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『補正予算の概要』

●補正予算規模 （単位：千円）

●一般会計款別補正予算規模 （単位：千円）

●特別会計補正予算規模 （単位：千円）

国庫

188,300

40,687468,400151,900

その他

合　　　　　計

合　　　　　計

県費

42,177

245

2,297

平成３０年度　１２月補正予算のポイント

区　　　分

（災害復旧及び公共施設の適正管理に対応する補正予算）

47,641,459

　平成３０年７月豪雨により被災した農地・農業用施設、並びに台風第２１号及び
第２４号により被災した道路等の災害復旧を行い、市民の安全・安心を確保する。
　その他、市内小中学校の空調設備の整備に必要な設計を行うとともに、公共施設
等総合管理計画に基づき、公共施設の適正管理のため、修繕等を実施する。

350

既決予算額 今回補正額

16,557,287

補正後の額

30,324,053

特 別 会 計

一 般 会 計 31,083,927759,874

16,557,532

760,119

245

県費 一般財源起債 その他国庫

財　源　内　訳

2,550

今　回
補正額

合 計 46,881,340

歳　　出　　区　　分

  １款 議 会 費

11,797　２款 9,500

３款

2,550

民 生 費

1,700衛 生 費 2,251

2002,040 1,490

総 務 費

今　回
補正額

特　別　会　計　名

国民健康保険（直営診療施設勘定）

７款

１１款 災 害 復 旧 費

８款 土 木 費

668,500

9,988農林水産業費

４款

　６款

商 工 費 13,748

759,874

起債

財　源　内　訳

0 0

245

245245 0

5,466

0

13,748

473,122

4,522

56,275

7,513

一般財源

551

0

25,200 1,500

22,300 22,300

１０款 教 育 費 26,700
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一般会計補正予算の概要

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

地籍調査事業 生穂・佐野地区での地籍調査 生活環境課 1,660

狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大事業負担金

40,687

0

468,400

668,500

被災した道路の災害復旧

151,900

10,000

金額

管財課

　平成３０年７月豪雨により被災した農地・農業用施設、並びに台風第２１号及び第２４
号により被災した道路等の災害復旧を行い、市民の安全・安心を確保する。

主　な　事　業　名

シカ・イノシシ捕獲に対する県への負担金 農林振興課

（３）その他

4,722

（１）災害復旧事業

事業内容

0
21,579

事業内容

0

0

公共土木施設災害復旧事業

7,513

所管課

570,000

鵜崎浦護岸災害復旧事業

所管課

27,183

事業内容

農地整備課

　市内小中学校の空調設備の整備に必要な設計を行うとともに、公共施設等総合管理計画
に基づき、公共施設の適正管理のため、修繕等を実施する。

主　な　事　業　名

農地・農業用施設災害復旧事業

88,500

小中学校空調整備事業

農地・農業用施設の災害復旧

36,400

0

崩壊した護岸の復旧に係る測量調査

建設課

0

（２）公共施設適正管理事業

空調設備の整備工事の設計 教育総務課 26,700

金額

管財課 10,000
道路維持事業

主　な　事　業　名

63,583

東浦保健センター管理事業 １次避難所の空調設備の改修 健康増進課 1,756

1,490

商工総務事業・議会運営事業

27,791

鵜崎浦護岸安全対策事業 崩壊した護岸の安全対策工事 管財課 1,330

人事異動等による増額

県営ほ場整備事業 ほ場整備に対する県への負担金の増額

4,614
3,374

津名集合庁舎（仮称）新築事業 必要な設備等の追加による増額

土砂・倒木の撤去及び道路修繕 建設課 12,300

総務課 13,471

金額

　その他、必要な経費の予算措置を講じる。

所管課

北淡自然休養村センター管理事業 高圧受電設備の改修 商工観光課 2,827
公営住宅管理事業 設備の故障及び外壁等の修繕 都市計画課 10,000

農地整備課 1,740

有害鳥獣捕獲委託事業 捕獲頭数の増加による増額 農林振興課
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【一般会計】

