
567,689 千円

△ 80,013 千円

134 千円

△ 151,083 千円

25,678 千円

収益的収入 △ 15,526 千円

収益的支出 △ 4,992 千円

資本的収入 △ 6,620 千円

資本的支出 △ 157,232 千円

収益的収入 19,460 千円

収益的支出 △ 3,552 千円

資本的収入 443,722 千円

資本的支出 537,979 千円

収益的収入 △ 6,293 千円

収益的支出 △ 4,661 千円

福祉課
　社会福祉のためにいただいた寄附金を、社会福祉基金へ積み立てます。

○地域福祉推進事業

福祉課　今後の見込みにより社会福祉協議会活動事業補助金及び社会事業授産施
設運営事業補助金を増額します。

9,998

5,296

○一般管理事務費【社会福祉総務費】

健康づくり課
　国民健康保険特別会計の事業費精査により繰出金を減額します。

△ 21,855

○国民健康保険事業

健康づくり課
　今後の見込みにより保健事業諸検診委託料を減額します。

△ 13,000

○健康診査事業

主　　な　　内　　容 補正額

◎　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）

担当課

●介護保険特別会計（補正予算第4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）

●下水道事業会計（補正予算第4号）

●宅地造成事業会計（補正予算第1号）

2020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8号）

●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）
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○広域ごみ処理推進事業

生活環境課
　確定により長野広域連合環境推進費負担金を減額します。

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

○幼稚園就園援助事業

子ども課
　今後の見込みにより幼稚園就園奨励費補助金を減額します。

△ 12,143

○児童手当等支給事業

子ども課
　今後の見込みにより児童手当給付費等を減額します。

△ 28,000

○学校給食センター施設整備事業

学校教育課　今後の見込みにより道路等関連整備工事と小中学校コンテナ室等整備工事
を減額します。

学校教育課　国の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用し、国の
GIGAスクール構想実現に向けて中学校４校における高速大容量のネットワー
ク環境を整備します。

☆中学校施設整備事業

☆小学校施設整備事業

学校教育課　国の公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金を活用し、国の
GIGAスクール構想実現に向けて小学校５校（日野・高甫・旭ヶ丘・仁礼・豊丘）
における高速大容量のネットワーク環境を整備します。

○小学校管理運営事業

学校教育課
　今後の見込みにより光熱水費等を減額します。

○奨学金事業

学校教育課　今後の見込みにより奨学金貸付金を減額します。
　繰上返済等による奨学金貸付金元金収入の増に伴い積立金を増額します。

担当課

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

福祉課　今後の見込みにより生活介護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。

担当課

○介護保険事業

高齢者福祉課
　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。

主　　な　　内　　容 補正額

82,680

△ 5,650

2,015

38,717

△ 28,167

△ 9,000

△ 10,218

70,173
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○観光施設整備事業

商業観光課　確定により米子大瀑布遊歩道整備工事と須坂温泉指定避難所整備負担金
を減額します。

○観光施設管理事業

商業観光課　令和元年東日本台風の影響により中止した米子大瀑布シャトルバス業務委
託料等を減額します。

○プレミアム付商品券事業

商業観光課
　精査によりプレミアム付商品券事業負担金等を減額します。

○林業振興対策事業

農林課　当年度の森林環境譲与税残余額を、後年度の森林整備に向けて森林環境
譲与税基金に積み立てます。

○県営土地改良事業

道路河川課　県が国の補正予算を活用し、相之島排水機場の更新工事を行うため、市の
負担分を増額します。

○農業振興対策事業

農林課　精査により環境保全型農業直接支払交付金と多面的機能支払交付金を減
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

○生涯スポーツ事業

生涯学習スポーツ課　令和元年東日本台風の影響により中止した信州須坂ハーフマラソン等の負
担金を減額します。

○体育施設管理事業

生涯学習スポーツ課
　今後の見込みにより修繕料等を減額します。

○体育施設整備事業

生涯学習スポーツ課　確定により勤労青少年体育センター耐震補強工事の設計委託料を減額しま
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

