
平成２７年度１２月補正予算の概要　

当　 初

補正前

補正後

補正額 ※詳細については、補正予算書を掲載しておりますので、ご覧ください。

主な補正内容（歳入）

補正前 補正後 補正額

8 地方特例交付金 12,000 16,646 4,646

9 地方交付税 10,050,000 10,223,024 173,024

11
分担金及び
負担金

105,636 90,406 △ 15,230

12
使用料及び
手数料

475,421 436,532 △ 38,889

13 国庫支出金 2,116,567 2,187,249 70,682

14 県支出金 2,178,276 2,204,923 26,647

15 財産収入 77,196 73,341 △ 3,855

16 寄附金 43,990 143,990 100,000

17 繰入金 276,838 303,220 26,382

18 繰越金 148,178 695,851 547,673

19 諸収入 464,799 492,362 27,563

20 市債 3,814,200 2,862,200 △ 952,000

26,603,424 26,570,067 △ 33,357

市立保育所保育料

前年度繰越金

ふるさと南あわじ応援寄附金（ふるさと納税）

国民健康保険税の負担軽減のための繰出金に
対する国庫負担金

市町振興支援交付金　4,689千円

国民健康保険税の負担軽減のための繰出金に
対する国庫負担金

防災行政無線整備事業に係る借入（ケーブルテ
レビ事業特別会計で実施のため全額を減額）

ふるさと南あわじ応援寄附金

国民健康保険基盤安定負担金
7,418千円

保育所広域入所受託事業収入
12,635千円

市外の幼児が市内保育所を使用した場合の他
市町からの受託事業収入

保育所給食費負担金　18,480千円

社会資本整備総合交付金　△26,000千円

使用目的

農地農業用施設災害復旧事業分担金
△11,400千円

農地農業用施設災害復旧事業に係る受益者分
担金

私立保育所運営費負担金　18,771千円
私立保育園・こども園等の給付費負担金に対す
る国庫負担金

一般財源補てん

私立保育園負担金　△3,830千円 私立保育園保育料

市立保育所保育料

款

国民健康保険基盤安定負担金
34,511千円

地方特例交付金 一般財源補てん

普通交付税

道路橋梁維持事業に対する国庫補助金

学校施設環境改善交付金　18,000千円

一般財源補てん

ケーブルテレビ事業特別会計繰入金

三原中学校武道場大規模改造工事に対する国
庫補助金

私立保育所運営費負担金　9,385千円
私立保育園・こども園等の給付費負担金に対す
る県負担金

防災行政無線整備事業 △1,003,800千円

土木施設災害復旧事業に係る借入

保育所給食費に対する保護者負担金

ケーブルテレビ事業特別会計繰入金
26,000千円

26,570,067千円 

△33,357千円

主な補正内容

土木施設災害復旧事業　18,800千円

1 一般会計

25,880,000千円 

26,603,424千円 

基金から生じた利子

離島航路維持事業に対する県補助金

海岸漂着物地域対策ス新事業委託金
3,500千円

港湾の漂着物除去に対する県委託金

農地農業用施設災害復旧事業補助金
6,000千円

農地農業用施設災害復旧事業に対する県補助
金

利子及び債券運用収入



主な補正内容（歳出）

補正前 補正後 補正額

2 総務費 3,691,170 2,846,431 △ 844,739

3 民生費 6,821,558 6,898,300 76,742

4 衛生費 1,978,105 1,982,205 4,100

6 農林水産業費 2,334,238 2,328,254 △ 5,984

8 土木費 2,730,634 2,677,044 △ 53,590

10 教育費 2,641,546 2,664,243 22,697

11 災害復旧費 422,201 450,201 28,000

12 公債費 4,009,183 4,592,425 583,242

13 諸支出金 170,617 333,887 163,270

26,603,424 26,570,067 △ 33,357

その他

債務負担行為

公共施設等整備基金積立金　66,270千円 公共施設等整備に備えて積立

妊婦健康診査補助金　4,300千円 妊婦健診に対する補助金

事業名

防災行政無線整備工事監理業務委託料（廃止） 平成28年度

防災行政無線整備工事費（廃止） 平成28年度

私立幼稚園保育料等減免支援補助金
4,700千円

主な補正内容 事業概要

ふるさと南あわじ応援寄附金の寄付者に対する
贈答品管理業務

4,000千円

