
平成２８年度９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

80,299 81,899 1,600

13 国庫支出金 2,255,343 2,279,881 24,538

14 県支出金 2,005,435 2,038,971 33,536

16 寄附金 513,474 514,259 785

17 繰入金 1,037,347 1,218,847 181,500

18 繰越金 41,751 203,098 161,347

19 諸収入 572,147 572,452 305

20 市債 2,696,200 2,707,300 11,100

26,289,818 26,704,529 414,711

介護事業所の介護ロボット等導入に対する国庫補
助金

県単独治山事業分担金 県単独治山事業に対する地元分担金

個人番号カード交付事業費補助金
11,694千円

地方創生推進交付金
5,900千円

地域介護・福祉空間整備交付金
3,321千円

個人番号カード（マイナンバー）交付事業に対する
国庫補助金

①ASAトライアングルを結ぶサイクリングツーリズム事業②農業
の担い手の確保と育成事業③三力（魅力・味力・見力）発信事業
④松帆銅鐸保存活用事業に対する国庫補助金

民生費負担金・補助金
6,912千円

県単独補助治山事業補助金
6,400千円

玉葱乾燥冷蔵施設整備に対する県補助金

灘黒岩地区治山事業に対する県補助金

自然災害防止事業
1,600千円

灘黒岩地区治山事業に係る借入

前年度繰越金

主な補正内容

緊急防災減災事業
9,500千円

総合賠償補償保険金、指定管理者
負担金　305千円

過年度障害者自立支援介護給付費
負担金　3,538千円

防災公園整備事業に係る借入

淡路ふれあい公園で発生した事故に対する保険金

一般財源補てん

前年度精算による県負担金・補助金の追加交付
（障害者自立支援介護給付費負担金、児童手当負
担金、福祉医療関係補助金）

前年度精算による追加交付

産地競争力強化総合対策事業補助
金　19,100千円

ひょうごの花づくり推進事業補助金
1,400千円

農村地域防災減災事業補助金
3,000千円

1 一般会計

26,150,000千円 

26,289,818千円 

款

26,704,529千円 

414,711千円 

使用目的

シェード施設（遮光カーテン）導入に対する県補助
金

ため池廃止事業に対する県補助金

鳥獣被害防止総合対策事業補助金
△4,629千円

野生動物防護柵設置に対する県補助金の減額

市民まつり寄附金 福良湾海上花火大会に対する寄附金

公共施設等整備基金取りくずし
96,500千円

旧庁舎解体事業のため

ふるさとまちづくり基金取りくずし
17,000千円

淡路鳴門岬公園開発基金取りくずし
38,000千円

健康福祉協会基金取りくずし
30,000千円

市内花トイレ改修事業のため

大鳴門橋記念館設備改修工事のため

淡路ふれあい公園改修事業のため



主な補正内容（歳出）

（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

2 総務費 2,974,954 3,085,238 110,284

3 民生費 7,154,583 7,199,658 45,075

4 衛生費 1,669,553 1,738,434 68,881

6
農林水産業
費

2,259,319 2,306,546 47,227

7 商工費 572,031 685,131 113,100

個人番号カード関連事務交付金
11,694千円

地方公共団体情報システム機構が実施する個人番
号カード（マイナンバー）交付事業に対する交付金

バイオマス利用助成金
1,000千円

バイオマス施設利用に対して助成金を交付

前年度精算による返納金
（臨時福祉給付金事業補助金、障害者自立支援医
療費事業負担金、老人医療費助成事業補助金）

介護ロボット等導入支援事業補助金
3,321千円

