
平成29年度3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、ご覧下さい。

主な補正内容（歳入）

（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

11 分担金及び負担金 86,865 87,792 927

12 使用料及び手数料 443,984 439,644 △ 4,340

13 国庫支出金 2,046,977 2,006,438 △ 40,539

14 県支出金 2,035,202 2,037,695 2,493

16 寄附金 458,506 358,074 △ 100,432

17 繰入金 1,193,289 1,183,885 △ 9,404

18 繰越金 220,936 257,256 36,320

19 諸収入 625,807 578,502 △ 47,305

地域介護拠点整備費補助金
△11,178千円

「福祉の里」開設準備に係る県補助金

臨時福祉給付金給付事業費補助金
△21,568千円

農地農業用施設災害復旧事業分担金
△1,900千円

農地農業用施設災害復旧事業に係る受益者分担金

児童手当負担金

△16,938千円
児童手当に係る国庫負担金

農村地域防災減災事業分担金
3,588千円

マイナンバーカードの記載事項充実など、システム整備に関
する国庫補助金

障害児通所支援給付費
11,950千円

障害児通所支援給付に係る国庫負担金

私立保育園運営費負担金
6,850千円

社会資本整備総合交付金
△9,308千円

小規模住宅改良事業・空家等対策実態調査・ひょうご住まい
の耐震化促進事業等に対する国庫補助金

農地農業用施設災害復旧事業補助金
△37,720千円

ふるさと納税（ふるさとまちづくり基金へ積み立て）

土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定繰入金
10,846千円

1 一般会計

26,180,000千円 

27,289,425千円 

款

社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2,764千円

26,274,145千円 

主な補正内容

△ 1,015,280千円 

使用目的

臨時福祉給付金の支給に係る国庫補助金

農村地域防災減災事業に係る受益者分担金

保育園事業に係る国庫負担金

放課後児童健全育成事業利用料 学童保育の利用料

農地農業用施設災害復旧事業に係る県補助金

ふるさと南あわじ応援寄附金
△110,000千円

経営体育成支援事業補助金
△13,122千円

経営発展につながる農業用機械・施設導入にかかる県補助金

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金
153,907千円

国補正予算を受けて、実施する淡路島牧場での施設整備に
係る県補助金

福祉応援指定寄附金
10,000千円

福祉分野での活用を目的とした個人寄附金（地域福祉基金
へ積み立て）

土地開発事業特別会計住宅団地開発事業勘定からの繰入金

前年度繰越金 一般財源補てん

文化財保護調査受託事業収入
△32,676千円

埋蔵文化財調査に係る受託事業収入

消防団員退職報償金
△10,057千円

淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし
△11,720千円

鳴門みさき荘改修事業等に係る基金取りくずし

消防団員退職に伴う報償金



主な補正内容（歳入）つづき

（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

20 市債 3,390,600 2,537,600 △ 853,000

27,289,425 26,274,145 △ 1,015,280

農地農業用施設災害復旧事業
△10,300千円

農地農業用施設災害復旧事業に係る借入

防災公園整備事業に係る借入

河川整備事業
△114,000千円

治水総合対策事業に係る借入

道路改良事業
△184,300千円

道路新設改良事業に係る借入

火葬場整備事業
△258,200千円

火葬場整備事業に係る借入

オニオンロード整備事業（県負担金）に係る借入

衛生施設整備事業
△10,800千円

下水放流施設整備事業に係る借入

県営広域営農団地農道整備事業
△42,100千円

緊急防災減災事業
△136,900千円

排水対策事業（高潮対策関連）
△40,000千円

福良地区の高潮対策事業に対する借入

款 主な補正内容 使用目的



主な補正内容（歳出）

（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

1 議会費 205,337 200,286 △ 5,051

2 総務費 3,076,022 2,911,338 △ 164,684

3 民生費 7,146,476 7,054,012 △ 92,464

4 衛生費 1,978,960 1,693,579 △ 285,381

