
平成 30 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 133 号 議案名 平成 30 年度琴浦町一般会計補正予算(第６号) 

目  的 
台風 24 号等の被害における追加の災害復旧費の増額のほか、ふるさと納税事

業、庁舎管理、公共交通対策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 

11,076,184 1,030,614 12,106,798 

 

２ 主な計上内容 

歳入については、各種事業の増減に伴う国県支出金 512,489 千円、地方債

332,700 千円の増額等を計上するほか、不足する財源については、財政調整基

金 32,000 千円を取り崩す。 

歳出の主な計上内容については、次のとおりである。 

 

(１) 債務負担行為補正[364,793 千円] 

事 項 期 間 限度額 

スクールバス運行管理業務

委託事業 

平成 31 年度 

～平成 33 年度まで 
92,125 千円 

町営バス運行業務委託事業 平成 31 年度 

～平成 33 年度まで 
272,668 千円 

 

(２) 事務所移転事業[787 千円] 

ア 事業説明 

「しごとプラザ琴浦」の開設に伴い、雇用に係る相談業務等国との連携 

強化を図るため、商工観光課の事務所移転を行うもの。 

イ 経費 

庁用備品[787 千円] 

ウ 財源 

  一般財源[787 千円] 

 

(３) ふるさと納税事業[80,226 千円] 

ア 事業説明 

  寄附金額の増加に伴う追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

記念品代[16,950 千円]、通信運搬費[5,377 千円]、手数料[△470 千円] 

 委託料[1,869 千円]、ふるさと未来夢基金積立金[56,500 千円] 



ウ 財源 

(ア) ふるさと未来夢寄附金[56,500 千円] 

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[23,700 千円] 

(ウ) 一般財源[26 千円] 

 

(４) 定期借地権設定事業[18,716 千円] 

ア 事業説明 

定期借地契約にかかる分譲地購入に伴う追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

公有財産購入費(３区画)[18,716 千円] 

ウ 財源  

一般財源[18,716 千円] 

 

(５) 公共交通対策事業[2,873 千円] 

ア 事業説明 

 町営バスにかかる来年度以降の受託事業者への運行準備にかかる経費

を追加計上するもの。 

イ 経費 

   消耗品費[106 千円]、印刷製本費[60 千円] 

   町営バス等運行準備委託料[2,707 千円] 

ウ 財源  

一般財源[2,873 千円] 

 

(６) 現年発生農地災害復旧事業[344,828 千円] 

ア 事業説明 

台風 24 号にかかる災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 現年発生農地災害積算業務委託料(129 箇所)[17,028 千円] 

(イ) 現年発生農地災害復旧工事(129 箇所)[327,800 千円] 
ウ 財源 

   (ア) 現年発生農地災害復旧費分担金[17,407 千円] 

   (イ) しっかり守る農林基盤交付金[2,001 千円] 

   (ウ) 現年発生農地災害復旧費補助金[163,900 千円] 

   (エ) 現年発生農地災害復旧事業債[156,400 千円] 

   (オ) 一般財源[5,120 千円] 

 

 

(７) 現年発生農業用施設災害復旧事業[341,540 千円] 



ア 事業説明 

台風 24 号にかかる災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 現年発生農業用施設災害積算業務委託料(95 箇所)［12,540 千円] 

(イ) 現年発生農業用施設災害復旧工事(95 件)[329,000 千円] 

ウ 財源 

   (ア) 現年発生農業用施設災害復旧費分担金[12,594 千円] 

   (イ) しっかり守る農林基盤交付金[2,000 千円] 

   (ウ) 現年発生農業用施設災害復旧費補助金[213,850 千円] 

   (エ) 現年発生農業用施設災害復旧事業債[112,500 千円] 

   (オ) 一般財源[596 千円] 

 

(８) 現年発生林道災害復旧事業[21,634 千円] 

ア 事業説明 

台風 24 号にかかる災害復旧のための追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 消耗品費[634 千円] 

(イ) 現年発生林道災害復旧工事(４件)[21,000 千円] 
ウ 財源 

   (ア) 現年発生林道災害復旧費分担金[1,050 千円] 

   (イ) 現年発生林道災害復旧費補助金[10,770 千円] 

   (ウ) 現年発生林道災害復旧事業債[9,700 千円] 

(エ) 一般財源[114 千円] 

 

(９) 公共土木施設災害復旧事業[163,413 千円] 

ア 事業説明 

７月豪雨、台風 24 号にかかる災害復旧のための追加の経費を計上する 

もの。 

イ 経費 

臨時職員[1,234 千円]、消耗品費[999 千円]、燃料費[100 千円] 

現年発生公共土木施設災害復旧工事[155,800 千円] 

公共土木施設小災害復旧工事[5,000 千円] 

公有財産購入費(土地)[280 千円] 
ウ 財源 

   (ア) 現年発生公共土木施設災害復旧費補助金[103,747 千円] 

   (イ) 現年発生公共土木施設災害復旧事業債[54,100 千円] 

(ウ) 一般財源[5,566 千円] 

 



(10) 自立支援給付事業[37,205 千円] 

ア 事業説明 

障がい福祉サービスの利用者増加に伴い追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 補装具給付費(車椅子等)[1,459 千円] 

(イ) 自立支援給付費(居宅介護等)[35,746 千円] 

ウ 財源 

(ア) 自立支援給付費負担金(国庫)[18,602 千円] 

(イ) 県自立支援給付費負担金(県費)[9,301 千円] 

(ウ) 一般財源[9,302 千円] 

 

(11) 乳児家庭保育支援給付事業[4,351 千円] 

ア 事業説明 

申請の増加等に伴い追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

扶助費[4,351 千円] 

ウ 財源 

一般財源[4,351 千円] 

 

(12) 一般経常経費(配分外)(小学校費)[4,547 千円] 

ア 事業説明 

八橋、赤碕小学校にある危険なブロック塀の撤去後のフェンス等の設置

に伴う追加の経費及びスクールバスにかかる来年度以降の受託事業者へ

の運行準備にかかる経費を追加計上するもの。 

イ 経費 

修繕料(八橋小学校)[645 千円]、修繕料(赤碕小学校)[279 千円] 

小学校公共下水道接続工事設計業務委託料(船上小学校)[1,000 千円] 

スクールバス運行準備委託料[2,623 千円] 

ウ 財源 

一般財源[4,547 千円] 

補足事項  

 


