
平成３０年１１月臨時議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算 

議案番号 議案第  号 議案名 平成３０年度琴浦町一般会計補正予算(第５号) 

目  的 

小中学校空調設備整備にかかる設計委託料及び工事請負費、東伯総合公園ト

レーニングルームにおける運動機器の更新経費、台風２４号における災害復旧

対策にかかる追加経費のための増額補正を行うもの。 

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 

10,632,971 437,313 11,070,284 

 

２ 主な計上内容 

(１) 小学校空調設備整備事業[388,563 千円] （教育総務課） 

○事業説明 

小学校に空調設備を整備し、子ども達が安全に集中して学習できる環境を

整えるもの。 

○経費 

  小学校空調設備整備工事の監理業務委託料[10,131 千円] 

  小学校空調設備整備工事請負費[378,432 千円] 

 〇歳入 

国庫 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金[48,329 千円] 

起債 小学校空調設備整備事業債（補正予算債）[96,500 千円] 

     小学校空調設備整備事業債（継足債）[195,300 千円] 

   小学校大規模改造事業[▲13,000 千円]  

基金 地域振興基金繰入金[61,000 千円] 

 一般財源[434 千円] 

 

(２) 中学校空調設備整備事業[4,752 千円] （教育総務課） 

○事業説明 

中学校に空調設備を整備し、子ども達が安全に集中して学習できる環境を

整えるもの。 

○経費 

  中学校空調設備整備工事の詳細設計委託料 [4,752 千円] 

 〇歳入 

国庫 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金[1,584 千円] 

  起債 中学校空調設備整備事業債（補正予算債）[3,100 千円] 

 一般財源[68 千円] 



 

小学校 中学校 

小学校空調設備工事設計～11月 15日 平成 29 年度 中学校空調設備整備工事

設計 

11 月 16 日 臨時議会 

・小学校工事請負費、工事監理費 

11 月 16 日 臨時議会 

・中学校工事設計（修正・追加）業務委

託料 

入札準備 入札～落札、仮契約 ～設計内容修正・追加～ 

12 月 定例議会  

・本契約の承認、同日以降 工事着工 

12 月 定例議会  

・中学校工事請負費、・工事監理費 

 入札準備 入札～落札、仮契約 

1 月臨時議会  

本契約の承認、同日以降 工事着工 

工期 平成 31 年 6月末 

 

(３) 運動習慣定着促進事業[2,523 千円] （社会教育課） 

○事業説明 

東伯総合公園トレーニングルームの老朽化した運動機器の更新を行うも

の。 

○経費 

  東伯総合公園トレーニングルーム運動機器運送・設置委託料[324 千円] 

  東伯総合公園トレーニングルーム運動機器備品購入費[2,199 千円] 

 〇歳入  

地域振興基金繰入金[2,000 千円] 

 一般財源[523 千円] 

 

(４) 現年発生農地災害復旧事業[1,388 千円] 農林水産課） 

○事業説明 

災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

○経費 

災害工事発注に係る図面製図用ロール紙等消耗品費 [200 千円] 

  災害復旧測量に係る支障木伐採委託料（10 箇所追加） 

[1,188 千円] 

〇歳入  

一般財源[1,388 千円] 

 

 



(５) 現年発生農業用施設災害復旧事業[2,576 千円] （農林水産課） 

○事業説明 

災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

○経費 

杭の追加、工事発注に係る図面製図用ロール紙等消耗品[200 千円] 

    災害復旧測量に係る支障木伐採及び草の処理（20 箇所追加） 

[2,376 千円] 

〇歳入 一般財源[2,576 千円] 

 

(６) 現年発生農業用施設小災害復旧事業[3,000 千円] （農林水産課） 

○事業説明 

災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

○経費 

農業施設災害の地元対応箇所の借上料の増[1,500 千円] 

    農業施設災害の地元対応箇所の原材料費の増[1,500 千円] 

 〇歳入 

県支出金 しっかり守る農林基盤交付金[1,500 千円] 

