
平成２４年度３月補正予算　主要事項増減明細

（歳出） （単位：千円）

No. 所管 事業名 補正前 補正額 補正後 増減 概要 一財 国 県 地方債 その他

1
市民課
保険係

総）子ども医療費助成事業費 141,144 △12,950 128,194 △9.2%

　決算見込みに基づく減額補正。
　医療費請求は２ヶ月遅れとなるため、H24年10月から拡大した中
学生までの入院医療費無料化の影響は、H24年12月～H25年3月まで
の４ヶ月間となる。
　影響額は１ヶ月当たり150万円程度の増の見込み。

2,322 △15,210 △62

2
子育て支援課
子育て支援係

総）保育所運営委託事業費 1,384,282 △11,659 1,372,623 △0.8%
見込みより入所人員が少なかったことによる減額補正。

１２月補正時見込み　1,736名→　３月補正後見込み　1,709名
1,099 △7,493 △3,747 △1,518

3
健康福祉課
保健センター

総）妊産婦健康診査事業費 50,116 △12,655 37,461 △25.3%

　当初見込んでいた健診受診者数よりも実際の受診者数が少ないこ
と等による減額補正。

当初見込み　480名→　３月補正時見込み　463名

△9,964 △2,691

4
健康福祉課
保健センター

総）予防接種助成事業費 60,381 △15,044 45,337 △24.9%

　主に高齢者用肺炎球菌ワクチン及び子宮頸がんワクチン接種者数
の減によるもの。
　　　　　　　　　　　　　　当初見込み　３月補正時見込み
　高齢者用肺炎球菌ワクチン　 3,438名　　　　　800名
　子宮頸がんワクチン　　　　 　326名　　　　　262名

△11,833 △3,211

5
商工観光課
広域観光交通

係
総）観光推進事業費 13,868 325 14,193 2.3%

　H24年度に開催したＴＡＧＡＷＡコールマインフェスティバルで
生じた赤字を補てんするための負担金の増額及び臨時職員賃金・共
済費の減額等による補正。
　コールマインフェスティバル負担金
　　補正前7,000千円→補正後8,240千円（1,240千円増額）

310 15

6
都市計画課
都市政策係

総）街路整備事業費 64,414 10,833 75,247 16.8%

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、県が事業を前倒
し実施することから事業費が拡大し、それに対する本市の負担金が
増額となるもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

△67 10,900

7
都市計画課
緑化・公園係

総）公園施設長寿命化計画策定事業費 14,010 14,010 皆増

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、都市計画におけ
る公園施設の老朽化対策として公園施設長寿命化計画を策定するも
の。
　本計画は、今後の公園施設の老朽化対策実施における基本計画と
なるとともに、国庫補助を活用した改築等が可能となるもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

8,010 6,000

8
建築住宅課
住宅政策係

総）住宅地区改良事業費 471,866 △207,538 264,328 △44.0%
　H24年度に実施予定であった事業内容のうち、事業進捗の遅れに
より、一部工事費及び補償費を25年度予算へ付替えること等による
減額補正。

△587 63,749 △270,700

9
教育総務課

総務係
総）小中一貫校整備事業費 22,721 242,482 265,203 1067.2%

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、H25年度に実施す
る工事等の一部を前倒して実施するもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

△5,697 58,279 189,900

10
教育総務課

総務係
総）幼稚園園舎改築事業費 16,810 299,813 316,623 1783.5%

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、H25年度に実施す
る工事等の一部を前倒して実施するもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

14,070 50,943 234,800

3,952,069 243,626 4,195,695 6.2% △60,806 172,855 △58,704 185,500 4,781

11
総務課
人事係

固）職員人件費 2,971,070 △42,386 2,928,684 △1.4%

異動及び各種手当の変動等で生じた整理による減。 △43,783千円
12月補正時より退職者数が1名増加したことによる増。 1,397千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計△42,386千円
退職者数　定年退職者数　　 8名
　　　　　自己都合退職者　 1名
　　　　　退職勧奨　　　　 1名　計10名

△42,386

12
保護課
総務係

固）国県支出金等返還金 40,900 40,900 皆増
　H23年度の生活保護費等国庫負担金及びセーフティネット支援対
策等事業費補助金の精算による超過額を返還するもの。

40,900

総合計画経費　計
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13
市民課
保険係

固）国民健康保険特別会計繰出金 448,833 △20,584 428,249 △4.6%
　国民健康保険特別会計の決算見込みに基づき、一般会計からの繰
出金の補正を行うもの。

△22,461 333 1,544

14
健康福祉課
高齢介護係

固）介護保険広域連合負担金 864,600 △61,415 803,185 △7.1%
福岡県介護保険広域連合の諸経費決算見込みに基づく負担金の減額
補正。

△61,415

15
健康福祉課
障害社会係

固）障害者自立支援臨時対策事業費 27,453 △18,712 8,741 △68.2%
　障害者自立支援法に基づく新体系への移行に関し、新体系定着支
援を活用する事業所が見込みよりも少なかったことによる減額補
正。