期間 限度額

災害復旧工事費　28,000千円

款

三原中学校武道場大規模改造事業
81,500千円

三原中学校武道場大規模改造工事等

道路・橋梁・河川に係る災害復旧工事

海岸漂着物地域対策推進事業委託料
3,500千円

離島航路補助金　46,892千円

849,000千円

ふるさと納税特産品贈答管理委託料
40,000千円

3歳児以上保育料無料化に合わせて実施する私
立幼稚園の保育料減免に対する補助金

慶野松原育成委託料　4,000千円 慶野松原の松林の保全事業

高齢者インフルエンザ予防接種医師委託
料　5,000千円

高齢者のインフルエンザワクチン予防接種事業

道路橋梁長寿命化点検及び舗装修繕事工事道路橋梁維持事業　△43,400千円

施設栽培モデル実証事業補助金
9,850千円

国庫補助を活用した農業用施設の整備事業に
対する市随伴補助金

ふるさと南あわじ応援寄附金及び利子収入を積
立

下水道事業補助金　△6,600千円 下水道事業会計への補助金

離島航路の運営法人に対する補助金

防災行政無線整備工事費等（ケーブルテレビ事
業特別会計で実施のため全額を減額）

防災行政無線整備事業　△1,019,996千円

こども園等給付費負担金　47,593千円 認定こども園等に対する給付費負担金

国民健康保険税の負担軽減のための繰出金国保基盤安定事業繰出金　55,906千円

港湾の漂着物除去事業

防災行政無線整備事業をケーブルテレビ事業特
別会計で実施するため廃止

事業概要

市債繰上償還元金　583,242千円 財政健全化のための市債の繰上償還

ふるさとまちづくり基金積立金
100,179千円



補正前 補正後 補正額

7,672,277 7,830,166 157,889

1,265,181 1,287,900 22,719

4,628,029 4,688,297 60,268

78,012 70,846 △ 7,166

73,747 89,300 15,553

397,694 1,424,123 1,026,429

5,551,528 5,360,816 △ 190,712

408,941 409,381 440

主な補正内容 事業概要

2 特別会計

国民健康保険特別
会計

【保険事業勘定】

【歳入】　国民健康保険税　△188,084千円
　　　　　 一般会計繰入金　51,890千円
　　　　 　財政調整基金繰入金　100,000千円
　　　　　 前年度繰越金　95,755千円
【歳出】　保険給付費　110,214千円

決算見込みによる国民健康保険税の減額及び
保険給付費の伸びに対する財源不足を一般会
計からの繰入金及び財政調整基金繰入金等で
補てん

会計名

後期高齢者医療特
別会計

【歳入】　一般会計繰入金　7,690千円
　　　　　 前年度繰越金　15,029千円
【歳出】　保険料負担金　14,647千円
　　　　　 療養給付費負担金　9,147千円

後期高齢者医療広域連合に対する療養給付費
負担金の追加を一般会計繰入金で補てん

介護保険特別会計
【保険事業勘定】

【歳入】　前年度繰越金　71,493千円
【歳出】　財政調整基金積立金　34,714千円
　　　　　 返納金　38,473千円

国・県補助金返納金及び財政調整基金積立金を
前年度繰越金で補てん

介護保険特別会計
【サービス事業勘定】

【歳入】　居宅支援サービス計画費収入
　　　　 　5,500千円
　　　　　 一般会計繰入金　△12,666千円
【歳出】　サービス計画作成委託料　5,500千円
　　　　　 人件費　△12,666千円

サービス計画作成委託料を計画費収入で補てん
人件費の減額分については一般会計繰入金を
減額して調整

産業廃棄物最終処
分事業特別会計

【歳入】　前年度繰越金　15,674千円
【歳出】　基金積立金　14,132千円
　　　　　 人件費　2,057千円

前年度繰越金を基金積立

ケーブルテレビ事
業特別会計

【歳入】　施設整備事業債　1,003,800千円
【歳出】　防災行政無線整備事業　992,985千円
　　　　　 一般会計繰出金　26,000千円

防災行政無線整備事業を一般会計より事業振
替

下水道事業会計

【歳入】　一般会計補助金　△6,600千円
　　　　　 国庫補助金　△117,290千円
【歳出】　人件費　△6,660千円
　　　　　 工事費　△138,945千円

国庫補助金の減少により工事費を減額
人件費の減額分については、一般会計補助金を
減額して調整

農業共済事業会計

【歳入】　園芸施設連合会特別交付金
　　　　　 363千円
【歳出】　人件費　1,753千円
　　　　　 業務勘定引当金繰入　△1,753千円

園芸施設連合会特別交付金等により無事戻金
を支出
人件費の増額分について業務勘定引当金繰入
の減額により調整