5 労働費 57,602 53,044 △ 4,558

6 農林水産業費 2,219,172 2,223,473 4,301

7 商工費 514,203 464,850 △ 49,353

8 土木費 2,959,806 2,572,767 △ 387,039

空家等対策実態調査業務委託料
△9,000千円

市内空家の実態調査に係る委託料

市議会議員選挙費
△31,561千円

消費税引き上げに伴う経済対策として給付金を給付

地域介護拠点整備費補助金
△11,178千円

返納金
857千円

平成28年度子ども・子育て支援交付金清算に伴う国庫返納金

農業共済事業会計への運営費負担金

国補正予算を受けて、実施する淡路島牧場での施設整備に
係る補助金

雇用対策事業費
△4,450千円

臨時職員の賃金・共済費

妊婦健康診査補助金
△5,000千円

妊婦健診費用の助成

火葬場建設事業費
△260,000千円

火葬場建設に係る工事費等

倭文川の排水ポンプ設置に係る工事費等

農業共済事務費負担金
△5,120千円

後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金

治水総合対策事業費
△114,000千円

高潮対策関連工事費
△40,000千円

福良地区の高潮対策関連排水対策としてポンプ等を設置

淡路関空航路の就航に係る支援負担金

県営ほ場整備事業負担金
8,735千円

療養給付費負担金
△18,894千円

「福祉の里」開設準備に係る補助金

主な補正内容

視察研修等の旅費

淡路関空航路就航支援負担金
990千円

款 事業概要

旅費
△3,160千円

道路新設改良費
△194,000千円

市道の改良工事等に係る経費

市議会議員選挙に係る経費

マイホーム取得補助金
14,000千円

個人取得住宅に対する補助金

保育所・こども園等給付費負担金
12,729千円

保育園運営経費に対する負担金

臨時福祉給付金（経済対策分）
△14,985千円

下水放流施設建設事業費
△11,400千円

下水放流施設建設に係る実施設計等

急傾斜地対策事業負担金
4,950千円

県営事業の負担金（国補正予算に伴う追加）

県営事業の負担金（国補正予算に伴う追加）

県営農村地域防災減災事業負担金
14,744千円

県営事業の負担金（国補正予算に伴う追加）

丸山漁港施設指定管理料
1,800千円

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金
153,907千円

障害児通所支援給付費
23,900千円

障害のある児童の通所支援に対する給付

ふるさと南あわじ応援寄附金特産品贈答管理委託料
△44,000千円

ふるさと南あわじ応援寄附金の返礼品に係る委託料

丸山海釣り公園の指定管理料

観光施設改修事業費
△34,330千円

サイクリングターミナルやサンライズ淡路、花トイレなど
観光施設の改修工事費等



主な補正内容（歳出）つづき

（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

9 消防費 1,179,939 1,019,308 △ 160,631

10 教育費 2,712,040 2,596,686 △ 115,354

11 災害復旧費 188,802 138,802 △ 50,000

13 諸支出金 790,995 1,085,929 294,934

27,289,425 26,274,145 △ 1,015,280

災害復旧工事費
（農地農業用施設災害復旧費）
△50,000千円

公民館改修工事費
△21,077千円

湊・北阿万・福良地区公民館などの施設改修に係る工事費

サンプール施設指定管理料
3,000千円

サンプール施設改修に伴う指定管理料の追加

公共施設等整備基金積立金
134,934千円

公共施設等の整備、解体、撤去資金に充てるための基金積立

ふるさとまちづくり基金積立金
△110,000千円

発掘調査委託料
△34,000千円

埋蔵文化財調査（養宜地区）に係る委託料

退職報償費
△10,057千円

勤続5年以上の消防団員退職報償金

防災公園整備事業費
△128,075千円

防災公園整備に係る工事費等

南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金
△7,330千円

運営分と大規模改造事業分に係る一部事務組合に対する負担金

活力に満ちた魅力あるまちづくり事業に充てるための基金積立

農地及び農業用施設の復旧工事費

市債の償還に充てるための基金積立

地域福祉基金積立金
10,000千円

福祉分野に対する指定寄附金を受けたことによる基金積立

減債基金積立金
210,000千円

事業概要

子ども未来基金積立積立金
50,000千円

将来の子育て施策に充てるための基金積立

款 主な補正内容



繰越明許費

債務負担行為

廃止
款

4

4

8

火葬場建設工事費 平成30年度 930,000千円

火葬場建設工事監理業務委託料 平成30年度 35,000千円

事業名 期間 限度額

