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『補正予算の概要』

●補正予算規模 （単位：千円）

※企業会計の予算額は、収益的支出（2,562,166）－減価償却費（1,449,264）＋資本的支出（2,063,050）

●一般会計款別補正予算規模 （単位：千円）
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令和元年度　６月補正予算のポイント

区　　　分

（地域活性化と介護保険料軽減強化に対応する補正予算）

44,277,427

　町内会の集会所新築に対する補助や、東京圏からの移住と就職に対する支援を行

い、地域の活性化を進める。

　また、低所得者の介護保険料の軽減強化に伴う繰出金の追加や、補助金の活用に

より整備した水産関係施設の処分に伴う補助金の一部返還など、必要な予算を措置

する。

7,987

既決予算額 今回補正額

150

58,995 018,164
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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

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

子育て家庭ショートステイ事業 利用の増加による増額 子育て応援課 600

施設の処分に伴う補助金の返還 農林水産課 7,756

東京圏からの移住に対する支援

英語教育改善プラン推進事業 授業実践による英語教育の研究 学校教育課 150

地域沿岸漁業構造改善事業返還金 施設の処分に伴う補助金の返還

31,146

金額

農林水産課 2,643

地域漁業活性化構造改善事業返還金

主　な　事　業　名

（２）介護保険料軽減強化等

保険料軽減に伴う繰出金の増額 長寿介護課

42,295

　低所得者の介護保険料の軽減強化に伴う繰出金の追加や、補助金の活用により整備した
水産関係施設の処分に伴う補助金の一部返還など、必要な予算を措置する。

所管課

コミュニティ助成事業

介護保険特別会計繰出金

集会所の新築に対する補助

0

18,164

4,796

（１）地域活性化事業

8,136

移住支援事業

所管課

13,700

主　な　事　業　名

750

事業内容

まちづくり政策課 13,700

事業内容

11,199

まちづくり政策課

　コミュニティ助成事業の活用により、町内会の集会所新築に係る費用に対し、補助金を
交付する。
　また、国及び県の補助金を活用して、東京圏からの移住と就職に対する支援を行うこと
により、移住・定住の促進及び中小企業等の人材不足の解消を進める。

3,000

金額

16,700

0

0

2,250
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★印は新規事業  ☆印は箇所新

【一般会計】

コミュニティ助成事業 （事業内容） まちづくり政策課

志筑西谷町内会(津名地区)の集会所新築に係る費用について、

(一財)自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用して、

補助金を交付する。

　淡路市コミュニティ助成事業補助金

【補助率】10/10

【上　限】15,000千円

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　13,700千円

★移住支援事業 （事業内容） まちづくり政策課

移住・定住の促進及び中小企業等の人材不足を解消するため、

兵庫県及び県下34市町が連携した「ひょうごで働こう！マッ

チングサイト」を活用し、東京圏から移住し就職した者に対

し、移住支援金を交付する。

【補助率】　国1/2、県1/4、市1/4

【上　限】　1世帯当たり1,000千円（単身の場合は500千円）

（予算額の内訳）

19節　負担金補助及び交付金　3,000千円

介護保険特別会計繰出金 （事業内容） 長寿介護課

低所得者保険料軽減事業による保険料軽減分に対する、特別

会計への繰出金。

消費税率10％への引き上げによる介護保険料の軽減強化に伴

い、保険料軽減分の繰出金を追加する。

【補助割合】国：1/2、県：1/4

（予算額の内訳）

28節　繰出金　31,146千円

子育て家庭ショートステイ事業 （事業内容） 子育て応援課

児童を養育している保護者が、家庭における養育が困難とな 　

った場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育・保

護する。

利用の増加が見込まれるため、所要額を追加する。

【補助割合】国：1/3、県：1/3

（予算額の内訳）

13節　委託料　600千円

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 2-1-6 13,700 13,700 0

コミュニティ助成事業助成金（10/10）

10-11 2-1-6 3,000 2,250 750

移住支援事業補助金（国1/2、県1/4）

10-11 3-1-10 31,146 15,573 7,786 7,787

低所得者保険料軽減負担金（1/2）

低所得者保険料軽減負担金（1/4）

10-11 3-2-1 600 200 200 200

子育て短期支援事業補助金（1/3）

子育て短期支援事業補助金（1/3）

補正額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目
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★印は新規事業  ☆印は箇所新

項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

地域漁業活性化構造改善事業及 （事業内容） 農林水産課

び地域沿岸漁業構造改善事業返 補助金の活用により整備した水産加工施設（志筑）及び荷捌

還金 き所施設（塩田）について、加工事業の採算悪化により同加

工施設を、生穂漁港への水揚げ一元化により同荷捌き所施設

をそれぞれ処分制限期間内に処分したことから、補助金を一

部返還する。

（予算の内訳）

23節　償還金利子及び割引料　10,399千円

　地域漁業活性化構造改善事業返還分

　　水産加工施設（旧志筑浦漁協）　

　　　国庫6,205千円　県費1,551千円 （市費775千円）

　地域沿岸漁業構造改善事業返還分

　　荷捌き所施設（旧塩田漁協）

　　　国庫2,202千円　県費441千円 （市費220千円）

★英語教育改善プラン推進事業 （事業内容） 学校教育課

小学校の外国語教育について、新学習指導要領に基づき外国

語(英語)が教科になることに伴い、研究協力校による授業モ

デルの研修、授業プラン作成等を行い、授業実践による成果

と課題を研究する。

【研究協力校】中田小学校

（予算額の内訳）

 8節　報償費　75千円

11節　需用費　75千円

【補助率】　国55％、県29％、市14％、地元2％

【事業費】83,000千円⇒153,000千円（70,000千円増額）
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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 6-3-1 10,399 10,399 0

地域漁業活性化構造改善事業返還金 7,756

地域沿岸漁業構造改善事業返還金 2,643

10-11 10-2-2 150 150 0

英語教育改善プラン推進事業委託金（定額）
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