
１．補正予算の規模

・会計別の規模

（単位：千円）

※一般会計の財源のうち、一般財源14,400千円については財政調整基金の取りくずしにより対応

２．主な補正内容

・議員手当

）

・職員人件費

）

・会計年度任用職員人件費

）

△156千円

（一般： △156千円

　人事院勧告による期末手当の減額。

　人事異動等による人件費の調整。

　任用実績、人事異動等による人件費の調整。

財　源　内　訳

その他
補正後

一般地方債国県支出金

122,300

補正額

6,380,784

18,902544 0 0 5

1,846,755千円一般会計

国民宿舎事
業特別会計

18,358 539

下水道事業
会計

5,847,069 16,335 0 0

令和４年度　12月補正（第６号）の概要について

6,539,404142,0990158,620 0

32,596,3221,272,528

補正前

30,749,567 1,846,755

会計

一般会計 136,834 315,093

16,521

70,625 803,407

介護保険特
別会計

5,005,310 52,310 56,084 5,057,620

国民健康保
険特別会計

△2,710 0 △1,064

後期高齢者
医療特別会
計

736,696 66,711 0 0 △3,914

△1,269千円

（一般： △1,269千円

△22,808千円

（一般： △22,808千円

3 316 844

△24,233千円人　件　費

0 16,335 5,863,404

沼島財産区
特別会計

福良財産区
特別会計

22,646 8,343 0 0 7 8,336 30,989

北阿万財産
区特別会計

525 319 0 0

241 118 0 0 0 118 359
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）

内訳

) ）

）

内訳

） ）

31,800千円

（その他： 3,500千円 （一般： 28,300千円

電気料金、ガス料金の単価高騰による光熱水費の増額

公共施設光熱水費の増額

・生活困窮者自立相談支援事業費等補助金返納金 120千円

・保育対策総合支援事業補助金返納金 210千円

・保育所等整備交付金返納金 6千円

　特別給付金給付事業返納金 14,790千円

・風しん抗体検査国庫負担金返納金

・新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金返納金 157千円

・多面的機能支払交付金返納金 1,995千円

・がん検診支援事業補助金返納金 30千円

・母子保健衛生費補助金返納金 99千円

△3,914千円

（一般： 1,801千円

1,537千円

11,247千円

818千円

12,637千円

・地域生活支援事業費等補助金返納金

・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金返納金

・生活保護扶助費（医療・生活）返納金

507千円

・障害者自立支援給付・医療費負担金返納金

5千円

16,501千円

91千円

△752千円

・子ども・子育て支援体制整備総合推進事業返納金 45千円

・子育てのための施設等利用給付交付金返納金 137千円

・児童扶養手当給付費国庫負担金返納金 213千円

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業返納金 901千円

・低所得者保険料軽減負担金返納金 951千円

719千円

・新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金返納金 49,199千円

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金返納金

・子ども・子育て支援交付金返納金

令和３年度精算による国県支出金の返還 122,774千円

11,926千円

・後期高齢者医療特別会計操出金

・国民健康保険特別会計保険事業勘定操出金

・介護保険特別会計保険事業勘定操出金

・介護保険特別会計サービス事業勘定操出金

・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援

8,860千円

17,591千円

（一般： 122,774千円

（国： 1,811千円

・子どものための教育・保育給付交付金返納金

（県： 8,314千円

・高等職業訓練促進給付金等事業返納金

各特別会計への運営（事業費・人件費・事務費等）に対する繰出金

特別会計への操出金
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・ふるさと応援寄附金事業

）

・定住促進補助金

）

・沼島保育所開設準備事業

）

・子育て学習・支援センター保育用遊具購入

）

・合併処理浄化槽設置整備事業補助金

）

・小児救急診療業務負担金

）

・農業生産コスト低減緊急対策事業補助金

）

・酪農経営支援事業補助金

）

・北阿万バイオマス施設水質改良事業

） ）

・阿那賀漁港用地購入費

）

（一般： 20,000千円

　定住促進事業関連補助金の決算見込による事業費の追加。

2,000千円

10,000千円

（一般： 2,000千円

20,000千円

