
平成２１年度　６月補正予算の概要

一般会計 単位：千円

平成２１年度 ６月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B

非常勤嘱託報酬等 人事課
緊急雇用創出基金事業として８人を雇用し，市民向け窓口相談体制の維
持・強化を図るため，措置するもの

8,702 8,702

コミュニティ推進費 地域政策課
ふるさと雇用再生特別基金事業として５０人を新規雇用し，地域コミュニティ
の更なる機能強化を図るため，措置するもの

93,799 93,799

防犯対策費 地域政策課
緊急雇用創出基金事業として２０人を新規雇用し，市内全域の防犯灯の設
置状況等を調査し，防犯灯管理台帳の充実を図るため，措置するもの

16,938 16,938

都市交通問題対策事業
費

都市計画課
地域活性化・経済危機対策事業として，鉄道事業者が実施する駅施設のバ
リアフリー化を支援するため，措置するもの

8,000 8,000

離島振興費
企画課
交通政策室

地域活性化・経済危機対策事業として，女木島・男木島への観光客の誘致
などを図り，来年度に開催の瀬戸内国際芸術祭に向けた実証実験を行うた
め，措置するもの

20,000 20,000

定額給付金等相当額給
付事業費

総務課
地域活性化・経済危機対策事業として，定額給付金等を受け取ることが困
難なＤＶ被害者に定額給付金等相当額を支給するため，措置するもの

3,713 3,713

コミュニティ推進費 地域政策課
コミュニティ活動に必要な備品等の整備や地域の自然体験事業などに助成
するため，補正するもの

8,131 21,500 29,631

安全で安心なまちづくり
推進費

地域政策課
青色回転灯パトロールを実施しているコミュニティ協議会に運行経費の一部
を助成するため，補正するもの

769 2,000 2,769

災害時要援護者台帳整
備費

健康福祉総務
課

緊急雇用創出基金事業として１人を新規雇用し，災害時要援護者台帳の
データ入力を行い，要援護者台帳と支援者情報を一体化したものを整備す
るため，措置するもの

1,099 1,099

総務費

総務費

総務費

民生費

事　業　概　要所管課名

総務費

事項款名

総務費

総務費

総務費

総務費
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平成２１年度 ６月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B
事　業　概　要所管課名事項款名

障害者相談員設置等事
業費

障がい福祉課
緊急雇用創出基金事業として１人を新規雇用し，障がい者に対する生活相
談体制の充実・強化を図るため，措置するもの

2,114 2,114

自立支援給付管理事務
費

障がい福祉課
障害者自立支援法に基づくサービス報酬の改定および利用者負担の見直
しに対応するシステム改修を行うため，補正するもの

9,967 5,569 15,536

新事業移行促進事業費 障がい福祉課
障害者自立支援法の円滑な実施を図る目的で，新体系へ移行した事業所
等に助成するため，措置するもの

1,389 1,389

事務処理安定化支援事
業費

障がい福祉課
事務処理を適正に実施する目的で，職員を効果的に配置する事業所に助
成するため，措置するもの

3,335 3,335

就労系事業利用アセスメ
ント実施連携事業費

障がい福祉課
就労系事業利用に向け，円滑なアセスメントが実施できるよう体制整備を
図った事業所に助成するため，措置するもの

360 360

地域移行支度経費支援
事業費

障がい福祉課
入所施設の入所者が地域生活に移行するに当たり，必要な物品等の購入
費用を助成するため，措置するもの

450 450

子育て支援対策推進費
こども未来課
保育課

緊急雇用創出基金事業として３人を新規雇用し，次世代育成に関する実態
やニーズを把握するほか，１人を新規雇用し，保育関連情報のホームペー
ジ作成・発信事業を推進するため，措置するもの

3,672 3,672

特別保育事業費 保育課
緊急雇用創出基金事業として３９人を新規雇用し，公立保育所に育児・保
育に関する知識・経験を有する職員を配置し，発達障害児等早期支援事業
を推進するため，措置するもの

16,525 16,525

私立保育所運営費 保育課
緊急雇用創出基金事業として３２人を新規雇用し，私立保育所に育児・保
育に関する知識・経験を有する職員を配置し，発達障害児等早期支援事業
を推進するため，措置するもの

