
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

　国の補正予算による事業費の追加。令和５年度に繰り越しして実施する。

　　・湊幼稚園改修事業費

） ）

　　・ため池等整備事業費

） ）

　　・県営ほ場整備事業負担金、県営ほ場整備受託事業費

） ）

）

　　・地籍調査事業費

） ）

　　・橋梁長寿命化事業費

） ）

）

（市債： 60,000千円

県営で実施されるほ場整備事業への負担金、県からほ場整備事業を受託して実施する。
１地区分の事業費及び３地区分の県営事業負担金を追加。

45,600千円

（県： 34,200千円 （一般： 11,400千円

一筆調査（測量）、地籍図、地籍簿の本閲覧を実施するための事業費。
４地区分の事業費を追加。

　国補正予算による事業費の追加 355,083千円

28,800千円

（市債： 19,200千円

　老朽化した施設の改修工事費の追加。

51,650千円

（一般： 50千円

地震や集中豪雨等により被害防止のため、ため池等を改修する。排水路改修（１箇所）、ため池改修（６
箇所）にかかる県営事業負担金を追加。

（市債： 51,600千円

一般会計 △551,349千円

81,623千円

（県： 21,600千円

産業廃棄物
最終処分事
業特別会計

56,982 △1,538 0 0 46 △1,584 55,444

介護保険特
別会計

5,057,620 △44,626 △9,893 0 △34,733 0 5,012,994

一般

一般会計 32,629,922 △551,349 △48,216 △128,400 △308,104 △66,629

令和４年度　３月補正（第８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

32,078,573

（国： 9,600千円

（一般： 23千円

20,000千円

（国： 11,440千円 （市債： 8,500千円

市内の老朽化した橋梁の長寿命化を実施するための事業費。
３橋の設計費、２橋の改修工事費を追加。

（一般： 60千円
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　　・小学校大規模改造事業

） ）

　　・感染症対策等学校教育活動継続支援事業費

） ）

） ）

） ）

）

　　総務費

・電柱等使用料（旧CATV）

・自治体マイナポイント事業

・若者ふるさと応援便事業

・高齢者等デジタル利用促進事業

・学生等海外派遣事業

・大学入学奨励金

・地域づくりチャレンジ事業補助金

　　民生費

・障害児通所支援給付費

・介護保険特別会計保険事業勘定繰出金

　　衛生費

・予防接種事業

・火葬場建設事業

・衛生センター管理運営費

・下水放流施設建設事業

・下水放流施設管理運営費

学校教育活動の着実な継続のため、密閉・密集・密接を回避し、児童・教職員等の感染症対策に必要
となる物品を購入する。

117,600千円

（国： 38,000千円 （市債： 79,600千円

小学校の施設改修を実施するための事業費。
市小学校、北阿万小学校の事業費を追加。

9,810千円

（国： 4,905千円 （一般： 4,905千円

△15,000千円

△108,650千円

△5,500千円

△12,445千円

・児童手当 △17,000千円

・児童扶養手当 △8,100千円

・私立保育所給付費 15,000千円

・「コロナに負けるな」ゆめるんベイビー給付金 △3,000千円

△11,102千円

・福祉医療扶助費（乳幼児医療、こども医療） 5,800千円

・福良荘解体撤去事業 △32,700千円

△14,000千円

11,000千円

△3,317千円

△13,483千円

△6,000千円

△7,200千円

主な内容

△55,000千円

△11,000千円

△3,600千円

（市債： △347,300千円 （その他： △308,104千円

（一般： △83,067千円

△9,400千円

　各事業費の決算見込みによる増減 △906,432千円

（国： △74,218千円 （県： △93,743千円

・物価等高騰対策生活応援給付事業

・生活保護扶助費（医療扶助） △25,000千円
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　　農林水産業費

・メタン発酵施設整備事業

・農業振興各補助金

・県営ストックマネジメント事業負担金

・淡路ファームパークイングランドの丘施設改修事業

・浮体式多目的公園改修工事費

・漁港施設機能保全計画策定事業

　　商工費

・大鳴門橋周辺環境整備事業

・南あわじ市にぎわいづくり事業補助金

・灘黒岩水仙郷リニューアル事業

　　土木費

・県営急傾斜地対策事業負担金

・道路新設改良事業

・排水対策事業費

・住宅・建築物土砂災害対策支援事業補助金

・老朽危険空き家除去支援事業補助金

・市営住宅外壁修繕事業

　　消防費

・消防施設用備品購入、設備整備補助金

　　教育費

・小中学校通学バス運行事業

・アジア国際子ども映画祭補助金

・学校給食センター維持工事

　　諸支出金

・公共施設等整備基金積立金

・淡路鳴門岬公園開発基金積立金 △5,000千円

△3,244千円

5,723千円

△5,000千円

137,761千円

△12,500千円

△47,100千円

△30,000千円

△8,300千円

・離島航路補助金 11,700千円

・修学旅行キャンセル料等支援事業補助金 △5,800千円

・南あわじ市・洲本市小中学校組合負担金 △4,647千円

・美術館施設改修事業 △25,200千円

・防災行政無線機器更新事業 △19,700千円

・学ぶ楽しさ支援センター整備事業 △5,000千円

△3,865千円

・埋蔵文化財発掘調査事業 △111,000千円

△12,000千円

△10,610千円

△9,000千円

・有害鳥獣対策事業 △8,450千円

△13,936千円

・小規模住宅地区改良事業 △13,750千円

△8,500千円

・淡路瓦屋根工事補助金 △5,000千円

・お買物券等消費喚起事業 △58,000千円

△39,674千円

△16,519千円

△52,500千円

△4,648千円

・多面的機能支払活動支援交付金 △11,239千円

・コンクリート畦畔整備事業 37,000千円

・県営ほ場整備受託事業 △51,550千円

・バイオマス施設解体撤去事業 △5,000千円

△36,500千円

△21,700千円
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・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

） ）

　基金利子の決算見込み等による追加。

・消費税

　消費税額確定にともなう減額。 ）

△2,687千円

456千円（その他： 46千円

　第１号訪問事業負担金、第１号通所事業負担金や介護予防ケアマネジメント事業負担金等の決算
見込みによる減額。

（その他： △4,450千円 （一般： △2,390千円

502千円

（一般： △2,040千円

△1,538千円産業廃棄物最終処分事業特別会計

≪保険事業勘定≫

　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。

△66,800千円

（国： 5,854千円 （県： △11,317千円

36,131千円

（一般： 36,131千円

△2,040千円

（一般：

（国： △3,022千円 （県： △1,408千円

（その他： △27,596千円 （一般： △33,741千円

　各保険給付費の決算見込みによる減。

△11,270千円

（その他： △2,687千円

介護保険特別会計 △44,626千円
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