　沼島総合センターに保育所を仮開設するに際して、受け入れに必要な改修・準備を行う。

　令和３年度小児救急診療事業の清算金。

　ふるさと応援寄附金の増額に伴う返礼品運搬料、ポータルサイト利用料等の追加。

999千円

民生費 457千円

（一般： 150,000千円

総務費 172,000千円

150,000千円

（一般： 10,000千円

　下水道区域の見直し対象となった地域において、合併処理浄化槽の設置に対して補助を行う。
　市調査の結果、対象者が増となったことによる増額。

衛生費 10,999千円

　北阿万バイオマス施設から排出される処理水の水質改善を図るため、下水道のマンホールポンプ、
配管の更新及び希釈水圧管を布設する。

　阿那賀漁港内にある漁協所有土地の購入費。購入後は令和５年度より新設される吉備国際大学海
洋水産生物学科の実習施設用地とする。

（一般： 999千円

14,400千円

　酪農家の基礎的な収入に対して支援することで、第３四半期及び第４四半期に向けてより一層厳し
くなる酪農家の生活費増に対応し、経営の維持及び安定化を図る。

14,000千円

（市債： 10,500千円 （一般： 3,500千円

農林水産業費 159,009千円

126,709千円

　肥料・飼料・燃料高騰により影響を受けている農業経営体に対して、生産コスト低減に資する機械
の導入支援を行う。

457千円

（その他： 457千円

　子育て支援への活用のため賜った寄附金を活用し、子育て学習・支援センターに遊具を設置する。

3,900千円

（一般： 3,900千円

（県： 126,709千円

14,400千円

（一般：
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・灘黒岩水仙郷リニューアル事業

）

・志知川南排水施設更新事業

）

・淡路人形浄瑠璃保存伝承事業補助金

）

・市債繰上償還元金

）

・各種基金積立金

） ）

105,500千円

（一般：

　老朽化が進む志知川南排水施設更新のため実施設計を行う。

692,269千円

692,269千円

（その他： 302,057千円 （一般： 390,212千円

105,500千円

　灘黒岩水仙郷リニューアルのため、外構工事及び園路整備工事を行う。

土木費 4,800千円

4,800千円

（市債： 4,800千円

（市債： 105,500千円

561,135千円

商工費

教育費 △1,681千円

△1,681千円

（その他： △1,681千円

　ふるさと納税（６号)の令和３年度決算確定に基づく補助金の追加。

　基金利子の増減及びふるさと南あわじ応援寄附金等の積立。

561,135千円

　財政健全化のため、市債繰上償還を行う。

諸支出金

公債費 561,135千円
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・財政調整基金積立金

　 ） ）

・一般被保険者保険給付費等交付金償還金

　 ）

・保険料負担金清算金

）

・職員人件費等

） ）

） ）

・財政調整基金積立金

　 ） ）

・返納金

　 ）

・職員人件費等（会計年度任用職員含む）

）

（一般：

70,625千円

70,625千円

（県： △883千円

52,310千円介護保険特別会計

158,620千円国民健康保険特別会計

≪保険事業勘定≫

61,782千円

（その他： 20千円 （一般：

66,711千円後期高齢者医療特別会計

61,762千円

　基金利子の増及び決算剰余金の積立。

49,829千円

（一般： 49,829千円

　一般被保険者保険給付費等交付金額確定に伴う返還金。

　令和３年度保険料負担金額の確定に伴う精算。

38,954千円

（その他： 40千円 （一般： 38,914千円

　基金利子の増及び決算剰余金の積立。

≪保険事業勘定≫

（国： △1,827千円

（その他： △1,104千円 （一般： △1,273千円

△5,087千円

　人事異動等による人件費の増減。

19,195千円

（一般： 19,195千円

　令和３年度国県支出金、支払基金の精算による返納金。

≪介護サービス事業勘定≫

△464千円

（一般： △464千円

　退職手当組合負担金率変更に伴う減。
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・財政調整基金積立金

・職員人件費等

・電気使用料

・財政調整基金積立

　 ） ）

・財政調整基金積立

　 ） ）

・財政調整基金積立

　 ）

△1,665千円

　人事院勧告、人事異動等による人件費の増減。

≪公共下水道事業≫

下水道事業会計 16,335千円

　基金利子の増及び決算剰余金の積立。

　決算剰余金の積立。

沼島財産区特別会計 118千円

118千円

（一般：

319千円

319千円

（その他： △3千円 （一般： 316千円

国民宿舎事業特別会計 544千円

544千円

福良財産区特別会計 8,343千円

8,033千円

18,000千円

　電気料金高騰による電気使用料の増額。

　基金利子の増及び決算剰余金の積立。

　基金利子の増及び決算剰余金の積立。

118千円

（その他： （一般：7千円 8,026千円

北阿万財産区特別会計
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