特別職報酬等審議会 （事業内容） 総務課

議会議員の報酬額について審議するため、特別職報酬等審議会

を開催する。

（予算額の内訳）

 1節　報酬　　159千円

津名集合庁舎（仮称）新築事業 （事業内容） 管財課

津名集合庁舎（仮称）の新築事業について、必要な施設の確

保、設備を追加することに伴い、事業費を増加し実施する。

【全体事業費】450,000千円　→　543,000千円（93,000千円）

【H30】   90,000千円　→　100,000千円（10,000千円）

【H31】　360,000千円　→　443,000千円（83,000千円）

　　　　　　　　　　　　　（債務負担行為の変更）

　※　延床面積の増(1,500㎡→1,739㎡）、津名対策本部の移

　　設に伴う自家発電設備、子ども広場、外構等の整備の追加

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　　10,000千円

鵜崎浦護岸安全対策事業 （事業内容） 管財課

台風第20号及び第21号の波浪・高潮により、鵜崎浦護岸の一部

が崩壊したため、護岸付近に立ち入ることができないよう、必

要な安全対策を講じる。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　　1,330千円

防犯カメラ設置補助金 （事業内容） 危機管理課

犯罪の抑止と地域の安全安心を確保するため、防犯カメラを

設置した町内会等の地域団体に対し、費用の一部を補助する。

　【対象町内会】津名2件、岩屋6件、一宮2件

　　津名：カリヨン広場、志筑南

　　岩屋：東之町、中之町、橋本、鵜崎、南鵜崎、片浜

　　一宮：新村、高山

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　308千円

　事業費　当初　400千円（5件）

　　　　　変更　708千円（10件）

　兵庫県防犯カメラ設置補助事業及び淡路防犯協会地域見守

　り防犯カメラ設置補助事業の補助要件を満たした場合に1

　箇所につき、補助対象経費（県補助額80千円と防犯協会補

主　要　事　業　一　覧　表

項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源

10-11 2-1-1 159 159

10-11 2-1-5 10,000 9,500 500

合併特例事業債（95％）

10-11 2-1-5 1,330 1,330

10-11 2-1-14 308 308

補正額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

　助額20千円の合計を除いた額）のうち、上限80千円を補助

　する。

国民年金システム改修事業 （事業内容） 福祉総務課

年金生活者支援給付金の支給、産前産後期間の保険料の免除制

度に対応するため、国民年金システムを改修する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　990千円

★保育所等業務効率化推進事業補 （事業内容） 子育て応援課

助金 保育士の業務負担軽減を図るため、業務のＩＣＴ化に必要なシ

ステムの導入費用の一部を補助する。

　【対　象】聖隷こども園夢舞台

　【補助率】国1/2、市1/4、事業者1/4

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　750千円

被災者生活再建支援金 （事業内容） 福祉総務課

自然災害により被害（損害割合が10％以上）を受けた住宅の補

修等を行う方に、補助金を交付する。

　【対象災害】平成30年7月豪雨、台風第20号及び台風第21号

　【交 付 額】損害割合が10％以上20％未満 150千円

　【補 助 率】県2/3

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　300千円

直営診療施設勘定繰出金 （事業内容） 福祉総務課

人事異動等による人件費の増に伴う繰出金の増

（予算額の内訳）

28節　繰出金　245千円

成人等風しん予防接種費用助成 （事業内容） 健康増進課

事業 妊婦が感染することによる子どもの先天性風しん症候群を予防

し、感染のまん延を防止するため、予防接種に要する費用の一

部を助成する。

　【助 成 額】5,000円

　【対象者数】30人→80人（見込み）

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　250千円

東浦保健センター空調改修事業 （事業内容） 健康増進課

１次避難所に指定している東浦保健センターの空調機器が故障
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

10-11 3-1-5 990 990 0

国民年金事務取扱交付金（10/10）

10-11 3-2-3 750 500 250

保育所等業務効率化推進事業補助金（1/2）

10-11 3-4-1 300 200 100

被災者生活再建支援金（2/3）

10-11 4-1-1 245 245

10-11 4-1-2 250 250

10-11 4-1-7 1,756 1,700 56

緊急防災・減災事業債（100％）
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

していることから、早急に改修工事を行うため、設計を実施す

る。

（予算額の内訳）

13節　委託料　1,756千円

県営ほ場整備事業 （事業内容） 農地整備課

7月豪雨により被災した箇所の修繕工事による事業費増加に伴

い、負担金を増額する。

　生田大坪地区

　・県営ほ場整備事業負担金　1,740千円

　　　事業費　当初　172,000千円

　　　　　　　変更　189,400千円（17,400千円増）

　　【補助率】国55％、県27.5％、市10％、地元7.5％

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　1,740千円

地籍調査事業 （事業内容） 生活環境課

新設道路の設計と同時進行で土地権利関係作業を進めるため、

事前調査として地籍調査を実施する。

　【面　積】19ha（生穂・佐野地区）

　【補助率】県3/4

（予算額の内訳）

11節　需用費　　100千円

13節　委託料　1,560千円

有害鳥獣捕獲委託事業 （事業内容） 農林振興課

イノシシの捕獲頭数が当初の見込みより増加したことに伴い、

捕獲費及び処分費等の必要な経費を増額する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　4,614千円

　【委託単価】捕獲檻の設置管理　20,000円/基

　　　　　　　捕獲：9,000円/頭（成獣、幼獣）

　　　　　　　処分：成獣 5,400円/頭、幼獣 4,320円/頭

　　捕獲檻：当初 　600基、見込み 　630基

　　捕　獲：当初 2,000頭、見込み 2,116頭

　　処　分：当初 2,000頭、見込み 2,598頭

★狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大 （事業内容） 農林振興課

事業負担金 兵庫県が狩猟者に対し支払う、狩猟期間内（11/15～3/15）に捕

獲したシカ・イノシシの捕獲報奨金（7,000円/頭）のうち、市

内で捕獲した頭数分を県に負担する。（イノシシ一斉捕獲推進

事業補助金から変更）
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

12-13 6-1-5 1,740 1,740

12-13 6-1-7 1,660 1,170 490

地籍調査事業補助金（3/4）

12-13 6-2-1 4,614 3,352 1,262

鳥獣被害防止総合対策事業補助金（10/10）

12-13 6-2-1 3,374 3,374
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　3,374千円