 一般財源[1,500 千円] 

 

(７) 現年発生林道小災害復旧事業[2,000 千円] （農林水産課） 

○事業説明 

災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

○経費 

林道災害の地元対応箇所の借上料の増 [500 千円] 

    林道災害の地元対応箇所の原材料費の増[1,500 千円] 

〇歳入 一般財源[2,000 千円] 

 

(８) 公共土木施設災害復旧事業[31,800 千円] （建設課） 

○事業説明 

災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

○経費 

残土置場重機油代[400 千円] 

  測量設計委託料 道路 15 件・河川 5件[29,100 千円] 

残土置場重機借上料[1,800 千円] 

地元対応機械借上料[500 千円] 

〇歳入 一般財源[31,800 千円] 

補足事項  

 



計 整備面積 1,335 ㎡
事 業 費 98,514 千円

 【差額】 67,809 千円⇒継足単独事業

  （１）事業費

（整備面積） （国単価） （国が補助する事業費）

1,335 ㎡ × 23 千円/㎡ ＝ 30,705 千円①

  （２）財源内訳
国庫補助金： 10,235 千円：上記事業費①の1/3
補正予算債： 20,400 千円：補助残の100%

一般財源： 70 千円

※補正予算債：後年度の償還時に60%を交付税措置

  （１）事業費
（全体事業費） － （国庫補助事業費）＝ 67,809 千円②

  （２）財源内訳
継足単独事業債： 50,800 千円：事業費②の75%

一般財源： 17,009 千円

※継足単独事業債：後年度、償還時の交付税措置なし

ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

【その他教室】 115㎡
事業費：8,486千円

【特別教室】 448㎡
事業費：33,059千円

【普通教室】 772㎡
事業費：56,968千円

＜全体事業費＞

＜国庫補助事業＞

＜継足単独事業＞



価　格 現在価格

 （税等別） （税等別）

ステーション型
（一体型）

　１.ボディマスター・コンビネーション６ 900,000円 4,500,000円

　２.ラバーダンベル（1～25ｋｇセット、ラック無）　 500,000円

　３.ヒップアダクション・アブダクション 1,500,000円

マシーン スタック型 　４. 3Ｂフィットネストレビステップ　１０個 120,000円

（分離型） 　５. 45°ハイパーベンチ 250,000円

  ６.バイオライン　（＊リカバリー　回復機能） 900,000円

　７.レップリーボックバーベル（ラック一式）　 500,000円

　８.ＮＲ＝Ｇ　ベントレックアブドミナル 290,000円

送料及び設置費 300,000円

1,200,000円

１ ボディマスター・コンビネーション６ ２ ラバーダンベル（1～25ｋｇセット、ラック無） ３ ヒップアダクション・アブダクション ４ 3Ｂフィットネストレビステップ

５ 45°ハイパーベンチ ６ バイオライン　（＊リカバリー　回復機能） ７ レップリーボックバーベル（ラック一式） ８ ＮＲ＝Ｇ　ベントレックアブドミナル

合計

品　名　等



価　　格

（税等別）

336,000円

220,000円

 11.オリンピックシャフト（2本） 88,000円

 12.オリンピックＥＺバー 35,000円

 13.Zivaラバープレート（157.5ｋｇセット） 146,800円

　　　　　　　　　同　　　　（107.5ｋｇセット） 100,000円

 14.マッスル・クランプ（3組） 19,500円

 15.アジャスタブル・ベンチ 190,000円

1,135,300円合計

機能：フリー・ウエイト

（部位別筋力強化）

 10.Bullベンチプレス

品　名　等

　９...Ｚivaラバーダンベル・ラック～軽量　（＊２．のダンベル保管用）



　　　（現在） （導入計画）

　　　　１.ボディマスター・コンビネーション６

　　　　　　　　　　 10.Bullベンチプレス

 11.オリンピックシャフト　  13.Zivaラバープレート
 12.オリンピックＥＺバー　  14.マッスル・クランプ

                15.アジャスタブル・ベンチ


