
１．補正予算の規模

・会計別の規模

（単位：千円）

２．主な補正内容

） ）

） ）

）

　　総務費

　　民生費

・福祉医療費、児童手当、生活保護費 △113,400千円

・介護保険特別会計保険事業勘定繰出金 △36,044千円

・障害者福祉事業費（扶助費、施設工事負担金等） △17,552千円

・老人福祉事業費（地域介護拠点整備補助金等） △26,463千円

・マイナンバーカード交付事業費 △5,500千円

・市長選挙事業費 △20,776千円

主な内容

・文書広報、情報化推進事業費 △7,952千円

・定住促進事業費（マイホーム取得補助金等） △14,000千円

（市債： △71,700千円 （その他： △36,576千円

（一般： △231,506千円

一般会計 △133,303千円

　各事業費の決算見込みによる減額 △715,889千円

（国： △250,671千円 （県： △125,436千円

313 867

沼島財産区
特別会計

243 425 0 0 0 425 668

北阿万財産
区特別会計

563 304 0 0 △9

△950 23,426

福良財産区
特別会計

11,824 1,424 0 0 △26 1,450 13,248

国民宿舎事
業特別会計

24,376 △950 0 0 0

産業廃棄物
最終処分事
業特別会計

92,086 13,110 0 0 0 13,110 105,196

介護保険特
別会計

5,216,094 △233,229 △94,834 0 △138,395

国民健康保
険特別会計

6,935,245 △280,000 △280,000 0 0 0 6,655,245

0 4,982,865

一般

一般会計 33,904,973 △133,303 △178,077 77,100 △81,552 49,226

令和２年度　３月補正（第12号）の概要について

会計 補正前 補正額
財　源　内　訳

補正後
国県支出金 地方債 その他

33,771,670

1



　　衛生費

　　農林水産業費

　　商工費

　　土木費

　　消防費

　　教育費

　　災害復旧費

） ）

）

内訳

） ）

）

内訳

・文化体育館空調設備更新事業費

・小学校大規模改造事業費 61,000千円

78,300千円

・感染症対策等学校教育活動継続支援事業費　（学校組合負担金を含む） 16,654千円

・GIGAスクール構想事業費 9,000千円

・急傾斜地対策事業負担金 3,500千円

・道路橋梁長寿命化事業費 27,600千円

（一般： 8,654千円

・県営ほ場整備事業負担金、県営ほ場整備受託事業費 136,460千円

（国： 197,560千円 （市債： 126,300千円

・聖火リレー事業 △1,200千円

・その他事業 △7,759千円

　国補正予算による事業費の追加 332,514千円

・社会教育関係事業費（成人式延期、研修経費等） △3,397千円

・アフタースクール事業 △1,500千円

・保健体育関連事業（各種大会、講演会等） △2,057千円

・議会行政視察経費 △6,222千円

・子育て関連事業費（遠足、イベント開催経費等） △2,479千円

・小中学校島外選手派遣等関連費 △2,000千円

（県： △460千円 （その他： △1,467千円

（一般： △24,687千円

・農地農業用施設災害復旧事業費 △4,590千円

　新型コロナウイルス感染症の影響による事業費の減額 △26,614千円

・小中学校施設整備事業費 △6,400千円

・埋蔵文化財保護事業 △5,200千円

・学校給食センター維持工事費 △46,000千円

・消防施設用備品購入費 △5,000千円

・道路橋梁維持、道路新設改良事業費 △84,365千円

・商工振興事業費（淡路瓦屋根工事補助金等） △5,400千円

・観光振興事業費（にぎわいづくり事業補助金等） △8,000千円

・有害鳥獣対策事業費 △12,146千円

・ため池等整備事業費、ほ場整備受託事業費 △84,530千円

・合併処理浄化槽設置整備事業補助金 △32,584千円

・農業振興各補助金、食の拠点施設駐車場整備工事費等 △31,018千円

・農道等整備事業費 △21,500千円

・保育所改修事業費、私立保育施設負担金 △33,287千円

・特別定額給付金事業費 △16,411千円
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・くにうみ協会事業費負担金

