
△ 114,700 千円

△ 283,576 千円

903 千円

△ 228,438 千円

28,384 千円

収益的支出 3,870 千円

資本的収入 △ 4,200 千円

資本的支出 △ 1,695 千円

収益的収入 25,931 千円

収益的支出 4,969 千円

資本的収入 △ 58,736 千円

資本的支出 △ 61,000 千円

収益的収入 △ 8,997 千円

収益的支出 △ 6,807 千円

資本的支出 △ 1,603 千円

△ 6,014 健康づくり課

6,732 健康づくり課

394 健康づくり課

△ 1,097 健康づくり課

3,519 福祉課

○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等を、社会福祉基金へ積み立てま
す。

○国民健康保険事業

　保険基盤安定化支援事業の確定等により繰出金を増額します。

○福祉医療費給付金事業

　今後の見込みにより自動給付方式事務委託料を増額します。

○後期高齢者医療事業

　後期高齢者医療特別会計の事業費精査により繰出金を減額します。
　後期高齢者医療広域連合の事業費精査により事務費負担金を減額しま
す。

○予防接種事業

　高齢者肺炎球菌等の接種者が見込みより少なかったため予防接種委託料
を減額します。

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

●下水道事業会計（補正予算第3号）

●宅地造成事業会計（補正予算第１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。

●国民健康保険特別会計（補正予算第3号）

●井上、幸高、九反田、中島財産区特別会計（補正予算第2号）

●介護保険特別会計（補正予算第3号）

●後期高齢者医療特別会計（補正予算第3号）

●水道事業会計（補正予算第3号）

平成30年３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7号）
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1,301 福祉課

2,086 福祉課

△ 41,987 高齢者福祉課

33,281 福祉課

△ 25,854 福祉課

△ 474 学校教育課

△ 12,402 子ども課

△ 8,007 学校教育課

3,936 子ども課

△ 10,200 生活環境課

13,477 消防本部

△ 17,383 生涯学習スポーツ課

○文化財調査研究事業

　県道新田春木線などの発掘調査費用を精査します。

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

○一般管理事務費【常備消防費】

　平成27年度に完了した消防救急デジタル無線整備工事において、受注者
が公正取引委員会の排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたことに伴
い、発注者に賠償金を支払うことから、工事費負担割合により小布施町と高
山村への返還金を計上します。

○霊園施設整備事業

　坂田霊園の擁壁修繕方法について検討した結果、29年度の修繕は見送
り、30年度で対応します。
　確定により松川霊園合葬式墓地設計委託料を減額します。

担当課

○施設型給付等事業

　給付基準額の増により施設型給付負担金を増額します。

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

○児童クラブ運営事業

　補助基準額の増により児童クラブ事業委託料を増額します。
　精査により臨時職員賃金を減額します。

○私立保育所運営助成事業

　保育所等整備交付金の内示によりマリアこども園の認定こども園分園整備
に対する補助金を減額します。

○奨学金事業

　今後の見込みにより奨学金貸付金を減額します。
　奨学金貸付金元金収入の増により積立金を増額します。

担当課

○生活保護費

　今後の見込みにより生活保護費を減額します。

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

○支援費サービス事業

　今後の見込みにより就労継続支援費等を精査します。
　前年度の障害者自立支援給付費国庫負担金等の確定により返還金を計上
します。

○介護保険事業

　介護保険特別会計の事業費精査により繰出金を減額します。

○臨時福祉給付金給付事業

　前年度の臨時福祉給付金給付事業国庫補助金の確定により返還金を計上
します。

担当課

○地域福祉推進事業

　今後の見込みにより社会事業授産施設運営事業補助金を増額します。

主　　な　　内　　容 補正額
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△ 10,944 生涯学習スポーツ課

△ 6,657 農林課

150 商業観光課

△ 13,176 商業観光課

1,469 産業連携開発課

△ 13,000 道路河川課

△ 9,617 道路河川課

△ 44 まちづくり課

△ 253 政策推進課

153,203 財政課

△ 14,265 総務課等

○職員人件費

　今後の見込みにより人件費を精査します。

　　職員人件費

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

○財産管理事業

　地方財政法の規定により、前年度繰越金の一部を財政調整基金へ積み立
てます。
　霊園使用料の増により公共施設等整備基金積立金を増額します。

〇一般管理事務費【企画費】

　信州須坂ふるさと応援寄附金の今後の見込みにより寄附者謝礼を減額し、
積立金を増額します。

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

○市営住宅管理事業

　末広団地の自動給水ユニットが不調のため修繕します。
　精査により事業費を減額します。

○県事業負担金【街路事業費】 

　今後の見込みにより県事業負担金を減額します。

○道路改良事業（活力創出基盤）

　確定により押掘橋新田線等の工事費を減額します。

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

○勤労者福祉事業

　今後の見込みにより勤労者住宅建設資金融資利子補給金と勤労者資金融
資保証料補給金を増額します。

○シルキーホール管理事業

　シルキーホールの音響映像設備が不調のため更新します。
　精査により事業費を減額します。

○観光施設管理事業

　精査により「ふれあい健康センター」の修繕料を減額します。

○農業振興対策事業

　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。
　精査により多面的機能支払交付金と冠水被害改植等苗木補助金を減額し
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

○体育施設整備事業

　確定により市民体育館非構造部材耐震化工事の設計委託料を減額しま
す。

補正額 担当課主　　な　　内　　容
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△ 283,576 健康づくり課

903 財政課

△ 228,438 高齢者福祉課

28,384 健康づくり課

収益的支出 3,870

資本的収入 △ 4,200

資本的支出 △ 1,695

収益的収入 25,931

収益的支出 4,969

資本的収入 △ 58,736

資本的支出 △ 61,000

収益的収入 △ 8,997

収益的支出 △ 6,807

資本的支出 △ 1,603

担当課

【収益的収入】保有土地売却繰り延べによる売却収益の減額

まちづくり課【収益的支出】保有土地売却繰り延べによる売却原価の減額

【資本的支出】保有土地売却繰り延べによる工事費の減額

８　宅地造成事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

担当課

【収益的収入】前年度流域下水道負担金返還金の増額

水道局
【収益的支出】除却に伴う除却費の増額と消費税の精査

【資本的収入】事業費減による企業債の精査

【資本的支出】今後の見込みによる事業費の精査

７　下水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

担当課

水道局

【収益的支出】職員人件費等と委託料の精査

【資本的収入】事業費確定による企業債の精査

【資本的支出】事業進捗による精査と予算組替

補正額 担当課

　保険料等の見込みにより保険料等負担金を増額します。

６　水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

　今後の見込みにより保険給付費を精査します。
　今後の見込みにより地域支援事業費を精査します。
　事業費の精査により積立金を減額します。

５　後期高齢者医療特別会計

主　　な　　内　　容

担当課

　土地貸付収入の増により積立金を増額します。
　精査により事業費を減額します。

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

　今後の見込みにより保険給付費を減額します。
　確定により共同事業拠出金を減額します。
　事業費の精査により積立金を増額します。

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
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