160 議会事務局

△ 238 総務課

35,208 総務課等

16,136 健康づくり課

4,215 高齢者福祉課

収益的収入 4,112

収益的支出 △ 2,973

資本的収入 △ 8,746

資本的支出 8,451

収益的収入 △ 480

収益的支出 △ 21,227

資本的支出 194

担当課

【収益的収入】人事異動に伴い人件費負担金を減額します。
【収益的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。
　　　　　　　　　精査により企業債利息を減額します。
【資本的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。

水道局

担当課

【収益的収入】資本的収入から収益的収入へ組替します。
【収益的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。
　　　　　　　　　豊丘ダム管理負担金を確定により減額します。
【資本的収入】前年度実績により消火栓設置負担金を減額し
　　　　　　　　　ます。
【資本的支出】人事異動に伴い人件費を精査します。
　　　　　　　　　境塚配水池系改良工事を行います。

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

補正額 担当課

　制度改正に伴うシステム改修が必要なことから委託料を増額します。
　今後の見込みにより給付費等を減額します。
　今後の見込みによりサービス費等を増額します。
　収支調整のため基金へ積み立てます。

３　介護保険特別会計

主　　な　　内　　容

担当課

　制度改正に伴うシステム改修を事業費確定により減額します。
　制度改正に伴い国保情報を集約するために必要な情報機器を整備します。
　医療費通知でのお知らせ月数が増となったことから郵便料等を増額します。
　収支調整のため基金へ積み立てます。

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額

○職員人件費

　人事異動に伴い人件費を精査します。
　定年前職員退職手当を増額します。

　※最低賃金の改定に伴い、各予算事業において臨時職員賃金の引き上げ
　　 を行います。

　　職員人件費

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○一般管理事務費【一般管理費】

　地方公務員災害補償基金負担金の確定により減額します。
　人事異動に伴い水道局への児童手当特例給付負担金を減額します。

○議会運営費

　議会広報誌等の印刷製本費の不足により増額します。

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
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