△2,958 △15,754

16
市民課
保険係

固）後期高齢者医療費 659,819 △21,428 638,391 △3.2%
　福岡県後期高齢者医療広域連合からの精算調整額通知に基づく減
額補正。

△21,428

17
保護課
総務係

固）生活保護費 5,089,758 △82,076 5,007,682 △1.6%

当初見込時よりも保護者数の伸びが低かったことによる減額補正。

　当初見込
　　　保護世帯数 2,235世帯、保護者数 3,228名、保護率 63.8‰
　決算見込
　　　保護世帯数 2,173世帯、保護者数 3,094名、保護率 61.5‰

△219,007 129,498 △5,296 12,729

18
環境対策課
環境政策係

固）廃棄物処理施設整備基金費 53,804 12,831 66,635 23.8%
　ごみ処理手数料収入からごみ袋購入・販売事業費等への充当額を
差し引いた残額を基金へ積み立てるものであるが、事業費の決算見
込みに基づき、基金積立額が増額となるもの。

7,213 5,618

19
環境対策課
環境政策係

固）清掃施設組合負担金 611,001 △81,634 529,367 △13.4%
　清掃施設組合の施設建設室廃止等を含む決算見込みに基づいた負
担金の減額補正。

△81,628 △6

20

安全安心まち
づくり課
防災安全対策
室

固）防災まちづくり基金費 135,000 135,000 皆増

　福岡県市町村災害共済基金組合の解散に伴い本市へ配分される財
産処分金について、今後の防災事業等へ役立てるため、新たに設置
する「田川市防災まちづくり基金」へ積み立てるもの。
※田川市防災まちづくり基金条例は３月議会へ上程予定。

135,000

21
土木課

土木管理係
固）農林施設一般災害復旧事業費 204,132 △42,760 161,372 △20.9% 入札及び事業内容の精査等に伴う事業費の減額補正。 △3,634 10,117 △46,300 △2,943

22
土木課

土木管理係
固）河川等災害復旧事業費 20,500 △11,555 8,945 △56.4% 入札及び事業内容の精査等に伴う事業費の減額補正。 585 △1,140 △11,000

20,126,308 △224,072 19,902,236 △1.1% △415,996 120,245 △13,374 △73,000 158,053

23
土木課

土木管理係
修）農村環境整備事業費 58,551 △22,641 35,910 △38.7%

　当初予算に計上していた下記事業のうち、唐戸２号堰改良工事が
県補助に採択されなかったことなどによる減額補正。
○赤熊農道改良工事
○葉山尻池管理道設置工事
○唐戸２号堰改良工事

268 △13,309 △9,600

24
土木課

土木管理係
修）農業水利施設保全合理化事業費 74,600 74,600 皆増

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、農業水利施設の
長寿命化対策を図るもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

3,974 15,696 41,030 13,900

25
土木課

土木管理係
修）幹線道路改良事業費 142,905 212,583 355,488 148.8%

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、H25年度に予定し
ていた事業の一部を前倒しして実施するもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

△917 129,000 84,500

固定経費　計
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26
土木課

土木管理係
修）道路ストック総点検事業費 15,000 15,000 皆増

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、道路、河川等の
社会インフラの老朽化状況を把握するため、総点検を実施するも
の。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

1,200 13,800

27
建築住宅課
住宅管理係

修）公営住宅等ストック総合改善事業費 293,793 1,014,922 1,308,715 345.5%
　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、H25年度以降に予
定していた事業を前倒しして実施するもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

100,984 428,316 486,000 △ 378

28
教育総務課

総務係
修）小学校施設維持管理経費 21,588 23,759 45,347 110.1%

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、後藤寺小学校体
育館の吊り天井落下防止工事を行うもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

1,022 7,837 14,900

830,061 1,315,476 2,145,537 158.5% 104,479 594,649 27,646 588,800 △98

29
総合政策課
秘書係

そ）一般管理経費 9,762 △278 9,484 △2.8%
市長交際費の減額等による補正。
　市長交際費　補正前3,150千円→補正後2,950千円(200千円減額)

△278

30
議会事務局
議事調査係

そ）議員及び事務局経費 18,407 △3,629 14,778 △19.7%
旅費及び議長交際費の減額等による補正。
　議長交際費　補正前1,000千円→補正後650千円(350千円減額)

△3,629

31
総務課

情報推進係
そ）ＩＴ推進事業費 117,536 △ 13,818 103,718 △11.8%

　内部業務システムの更新時期を後倒ししたことにより、システム
リース料が少額で済む見込みとなったことに伴う減額補正。

△13,284 △534

32
健康福祉課
保健センター

そ）予防接種事業費 90,865 △ 15,527 75,338 △17.1%

　主に不活化ポリオワクチンの接種者が見込みよりも少なかったこ
とによる減額補正。（不活化ポリオワクチンについては９月補正で
計上）

９月補正時見込み　2,739名　　３月補正時見込み　1,586名

△15,527

33
教育総務課

総務係
そ）小学校施設維持管理経費 130,055 30,000 160,055 23.1%

　国のH24年度補正予算による経済対策を活用し、災害時の避難所
でもあり、太陽光発電システムがある後藤寺小学校及び伊田小学校
に停電時のバックアップ電源として蓄電池を整備するもの。
※地域の元気臨時交付金の算定対象

△107 12,666 17,300 141

2,286,396 △74,823 2,211,573 △3.3% △88,521 7,484 △4,544 17,300 △6,542

27,194,834 1,260,207 28,455,041 4.6% △460,844 895,233 △48,976 718,600 156,194合計

修繕費　計

その他経費　計