）

・総合支援給付システム改修委託料

） ）

・施設改良工事負担金

）

・県営農村地域防災減災事業負担金

） ）

）

・県営ほ場整備事業

） ）

・離島航路補助金

） ）

・各種基金積立金

） ）

・一般被保険者療養給付費負担金

　 ）

・一般被保険者高額療養費負担金

　 ）（県： △30,000千円

　決算見込みによる減。

（県： △250,000千円

　決算見込みによる減。

△30,000千円

　コロナ禍による指定管理施設使用料減に伴う積立金の減及び歳入歳出差額の積立による減債基金
積立金の増等。

国民健康保険特別会計 △280,000千円

≪保険事業勘定≫

△250,000千円

　沼島汽船の欠損額のうち国庫補助金を控除した額を、市が補助金として支出する。コロナ禍による
観光客減に伴う運行収益減のため。

諸支出金 231,103千円

231,103千円

（その他： △43,700千円 （一般： 274,803千円

　県営ほ場整備事業に対して、市が負担金を支出する。現年予算の県内地区間調整による事業費の
追加。

土木費 4,900千円

4,900千円

（県： 480千円 （一般： 4,420千円

（一般： 1,460千円

　県営ため池災害対策事業に対して、市が負担金を支出する。現年予算の県内地区間調整による事
業費の追加。

10,651千円

（市債： 8,800千円 （一般： 1,851千円

　バイオマス利活用施設の水質改善工事等を指定管理者が工事を実施し、市が負担金を支出する。

15,351千円

（市債： 13,700千円 （その他： 191千円

　令和３年４月の報酬改定と制度改正に伴う審査支払システムの改修委託料。

農林水産業費 38,002千円

12,000千円

（一般： 12,000千円

民生費 900千円

900千円

（国： 450千円 （一般： 450千円

1,781千円

（一般： 1,781千円
　花みどりフェア開催にかかる民間人材の人件費等を３市の按分により、市が負担金を支出する。

総務費 1,781千円

3



・賦課徴収費

）

・介護認定審査会費

）

・保険給付費

　 ） ）

） ）

・地域支援事業費

　 ） ）

） ）

・財政調整基金積立金

　歳入歳出差額の積立。 ）

・産業廃棄物最終処分場基金積立金

　産業廃棄物処理手数料増に伴う積立金の増。 ）

・消費税

　支払額確定による減。 ）

・施設改修工事費

　高圧受電設備機器更新工事費の確定による減。 ）

・財政調整基金積立

　 ） ）

　債権運用金利変動に伴う利子の減、及び前年度繰越金の積立。

・財政調整基金積立

　 ） ）

　債権運用金利変動に伴う利子の減、及び前年度繰越金の積立。

・財政調整基金積立

　 ）

　債権運用金利変動に伴う利子の減、及び前年度繰越金の積立。

△2,744千円

（一般： △2,744千円

沼島財産区特別会計 425千円

425千円

（一般： 425千円

北阿万財産区特別会計 304千円

304千円

（その他： △9千円 （一般： 313千円

福良財産区特別会計 1,424千円

1,424千円

（その他： △26千円 （一般： 1,450千円

国民宿舎事業特別会計 △950千円

△950千円

（一般： △950千円

産業廃棄物最終処分事業特別会計 13,110千円

15,854千円

（一般： 15,854千円

　第１号通所事業負担金、介護予防ケアマネジメント事業負担金の決算見込みによる減。

16,971千円

（一般： 16,971千円

（国： 2,281千円 （県： △1,778千円

（その他： △4,910千円 （一般： △8,893千円

（その他： △123,585千円 （一般： △8,078千円

　各保険給付費の決算見込みによる減。

△13,300千円

　認定調査委託料、認定審査会委員報酬等の決算見込みによる減。

△227,000千円

（国： △62,185千円 （県： △33,152千円

　納入通知書ブッキング委託料の決算見込みによる減。

△9,200千円

（その他： △9,200千円

≪保険事業勘定≫

△700千円

（その他： △700千円

介護保険特別会計 △233,229千円
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