14,236 14,236

環境美化推進費
環境保全推進
課

緊急雇用創出基金事業として９人を新規雇用し，歩きたばこ禁止の呼びか
けや吸殻などポイ捨てごみの清掃を行い，環境美化の推進を図るため，措
置するもの

6,722 6,722

新型インフルエンザ対策
費

保健対策課
感染症対策室

地域活性化・経済危機対策事業として，新型インフルエンザに対応し，保健
所職員用の防護服等を整備するため，措置するもの

2,300 2,300

民生費

衛生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

衛生費

民生費

民生費
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平成２１年度 ６月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B
事　業　概　要所管課名事項款名

不法投棄対策費 環境指導課
緊急雇用創出基金事業として３人を新規雇用し，廃棄物の不法投棄防止監
視パトロールを行うことにより，廃棄物の不法投棄の早期発見・早期処置等
を行うため，措置するもの

4,670 4,670

荒廃竹林整備事業費 農林水産課
緊急雇用創出基金事業として３人を新規雇用し，荒廃した竹林の伐採整備
のため，措置するもの

3,094 3,094

地域産業活性化促進事
業費

商工労政課
ふるさと雇用再生特別基金事業として４人を新規雇用し，中央商店街南部
エリア再生事業やブリスクオリジナルブランド開発事業を推進するため，措
置するもの

16,582 16,582

観光コンベンション振興
推進費

観光振興課
ふるさと雇用再生特別基金事業として２人を新規雇用し，（財）高松観光コン
ベンション・ビューローが実施する高松観光・コンベンションフォローアップ事
業を推進するため，措置するもの

7,474 7,474

塩江湯愛の郷センター浴
場施設管理運営費

観光振興課
塩江湯愛の郷センター浴場施設の，ろ過機入替工事等を実施するため，補
正するもの

5,253 6,600 11,853

公園再整備事業費 公園緑地課
地域活性化・経済危機対策事業として，公園遊具の撤去・更新を行い，公
園の利用環境の向上を図るため，措置するもの

166,000 166,000

救急救助活動費 消防局総務課
地域活性化・経済危機対策事業として，新型インフルエンザに対応し，救急
隊員の防護服等を整備するため，措置するもの

16,000 16,000

自主防災組織等育成費 消防局総務課
自主防災組織連合会に対して，防災資機材経費や教育訓練活動経費を助
成するため，補正するもの

11,293 2,500 13,793

特別支援教育サポーター
配置事業費

学校教育課
緊急雇用創出基金事業として５２人を新規雇用し，幼稚園・小学校・中学校
に特別支援教育サポーターを配置し，特別支援教育の充実を図るため，措
置するもの

25,322 25,322

小学校問題行動等解決
支援事業費

学校教育課
ふるさと雇用再生特別基金事業として社会福祉士１人を新規雇用し，小学
校問題行動等解決支援事業を推進するため，措置するもの

3,001 3,001

家庭教育学級開設等家
庭教育推進費

生涯学習課
緊急雇用創出基金事業として家庭教育推進補助員１人を新規雇用し，家庭
教育の一層の向上を図るため，措置するもの

1,190 1,190

消防費

衛生費

教育費

教育費

教育費

消防費

商工費

土木費

商工費

農林水産業費

商工費
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平成２１年度 ６月補正 補正後予算額

現計予算額　A 市長裁定額　B A＋B
事　業　概　要所管課名事項款名

史跡讃岐国分寺・国分尼
寺跡保存・整備費

文化財課
緊急雇用創出基金事業として６人を新規雇用し，埋蔵文化財（出土品）の整
理事業を推進するため，措置するもの

3,000 3,000

コミュニティ推進費 地域政策課
ふるさと雇用再生特別基金事業として，地域コミュニティの更なる機能強化
を図るため，措置するもの

233,745

地域産業活性化促進事
業費

商工労政課
ふるさと雇用再生特別基金事業として，中央商店街南部エリア再生事業や
ブリスクオリジナルブランド開発事業を推進するため，措置するもの

41,162

観光コンベンション振興
推進費

観光振興課
ふるさと雇用再生特別基金事業として，（財）高松観光コンベンション・ビュ
ーローが実施する高松観光・コンベンションフォローアップ事業を推進する
ため，措置するもの

17,272

小学校問題行動等解決
支援事業費

学校教育課
ふるさと雇用再生特別基金事業として，小学校問題行動等解決支援事業を
推進するため，措置するもの

10,569教育費

商工費

商工費

款名

平成２２年度から平成２３年度まで

事　業　概　要

総務費

（債務負担行為）追加

平成２２年度から平成２３年度まで

限度額期間

平成２２年度から平成２３年度まで

平成２２年度から平成２３年度まで

教育費

所管課名事項
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