介護事業所の介護ロボット等導入に対して補助金
を交付

返納金（児童福祉費）
25,356千円

野生動物防護柵集落連携設置事業
補助金　7,000千円

野生動物防護柵設置に対して補助金を交付

旧庁舎解体事業
96,500千円

旧庁舎解体に係る工事監理委託料と解体工事費

集会所改修補助金
1,000千円

自治会の集会所改修、改築等に対して補助金を交
付

まつり補助金
785千円

福良湾海上花火大会実行委員会に対して補助金を
交付

返納金（社会福祉費）
4,957千円

定期予防接種医師委託料
4,100千円

B型肝炎予防接種に係る医師委託料

食の拠点施設指定管理料
9,000千円

農業・漁業振興事業に対する指定管理料

淡路広域水道企業団補助金
64,781千円

款 主な補正内容 事業概要

損害賠償金
305千円

淡路ふれあい公園で発生した事故に対する損害賠
償金

前年度精算による返納金
（児童手当負担金、私立保育所運営負担金、子ど
も・子育て支援交付金）

返納金（生活保護費）
11,441千円

前年度精算による返納金
（生活困窮者自立相談支援事業費負担金、生活扶
助費等負担金）

水道高料金対策に対して補助金を交付

ひょうごの花づくり推進事業補助金
1,400千円

シェード施設（遮光カーテン）導入に対して補助金を
交付

産地競争力強化総合対策事業補助
金　19,100千円

玉葱乾燥冷蔵施設整備に対して補助金を交付

多面的機能支払活動支援交付金
1,168千円

農業者等が行う農地等の保全活動に対して交付

実施設計委託料
3,000千円

農村地域防災減災事業（ため池廃止）の実施設計

鳥獣被害総合対策事業補助金
△4,629千円

野生動物防護柵設置に対して補助金を交付（県補
助金内示額の減少にともなう減額）

県単独補助治山事業工事費
9,600千円

H27年台風11号で被災した灘黒岩地区集会所裏山
の復旧

市場調査業務委託料
1,000千円

三力（魅力・味力・見力）発信事業に係る市場調査
業務

サイクリングロード環境調査業務委
託料　1,000千円

ASAトライアングルを結ぶサイクリングツーリズム推
進事業に係る環境調査業務

サイクリングターミナル施設修繕事
業費　23,100千円

サイクリングターミナル施設の修繕（実施設計、工
事監理、工事費）

淡路ふれあい公園じゃぶじゃぶ池改
修事業費　30,000千円

淡路ふれあい公園じゃぶじゃぶ池の改修（実施設
計、工事監理、工事費）

大鳴門橋記念館設備改修工事費
38,000千円

大鳴門橋記念館の空調設備改修



主な補正内容（歳出）つづき

補正前 補正後 補正額

9 消防費 958,787 974,587 15,800

10 教育費 2,769,713 2,774,513 4,800

11 災害復旧費 131,001 140,545 9,544

26,289,818 26,704,529 414,711

債務負担行為

款

6

市内花トイレ改修事業費
17,000千円

老朽化した市内花トイレの改修（設計監理、工事
費）

食の拠点施設指定管理料 平成29年度～平成32年度

事業名 期間 限度額

36,000

（単位：千円）

灘黒岩水仙郷園地改善事業委託料
3,000千円

灘黒岩水仙郷の園地改善、水仙球根の育成事業を
委託

返納金
9,544千円

市道仁頃港線災害復旧事業の一部が補助対象外
となったことによる国庫補助金の返納金

全国消防操法大会出場補助金
6,300千円

神代第一分団（ポンプ車の部）の全国消防操法大
会出場に係る交通費等に対して補助金を交付

防災公園整備事業費
9,500千円

賀集八幡公園を防災公園として整備（鑑定評価手
数料、用地測量業務委託料）

淡路日本遺産委員会負担金
500千円

淡路日本遺産魅力発信事業（事業主体：淡路日本
遺産委員会）に係る負担金

松帆銅鐸保存活用事業費
4,300千円

松帆銅鐸を活用したイベントの実施、レプリカ作成
等（需用費、委託料、使用料及び賃借料、工事費、
備品購入費）

款 主な補正内容 事業概要


