
平成２８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

96,628 98,067 1,439

12
使用料及び
手数料

446,150 421,152 △ 24,998

13 国庫支出金 2,196,197 2,156,946 △ 39,251

14 県支出金 2,326,023 2,263,621 △ 62,402

学校施設及び体育施設使用料
△630千円

各施設の使用料

27,811,886千円 

△ 271,535

使用目的

1 一般会計

26,150,000千円 

28,083,421千円 

款

漁村再生交付金
△7,274千円

並型魚礁設置事業等に対する県
補助金

主な補正内容

障害者の介護サービス及び補装
具等に対する国庫負担金

後期高齢者医療（低所得者等の
保険料軽減分）の県負担金

放課後児童健全育成事業補助金
△27,402千円

新規就農者支援事業（所得確保・
技術習得）に対する県補助金

有害鳥獣対策、コミュニティバス、
離島航路等に対する県補助金

学童保育事業に対する県補助金

新規就農支援事業補助金
△9,500千円

県営かんがい排水事業分担金
1,497千円

県営かんがい排水事業に係る受
益者分担金

障害者自立支援介護給付費負担金
21,500千円

後期高齢者医療基盤安定負担金
△10,030千円

市町振興支援交付金
3,725千円

市立保育所保育料
△16,030千円

市立保育所の利用者負担金

放課後児童健全育成事業利用料
△6,320千円

学童保育の利用者負担金

道路橋梁長寿命化事業等に対す
る国庫補助金

障害者自立支援介護給付費負担金
10,750千円

障害者の介護サービス及び補装
具等に対する県負担金

農村地域防災減災事業分担金
△546千円

農村地域防災減災事業に係る受
益者分担金

訪日外国人旅行者受入基盤整備事業
費補助金　19,000千円

なないろ館改修事業に対する国庫
補助金

生活保護費負担金
△50,630千円

生活保護扶助費の国庫負担金

臨時福祉給付金給付事業費補助金
△35,830千円

消費税引き上げに伴う経済対策
給付金事業に対する国庫補助金

地方創生拠点整備交付金
46,200千円

地方創生拠点整備事業（陸の港
西淡改修）に対する国庫補助金

社会資本整備総合交付金
△17,730千円



主な補正内容（歳入）つづき

補正前 補正後 補正額

16 寄附金 514,259 458,822 △ 55,437

17 繰入金 1,241,283 1,264,391 23,108

19 諸収入 571,712 568,418 △ 3,294

20 市債 2,850,700 2,740,000 △ 110,700

28,083,421 27,811,886 △ 271,535

排水対策事業
△50,000千円

福良地区の高潮対策関連排水対
策事業に係る借入

地方創生拠点整備事業
46,200千円

陸の港西淡改修事業に係る借入

観光施設整備事業
78,300千円

なないろ館改修事業に係る借入

食の拠点施設整備事業に係る借
入

消防団員退職報償金
△23,000千円

返納金
23,505千円

保育所給食費負担金
△5,700千円

県営かんがい排水事業
△21,300千円

県営かんがい排水事業に係る借
入

消防団員退職報償金に充てられ
る消防団員等公務災害補償等共
済基金

保育所広域入所受託事業収入
5,082千円

市外から市内保育所等の入所に際
し、当該入所者が居住する自治体が
負担する保育所運営費（委託料）

ふるさと納税（ふるさとまちづくり基
金へ積み立て）

ケーブルテレビ事業特別会計繰入金
37,735千円

ケーブルテレビ事業特別会計から
の繰入金（公債費へ充当）

ふるさとまちづくり基金繰入金
△14,627千円

ふるさとまちづくり基金の取りくず
し（花トイレ改修事業、敬老会事業
へ充当）

食の拠点施設整備事業
△13,300千円

ふるさと南あわじ応援寄附金
△50,000千円

道路改良事業
△111,700千円

道路新設改良事業に係る借入

後期高齢者医療療養給付費負担
金の前年度精算による返納金

款 主な補正内容 使用目的

保育所給食費の個人負担金



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 196,547 193,420 △ 3,127

2 総務費 3,157,272 3,126,709 △ 30,563

3 民生費 7,204,622 7,065,784 △ 138,838

4 衛生費 1,744,660 1,723,121 △ 21,539

5 労働費 47,206 41,621 △ 5,585

6 農林水産業費 2,582,569 2,487,917 △ 94,652

雇用対策事業
△5,585千円

一時離職者等を市の臨時職員とし
て任用

離島航路補助金
△4,000千円

沼島汽船の運営費（赤字分）を補
助

療養給付費負担金
23,505千円

後期高齢者医療広域連合への療
養給付費負担金を支出

後期高齢者医療特別会計保険基盤安
