
議案第９８号 
 

 

令和２年度琴浦町一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和２年度琴浦町一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４１０，４９７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳 

入歳出それぞれ１２，７２４，２０５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 

歳入歳出予算補正」による。 

 
（繰越明許費）  
第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用できる経費は、「第２表 

繰越明許費」による。 
 
 



（債務負担行為の補正）  
第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。  
 

 
 
 
 
 
 
 
令和 ２ 年 ７ 月 ２２ 日  提 出  

 

                    琴 浦 町 長    小 松 弘 明 

 
 

令和 ２ 年     月       日   
 

                    琴浦町議会議長    小 椋 正 和 



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１５． 国庫支出金 2,997,839 379,575 3,377,414

２． 国庫補助金 2,181,870 379,575 2,561,445

１６． 県支出金 975,091 4,922 980,013

２． 県補助金 586,463 4,922 591,385

１９． 繰入金 793,351 26,000 819,351

２． 基金繰入金 781,695 26,000 807,695

歳               入               合               計 12,313,708 410,497 12,724,205

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正

－　１　－



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

２． 総務費 3,710,206 410,505 4,120,711

１． 総務管理費 3,540,372 410,505 3,950,877

９． 教育費 936,493 0 936,493

４． 社会教育費 329,999 0 329,999

１３． 予備費 26,763 △8 26,755

１． 予備費 26,763 △8 26,755

歳               出               合               計 12,313,708 410,497 12,724,205

－　２　－



（単位：千円）

１.変更 （単位：千円）

 ・新型コロナウイルス対策特別金融支援利子補給事業 令和3年度から令和6年度まで 2,800 令和3年度から令和6年度まで 112,330

－　３　－

第　３　表　　　債 務 負 担 行 為 補 正

事　　項

　変更前 　変更後

期　　間 限度額 期　　間 限度額

第　２　表　　　繰 越 明 許 費

款 項 事　業　名 金　額

　2．総務費 　1．総務管理費 ・ことうら「旅」と「食」魅力発信プロジェクト事業 60,000



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） 一　　　般　（単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

１５． 国庫支出金 2,997,839 379,575 3,377,414

１６． 県支出金 975,091 4,922 980,013

１９． 繰入金 793,351 26,000 819,351

　　　　 歳          入          合          計 12,313,708 410,497 12,724,205

－　４　－



（歳　出） 一　　　般　（単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

2. 総務費 3,710,206 410,505 4,120,711 384,147 26,358

9. 教育費 936,493 0 936,493 350 △350

13. 予備費 26,763 △8 26,755 △8

 歳     出     合     計 12,313,708 410,497 12,724,205 384,497 26,000

一 般 財 源

－　５　－



２．歳　入

（款） 15. 国庫支出金    （項） 2. 国庫補助金 一　　　般　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

1. 総務費補助金 1,912,634 363,639 2,276,273 1. 総務費補助金 363,639 新型コロナウイルス感染症対応地方創               363,639
生臨時交付金

2. 民生費補助金 39,118 12,436 51,554 2. 児童福祉費補助金 12,436 母子家庭等対策総合支援事業費補助金                12,436

6. 教育費補助金 102,688 3,500 106,188 5. 学校保健特別対策事業 3,500 学校保健特別対策事業費補助金                  3,500

費補助金

　 　　計 2,181,870 379,575 2,561,445

（款） 16. 県支出金    （項） 2. 県補助金

5. 商工費補助金 6,271 4,922 11,193 1. 商工費補助金 4,922 新型コロナウイルス対策特別金融支援                 4,922
事業費補助金

　 　　計 586,463 4,922 591,385

（款） 19. 繰入金    （項） 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金 305,000 26,000 331,000 1. 財政調整基金繰入金 26,000 財政調整基金繰入金                 26,000

　 　　計 781,695 26,000 807,695

－　６　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

10. 分庁管理費 12,475 0 12,475 150 △150 財源組替               

12. 新型コロナ 1,870,838 410,505 2,281,343 383,997 26,508 2. 給料 136 会計年度任用短時間勤務職員            136

ウイルス感

染症対策費

3. 職員手当等 105 通勤手当              5

時間外勤務手当            100

4. 共済費 25 雇用保険料              1

社会保険料             24

7. 報償費 350 報償金            350

8. 旅費 672 普通旅費            160

費用弁償            512

10. 需用費 5,288 消耗品費          3,116

食糧費             20

印刷製本費            312

修繕料          1,840

11. 役務費 212 通信運搬費            190

手数料             22

12. 委託料 190,431 地域共生型プラスチック収集委託料           430

こども園ＩＣＴシステム整備委託料         5,416

小中学校光回線ネットワーク保守業務           660
委託料

節

一般財源

－　７　－



（款） 2. 総務費    （項） 1. 総務管理費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

まなびタウンリニューアル基本設計        16,000
委託料

観光看板改装委託料         10,000

公共施設公衆用Ｗｉ-Ｆｉ環境整備        23,800
委託料

こども園ＩＣＴシステム保守委託料           207

持続可能な地域交通検討業務委託料         4,000

図書館ＩＣタグ導入委託料         64,350

琴浦バスラッピング制作委託料          2,418

ことうら「旅」と「食」魅力発信プロ        60,000
ジェクト事業委託料

観光プロモーション用品製作委託料         3,150

13. 使用料及び 500 使用料            500

賃借料

17. 備品購入費 11,519 庁用器具            919

庁用備品          5,300

機械器具          1,000

事業備品          4,300

18. 負担金、補 133,132 ３町グルメキャンペーン負担金            200

助及び交付 中部おでかけ応援キャンペーン負担金         1,300

金
中部ふるさと広域連合負担金（感染症           167
対策執務室改善）

－　８　－

節

一般財源



一　　　般　（単位：千円）

中部ふるさと広域連合負担金（感染症           804
対応休日急患診療所運営費）

新型コロナウイルス対策特別金融支援         9,845
利子補給補助金

肉用牛肥育経営緊急支援補助金          2,696

住宅修繕・改修補助金         10,000

コロナ後に向けた観光振興補助金          4,000

プレミアム付ことうら商品券発行事業        21,000
補助金

肉用牛肥育経営安定特別対策事業         15,720
補助金

新事業創出応援補助金          3,000

新生児支援交付金         12,000

医療・介護施設等事業継続支援交付金         7,400

大学生等生活応援交付金         45,000

19. 扶助費 11,970 ひとり親世帯臨時特別給付金         11,970

24. 積立金 56,165 新型コロナウイルス対策特別金融支援        56,165
補給事業基金積立金

　計 3,540,372 410,505 3,950,877 384,147 26,358

（款） 9. 教育費  （項） 4. 社会教育費

5. 生涯学習セ 34,560 0 34,560 350 △350 財源組替               

ンター運営

費

　計 329,999 0 329,999 350 △350

－　９　－



（款） 13. 予備費  （項） 1. 予備費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

1. 予備費 26,763 △8 26,755 △8 △8

　計 26,763 △8 26,755 △8

－　１０　－

節

一般財源


