
令和元年 12 月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算 

議案番号 議案第 113 号 議案名 令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第５号) 

目  的 
定期借地権設定事業、地域防災力向上事業、有害鳥獣対策事業、特別医療費助

成事業、コーポラスことうら管理事業などの各種事業の補正を行うもの。 

内  容 

１ 補正額[単位：千円] 

補正前予算額 補正額 補正後予算額 

10,303,633 △3,651 10,299,982 

 

２ 主な計上内容 

歳入予算の主な計上内容については、次のとおりである。 

                 [単位：千円] 

款名称等 補正額 

分担金及び負担金 97 

使用料及び手数料 △132 

国庫支出金 △2,631 

県支出金 1,502 

財産収入 1,724 

寄附金 1,212 

繰入金 9,071 

諸収入 △14,494 

合計 △3,651 

 

歳出予算の主な計上内容については、次のとおりである。 

 

(１) 有害鳥獣対策事業[650 千円] 

ア 事業説明 

緊急的に豚コレラ感染の危険度を低減するため、狩猟期におけるイノシ

シの捕獲に対し奨励金を交付する経費を追加するもの。 

イ 経費 

豚コレラ対策奨励金[650 千円] 

ウ 財源 

   鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金（県支出金）[650 千円]  

 

(２) 森林病害虫等防除事業[7,500 千円] 

ア 事業説明 

大山周辺のナラ枯れ被害の拡大を防止するため、被害木の駆除に伴う

経費を追加するもの。 



イ 経費 

ナラ枯れ駆除業務委託料[7,500 千円] 

ウ 財源 

  松くい虫等防除事業費補助（県支出金）[7,500 千円] 

 

(３) 電算管理（総合行政システム）事業[△1,864 千円] 

ア 事業説明 

  国民健康保険及び母子保健の制度改正にかかるシステム改修及び保育

料無償化等徴収対応にかかるシステム改修の事業完了に伴う経費を追加・

減額するもの。 

イ 経費 

(ア) 国民健康保険制度改正システム改修委託料[1,914 千円]   

債務負担行為   

期 間：令和 2年度まで 限度額：2,541 千円 

(イ)  母子健康管理制度改正システム改修委託料[1,590 千円]    

(ウ)  保育料無償化システム改修委託料[△5,368 千円]     

ウ 財源 

(ア) 子ども・子育て支援事業費補助金（国庫支出金）[△5,369 千円] 

(イ)  母子保健衛生費補助金（国庫支出金）[586 千円]    

(ウ)  国民健康保険事業会計繰入金[1,862 千円] 

(エ)  一般財源[1,057 千円] 

 

(４) 定期借地権設定事業[11,363 千円] 

ア 事業説明 

 きらりタウン赤碕における新規の定期借地契約による分譲地購入に伴

う経費を追加するもの。 

イ 経費 

土地[11,363 千円]  2 件 

（きらりタウン赤碕 2件：残り 35/174） 

ウ 財源 

一般財源[11,363 千円] 

 

(５) 地域防災力向上事業[1,500 千円] 

ア 事業説明 

自主防災組織の結成数の増加に伴う防災資機材の購入補助金の増額経

費を追加するもの。 

イ 経費 

(ア) 自主防災組織防災資機材整備補助金[400 千円] 8 組織 

(イ)  自主防災組織結成促進補助金[1,000 千円]    10 組織 



(ウ)  自主防災組織活動促進奨励金[100 千円]       9 組織 

ウ 財源 

 地域振興基金繰入金[1,500 千円] 

 

(６) 起債償還元金[△21,312 千円] 

ア 事業説明 

災害復旧事業における受託業者不足等による工事の遅延により起債の

借入時期を延長したことに伴う経費を減額するもの。 

イ 経費 

長期債元金[△21,312 千円] 

ウ 財源 

   一般財源[△21,312 千円] 

 

(７) 特別医療費助成事業[5,152 千円] 

ア 事業説明 

当初の見込み以上に特別医療の給付費が増加したことに伴う経費を追

加するもの。 

イ 経費 

特別医療費[5,152 千円] 

ウ 財源 

（ア） 特別医療費補助金(県支出金)[2,575 千円] 

(イ) 一般財源[2,577 千円] 

 

(８) コーポラスことうら管理事業[2,500 千円] 

ア 事業説明 

経年劣化したボイラーの修繕が今年度の上期に頻発し、今後も増加見込

みであることに伴い経費を追加するもの。 

イ 経費 

   修繕料[2,500 千円]  

ボイラー取替 11 件 退去修繕 1件 

ウ 財源 

    コーポラスことうら基金繰入金 [2,500 千円] 

 

(９) 国県返納金[21,209 千円] 

ア 事業説明 

平成 30 年度の各種事業費の確定により国庫補助金等の返納金が発生し

たことに伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

   各種補助金等返納金[21,209 千円] 



ウ 財源 

   一般財源 [21,209 千円] 

 

(10) 施設の電気料金 [3,675 千円] 

ア 事業説明 

電力契約の見直しに伴い、支払期間と支払日の変更により本年度が実質

１３ヶ月分の支払いとなる施設が生じたため、電気料金約１ヶ月分の経費

を追加するもの。 

イ 経費 

 光熱水費[3,675 千円] 

本庁舎[909 千円]     分庁舎[300 千円]  

赤碕中学校[1,866 千円]  生涯学習センター[600 千円] 

ウ 財源 

   一般財源[3,675 千円] 

 

(11) 人事院勧告に伴う人件費等[4,964 千円] 

ア 事業説明 

  令和元年の人事院勧告の趣旨に基づく給料表の改定及び期末勤勉手当

の引き上げに伴う給与費等の追加の経費を計上するもの。 

○令和元年 11 月 15 日改正給与法可決 

・俸給月額：初任給及び若年層（平均改定率＋0.1%） 

・勤勉手当：0.05 月分引き上げ（年間 4.45⇒4.50 月分） 

イ 経費  

 町議会議員   期末手当（0.05 月増額）[212 千円] 

 一般職・特別職 本給[1,026 千円] 

         期末勤勉手当等（0.05 月増額）[2,733 千円] 

         共済費等[664 千円] 

         一般会計から特別会計への繰出金[270 千円] 

         その他[59 千円] 

ウ 財源  

一般財源[4,964 千円] 

 

 

 

 

 

 

補足事項  

 