定繰出金　△13,373千円

後期高齢者医療特別会計へ繰出
し（低所得者等の保険料軽減分）

妊婦健康診査補助金
△3,600千円

妊婦健診費用を助成

国民健康保険特別会計直営診療所勘
定繰出金　△6,166千円

国民健康保険特別会計直営診療
所勘定へ繰出し

大学入学奨励金
△6,965千円

市外から転入する吉備国際大学
入学者に対して奨励金を交付（上
限300千円／人）

市長及び市議会議員選挙費
△36,015千円

市長及び市議会議員補欠選挙

新規就農者の所得確保・技術習
得に対する支援補助金

県営かんがい排水事業負担金
△22,171千円

県営かんがい排水事業に対する
負担金

松くい虫防除事業
△9,239千円

松くい虫航空防除及び枯松の伐
倒駆除

事業概要

費用弁償
△1,019千円

障害者の自立を支援するため、介護
給付費・療養介護費を国保連合会、社
会保険診療報酬支払基金へ支出

款 主な補正内容

漁場改良造成事業
△8,728千円

漁場の生産性を高めるための並
型魚礁の設置

障害者介護給付費等
40,000千円

視察研修に係る費用弁償

新規就農支援事業補助金
△10,680千円

学童保育事業

臨時福祉給付金事業費
△35,830千円

消費税引き上げに伴う経済対策と
して給付金を給付

ふるさと南あわじ応援寄附金特産品
贈答管理委託料　△20,000千円

ふるさと納税返戻事業の管理運営

食の拠点施設整備事業
△14,000千円

食の拠点施設第２期工事の調査
設計

地方創生拠点整備事業
95,400千円

陸の港西淡を、観光情報の発信
や特産物の販売など、観光地域
づくりの拠点として改修

生活保護扶助費
△77,000千円

やむを得ない事由による生活困窮
者等へ扶助費を支給

保育所費
△33,783千円

保育所（園）の施設管理運営

放課後児童健全育成事業
△14,726千円



主な補正内容（歳出）つづき

補正前 補正後 補正額

7 商工費 694,810 775,060 80,250

8 土木費 2,713,831 2,499,853 △ 213,978

9 消防費 973,772 916,993 △ 56,779

10 教育費 2,837,983 2,717,288 △ 120,695

11 災害復旧費 241,845 222,340 △ 19,505

13 諸支出金 1,384,706 1,738,182 353,476

28,083,421 27,811,886 △ 271,535

公共施設等整備基金積立金
68,039千円

公共施設等の整備、解体、撤去の
資金に充てるための基金積立

減債基金積立金
335,437千円

市債の償還に充てるための基金
積立

ポンプ自動車、小型ポンプ積載
車、小型ポンプの購入

ICT環境整備事業
△40,378千円

排水対策事業
△50,000千円

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

公民館費
△5,416千円

各公民館管理運営費

文化体育館管理運営費

淡路広域消防事務組合負担金
△14,389千円

淡路広域消防事務組合への負担
金

消防団員退職報償費
△23,000千円

勤続5年以上の消防団員退職報
償金

消防施設整備備品購入費
△9,900千円

小中学校の情報機器等を更新し、
PC、タブレット、実物投影機等を導入

南あわじ市・洲本市小中学校組合負
担金
△22,978千円

南あわじ市・洲本市小中学校組合
への負担金（運営事業、大規模改
造事業）

外国人旅行者のための観光案内
所の設置および施設改修

花トイレ改修事業
△6,300千円

老朽化した市内花トイレの改修

道路橋梁長寿命化事業
△2,440千円

老朽化した橋梁の点検・改修

道路新設改良事業
△126,294千円

市道新設改良

ふるさとまちづくり基金積立金
△50,000千円

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

なないろ館改修事業
102,000千円

文化体育館管理費
△6,697千円

道路橋梁河川災害復旧事業
△19,505千円

市道仁頃港線災害復旧

款 主な補正内容 事業概要



その他

 繰越明許費

2 総務費

2 総務費

2 総務費

3 民生費

3 民生費

4 衛生費

6 農林水産業費

6 農林水産業費

6 農林水産業費

6 農林水産業費

6 農林水産業費

7 商工費

7 商工費

8 土木費

8 土木費

8 土木費

9 消防費

10 教育費

10 教育費

10 教育費

11 災害復旧費

11 災害復旧費

JAが整備する玉葱乾燥冷蔵施
設、レタス真空予冷装置への補助
金

民設民営の高齢者福祉施設の建
設費用の一部を助成

火葬場建設事業 37,500千円 火葬場の新設（設計業務）

　1 農業費
産地競争力総合対策強化
事業

278,000千円

98,600千円

3,810千円　3 戸籍住民基本台帳費

　2 道路橋梁費 道路新設改良事業

33,100千円

　1 保健衛生費

117,000千円