○ごみ処理施設運営事業

生活環境課
　今後の見込みにより需用費等を減額します。

○防災危機管理事業

総務課　令和元年東日本台風の災害復旧を支援していただいた市等へ受援経費負
担金を支払います。

補正額 担当課

○ごみ収集事業

生活環境課
　今後の見込みによりごみ収集委託料を減額します。

主　　な　　内　　容

595

△ 9,149

△ 4,000

△ 3,160

△ 2,000

△ 4,184

△ 12,296

△ 7,212

△ 101,630

1,541

8,475

△ 6,842
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○財産管理事業

財政課　歳入歳出の調整により、財政調整基金の積立金を増額します。
　霊園使用料の増等により公共施設等整備基金積立金を増額します。

161,575

○移住交流支援事業

政策推進課
　精査により地域おこし協力隊報酬等を減額します。

△ 6,786

〇一般管理事務費【企画費】

政策推進課　ふるさと応援寄附金の増加（決算見込：13億5,000万円）により寄附者謝礼や
積立金等を増額します。

672,962

市民課
　精査により鉄道軌道輸送対策事業補助金を減額します。

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

○公共交通対策事業

○住宅・建築物耐震改修事業

まちづくり課
　精査により耐震補強工事補助金等を減額します。

○河川管理事業

道路河川課
　確定により山﨑川河畔林整備工事を減額します。

○道路改良事業（防災・安全）

道路河川課　社会資本整備総合交付金の追加内示により、中鮎川橋等における工事の
進捗を図ります。

○小規模水道施設整備事業

生活環境課
　確定により水道管等布設替え工事を減額します。

○まちづくり推進事業

まちづくり課
　今後の見込みにより歴史的建物維持保存活用補助金を減額します。

○臥竜公園施設整備事業

まちづくり課　みんなで支える里山整備事業について、実施主体が市から臥竜公園里山
整備利用推進協議会へ変更となったため、委託料を減額します。

△ 7,497

○調査・計画策定事業

まちづくり課
　確定により都市計画基本図修正業務委託料を減額します。

△ 6,535

担当課

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

△ 7,677

△ 4,660

△ 4,730

14,582

△ 3,900

△ 5,012
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△ 80,013
健康づくり課

税務課

134 財政課

△ 151,083 高齢者福祉課

25,678 健康づくり課

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。

補正額 担当課

　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 補正額

　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

担当課

　今後の見込みにより保険給付費を減額します。
　事業費の精査により健診等委託料を減額します。
　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

主　　な　　内　　容 補正額 担当課

２　国民健康保険特別会計

主　　な　　内　　容 補正額

担当課

○職員人件費

総務課等　今後の見込みによる人件費の精査
　退職者の増による退職手当の増額

△ 995

　　職員人件費

主　　な　　内　　容 補正額

○農業用施設災害復旧事業

農林課

　今後の見込みにより日滝原土地改良区揚水機場の設計委託料と修繕工事
を減額します。
　被災したJAながの須高フルーツセンターの選果機災害復旧補助について、
JAながのを実施主体とした長野県中小企業等グループ施設等復旧整備事業
補助金を活用することとなったため、減額します。
　被災した農業用機械や農業施設の修繕や更新に対する支援について、被
災者からの要望が増えたため強い農業・担い手づくり総合支援交付金を増額
します。

△ 86,550

　　災害復旧費

主　　な　　内　　容 補正額 担当課
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△ 15,526

△ 4,992

△ 6,620

△ 157,232

19,460

△ 3,552

443,722

537,979

△ 6,293

△ 4,661

担当課

【収益的収入】野辺地籍売却繰り延べによる売却収益を減額

まちづくり課

【収益的支出】野辺地籍売却繰り延べによる売却原価を減額

８　宅地造成事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

担当課

【収益的収入】前年度流域下水道維持管理負担金返還金の増額

水道局

【収益的支出】事業費の精査

【資本的収入】流域下水道施設の災害復旧事業に対する起債を計上

【資本的支出】流域下水道事業建設負担金（災害復旧分）の増額

７　下水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額

担当課

【収益的収入】水道料金の精査

水道局

【収益的支出】事業費の精査

【資本的収入】事業費確定による企業債の精査

【資本的支出】事業費の精査

６　水道事業会計

主　　な　　内　　容 補正額
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