平成30年度～平成34年度 560,000千円コミュニティバス運行業務委託料

款 項 事業名 限度額 事業概要

２．総務費 １．総務管理費 庁舎等解体事業 52,000千円 旧三原庁舎の解体

３．民生費 １．社会福祉費 地域介護拠点整備費補助金 32,000千円
民設民営の高齢者福祉施設の建設費
用の一部を助成（福祉の里グループ
ホーム建設分）

３．民生費 １．社会福祉費 福祉の里補助金 6,800千円
民設民営の高齢者福祉施設の建設費
用の一部を助成

３．民生費 ２．児童福祉費 市保育所整備事業 9,800千円 市保育所改築のための実施設計

４．衛生費 ２．清掃費 災害廃棄物処理計画策定事業 3,100千円 災害廃棄物処理計画の策定

４．衛生費 ２．清掃費 下水放流施設建設事業 31,000千円 下水放流施設建設工事の実施設計

６．農林水産業費 １．農業費
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策
事業補助金

153,907千円 淡路島牧場 牛舎・堆肥舎等の整備

６．農林水産業費 １．農業費 農業基盤整備促進事業 13,200千円 新田・筒井地区の排水路整備

６．農林水産業費 １．農業費 農村地域防災減災事業 15,100千円 ため池等の整備工事

６．農林水産業費 １．農業費 農業公園トイレ改修事業 43,700千円 県民利便施設トイレの改修

６．農林水産業費 ３．水産業費 灘漁港浮桟橋耐震化事業 22,682千円
灘漁港の浮桟橋耐震化のための実施設
計

６．農林水産業費 ３．水産業費 浜の活力再生交付金事業 39,200千円
のり養殖業の体質強化のための大型の
り自動乾燥機整備への補助

７．商工費 １．商工費 泉源調査事業 13,000千円 新たな泉源の現地調査

７．商工費 １．商工費 ゆとりっく施設改修事業 8,200千円 ゆとりっくのろ過機改修

８．土木費 ２．道路橋梁費 道路橋梁長寿命化事業 50,000千円 老朽化した橋梁の改修、点検

８．土木費 ２．道路橋梁費 道路新設改良事業 25,000千円 市道市116号線の改良工事

８．土木費 ３．河川費 治水総合対策事業 46,000千円 倭文川治水対策工事の実施設計

10．教育費 ５．社会教育費 公民館改修事業 34,100千円
湊地区公民館の改修工事及び福良地
区公民館の耐震診断

11．災害復旧費 １．農林水産施設災害復旧費 農地農業用施設災害復旧事業 60,000千円
台風5号、21号で被災した施設、農地農
業用施設の災害復旧工事

11．災害復旧費 ２．公共土木施設災害復旧費 道路橋梁河川災害復旧事業 27,500千円
台風21号で被災した河川、道路の復旧
工事



（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

8,388,786 8,227,172 △ 161,614

154,260 150,149 △ 4,111

675,625 709,305 33,680

7,719 17,304 9,585

71,854 63,854 △ 8,000

773,397 761,472 △ 11,925

461,189 457,283 △ 3,906

国民健康保険特別会計
【直営診療所勘定】

【歳入】　診療収入　△4,500千円
　　　　　 繰入金　331千円
　　　　　 繰越金　58千円

【歳出】　総務費　△2,111千円
　　　　　 医業費　△2,000千円

決算見込による臨時職員の賃金と医薬材料費の減額及び看
護師人件費負担金の増額

2 特別会計

会計名 主な補正内容 補正概要

農業共済事業会計

【歳入】　一般会計補助金　△5,120千円
　　　　　 業務引当金戻入　1,214千円

【歳出】　業務事業費用　△3,906千円

決算見込による臨時職員の賃金や報酬等の減額

ケーブルテレビ事業
特別会計

【歳入】　使用料及び手数料　21,397千円
　　　　　 繰入金　△35,130千円

【歳出】　総務費　△11,925千円

決算見込による臨時職員の賃金やテレビ視聴支援金、ケー
ブルテレビ移行奨励金の減額

産業廃棄物最終処分事業
特別会計

【歳入】　使用料及び手数料　△8,000千円

【歳出】　処分事業費　△8,000千円

工事費や公用車購入費、消費税の不用額の減額と産業廃棄
物最終処分場基金積立を増額

後期高齢者医療特別会計

【歳入】　後期高齢者医療保険料　33,680千円

【歳出】　後期高齢者医療広域連合会
　　　　　 負担金　33,680千円

保険料増収見込みによる後期高齢者医療広域連合に対する
保険料負担金の増額

土地開発事業特別会計
【住宅団地開発事業勘定】

【歳入】　繰越金　9,585千円

【歳出】　住宅団地開発事業費　9,585千円
淡路瓦振興助成金など、不用額の減額と一般会計繰出金の増額

国民健康保険特別会計
【保険事業勘定】

【歳入】　国庫支出金　△5,114千円
　　　　　 県支出金　△5,500千円
　　　　　 共同事業交付金　△151,000千円

【歳出】　共同事業拠出金　△162,000千円
　　　　　 諸支出金　386千円

決算見込による共同事業拠出金の減額と診療所勘定への繰
出金の増額