　1 教育総務費

老人福祉事業
（福祉の里補助金）

地方創生拠点整備事業
（陸の港西淡改修）

個人番号カード交付事業

款 項 事業名 限度額 事業概要

　1 総務管理費 総合計画策定事業 3,600千円 第2次総合計画の策定

　1 総務管理費
観光、地域づくりの拠点として陸の
港西淡を改修

個人番号カード交付事業に係る地
方公共団体情報システム機構へ
の交付金

　1 社会福祉費
臨時福祉給付金事業
（経済対策分）

3,600千円
消費税引き上げに伴う経済対策と
して低所得者等に給付金を給付

　2 道路橋梁費 橋梁長寿命化事業 25,000千円 老朽化した橋梁の改修・点検

　1 社会福祉費

古津路慶野線、徳長国衙線の整
備

　3 河川費 河川維持事業 10,000千円 福良地区排水路整備

　1 消防費 防災公園整備事業 8,000千円
賀集八幡公園を拡張し防火公園と
して整備するための設計

南あわじ市・洲本市小中学校
組合負担金（中学校大規模改
造）

26,000千円
広田中学校大規模改造事業負担
金

　2 小学校費 空調設備整備事業 192,400千円
辰美、八木、市、賀集小学校の空
調設備整備

中央公民館駐車場造成事業 32,500千円 中央公民館駐車場造成

　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 98,000千円
平成27年台風11号及び平成28年台風
16号で被災した農地・農業用施設の
災害復旧

道路橋梁河川災害復旧事業 54,600千円
柿ノ木谷川、菖蒲谷川、除川、仁
頃港線の災害復旧

　1 農業費
農業基盤整備促進事業
（新田・筒井地区排水対策）

40,600千円 新田・筒井地区排水施設整備

　1 農業費
農村地域防災減災事業
（ため池等整備事業）

　5 社会教育費

観光施設改修事業 38,600千円 じゃぶじゃぶ池、花トイレの改修

24,400千円 宮中池、泥鰌谷池の改修整備

　1 農業費 地籍調査事業 60,000千円
倭文長田、松帆慶野、津井、阿那
賀地区の地籍調査

　1 農業費
淡路ファームパークイング
ランドの丘施設改修事業

26,000千円
淡路ファームパークイングランドの
丘施設改修

　1 商工費

　1 商工費 なないろ館改修事業 102,000千円
外国人旅行者のための観光案内
所の設置および施設改修

　2 公共土木施設災害復旧費



（単位：千円）
補正前 補正後 補正額

8,159,249 8,040,019 △ 119,230

157,337 142,432 △ 14,905

645,948 632,575 △ 13,373

33,420 32,620 △ 800

1,645,314 1,582,793 △ 62,521

452,043 447,043 △ 5,000

その他

 繰越明許費（ケーブルテレビ事業特別会計）

1 総務費

後期高齢者医療特
別会計

【歳入】　一般会計繰入金　△13,373千円
【歳出】　保険基盤安定負担金
　　　　　 △13,373千円

後期高齢者医療広域連合に対す
る保険基盤安定負担金の減額に
伴い一般会計繰入金を減額

国民健康保険特別
会計
【直営診療所勘定】

【歳入】　診療収入　△8,739千円
　　　　　 一般会計繰入金　△6,166千円
【歳出】　医師賃金　△4,005千円
　　　　　 医薬材料費　△10,300千円

診療患者数の減により診療収入、
医薬材料費の減額、事業費の減
に伴う一般会計繰入金の減額

2 特別会計

会計名

国民健康保険特別
会計
【保険事業勘定】

【歳入】　高額医療費共同事業負担金
　　　　　　（国・県）11,532千円
　　　　　 高額医療費共同事業交付金
　　　　　　9,500千円
　　　　 　保険財政共同安定化事業交付金
　　　　　　△141,039千円
【歳出】　保険財政共同安定化事業拠出金
　　　　 　△120,000千円

高額医療費共同事業費の増に伴
う国県支出金の財源補てん、保険
財政共同安定化事業拠出金の減
額に伴う国保連合会からの交付
金の減額

主な補正内容 補正概要

【歳入】　加入負担金　△1,500千円
　　　　　 消費税還付金　△1,848千円
　　　　　 市債　△59,700千円
【歳出】　工事請負費　△68,398千円
　　　　　 市債償還金　△22,758千円
　　　　　 一般会計繰出金　37,735千円

防災行政無線整備工事費の減額
に伴う市債の減額、事業費の歳入
超過分を一般会計へ繰出し

農業共済事業会計

【歳入】　一般会計補助金　△5,000千円
【歳出】　賃金等　△3,114千円
　　　　　 損害評価委員等報酬
           △1,456千円

事業費の減額分について一般会
計補助金等の減額により調整

訪問看護事業特別
会計

【歳入】　訪問看護手数料　△800千円
【歳出】  事務費　△800千円

訪問看護手数料の減収に伴う事
務費不用額の精査

ケーブルテレビ事
業特別会計

　1 総務管理費
ケーブルテレビ民間化推進
事業

195,000千円
ケーブルテレビ事業承継事業者の
不採算エリア整備費を負担

款 項 事業名 限度額 事業概要