　平成30年度概算　482頭×7,000円＝3,374千円

　過去3か年の実績平均頭数により、頭数を算出。

　【財源措置】市町振興支援交付金 10％、特別交付税 80％

イノシシ一斉捕獲推進事業補助 （事業内容） 農林振興課

金 平成30年度から、本事業が「狩猟期シカ・イノシシ捕獲拡大事

業負担金」に変更されるため、減額する。

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　▲1,400千円

観光施設管理事業 （事業内容） 商工観光課

電気設備の点検により基準不適合の通知を受けた高圧受電設備

を改修する。

　【対象施設】北淡自然休養村センター

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　2,827千円

道路維持事業 （事業内容） 建設課

台風第24号による道路への堆積土砂、倒木撤去を迅速に処理す

るとともに、被災した道路の早期修復を行う。

（予算額の内訳）

11節　需用費　3,000千円

12節　役務費　9,300千円

公営住宅修繕事業 （事業内容） 都市計画課

老朽化による戸内設備の故障、雨漏りや外壁等について、修繕

を行い、適正な住環境を維持する。

（予算額の内訳）

11節　需用費　10,000千円

★小学校空調整備事業 （事業内容） 教育総務課

普通教室の空調設備を整備し、児童の教育環境の改善を図る。

【対象教室】11校、118教室、7,073㎡

（予算額の内訳）

13節　委託料　　18,200千円

★中学校空調整備事業 （事業内容） 教育総務課

普通教室の空調設備を整備し、生徒の教育環境の改善を図る。

【対象教室】5校、52教室、3,143㎡

（予算額の内訳）
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

12-13 6-2-1 ▲ 1,400 ▲ 1,400

12-13 7-1-3 2,827 2,827

12-13 8-2-2 12,300 12,300

12-13 8-6-1 10,000 10,000

12-13 10-2-1 18,200 17,200 1,000

合併特例事業債（95％）

14-15 10-3-1 8,500 8,000 500

合併特例事業債（95％）
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

13節　委託料　　8,500千円

農地・農業用施設災害復旧事業 （事業内容） 農地整備課

（30年災） 平成30年7月豪雨により被災した農地、農業用施設の早期復旧

を行う。

　農地　117箇所　254,000千円

　施設　 80箇所　312,000千円

　【補助率】農地　80％、施設　85％

（予算額の内訳）

 7節　賃金　　　　　　　974千円

 9節　旅費　　　　　　　　7千円

11節　需用費　　　　　1,330千円

12節　役務費　　　　　　170千円

14節　使用料及び賃借料　519千円

15節　工事請負費　　566,000千円

16節　原材料費　　　　1,000千円

公共土木施設災害復旧事業 （事業内容） 建設課

（30年災） 台風第21号及び第24号により被災した道路の早期復旧を図る。

　道路　津名1件、北淡2件、一宮8件

　【補助率】国　66.7％

（予算額の内訳）

 3節　職員手当等　 3,000千円

15節　工事請負費　61,000千円

道路等単独災害復旧事業 （事業内容） 建設課

（30年災） 台風第24号により被災した道路の早期復旧を図る。

　道路 津名6件、岩屋1件、北淡12件、一宮11件、東浦3件

　河川 岩屋 2件、一宮 1件

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　24,500千円

鵜崎浦護岸災害復旧事業 （事業内容） 管財課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第20号及び第21号の波浪・高潮により、鵜崎浦護岸の一部

が崩壊したため、測量調査等（復旧工法等の検討）を実施し、

施設環境を早期に復旧する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　　10,000千円

【国民健康保険特別会計（直営診療施設勘定）】

一般管理費 （事業内容） 福祉総務課

人事異動等による人件費の増
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

14-15 11-1-3 570,000 468,400 94,100 7,500

農林水産業施設災害復旧事業補助金（80％、85％）

災害復旧債（95％）

14-15 11-2-2 64,000 40,687 23,300 13

現年発生公共土木施設災害復旧事業負担金（66.7％）

災害復旧債（100％）

14-15 11-2-2 24,500 24,500 0

災害復旧債（100％）

14-15 11-5-1 10,000 10,000 0

災害復旧債（100％）

6-7 1-1-1 245 245
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

（予算の内訳）

 2節　給料　　　　　　　　 40千円

 3節　職員手当等　　　　　190千円

 4節　共済費　　　　　　　 10千円

19節　負担金補助及び交付金　5千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目
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