
平成 31 年１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１号 議案名 平成 30 年度琴浦町一般会計補正予算(第８号) 

目  的 
平成 30 年台風 24 号の小規模災害復旧にかかる工事請負費のほか、各種事業

について追加の補正を行うもの。 

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 

12,302,462 40,459 12,342,921 

 

２ 主な計上内容 

歳入については、分担金及び負担金▲15,335 千円、国庫支出金＋9,491 千

円、県支出金＋63,603 千円、寄附金＋53,500 千円、繰入金＋15,000 千円、町

債▲201,800 千円を計上するほか、不足する財源については、財政調整基金

116,000 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。 

 

【平成 30 年台風 24 号災害復旧費関連事業】 

(１) 現年発生農地災害復旧事業[▲149,725 千円](補助災害) 

ア 事業説明 

台風 24 号の災害査定結果による工事費の減額及び補助率の増高見込み 

による財源の組替えを行うもの。(補助率：50%→95.3%) 

イ 経費 

現年発生農地災害復旧工事[▲149,725 千円] 129→70 件 

ウ 財源 

(ア) 現年発生農地災害復旧費補助金(県)[▲22,672 千円] 

(イ) 現年発生農地災害復旧費分担金[▲10,305 千円] 

(ウ) 現年発生農地災害復旧事業債(起債)[▲146,400 千円] 

(エ) 一般財源[29,652 千円] 

 

(２) 現年発生農業用施設災害復旧事業[▲23,444 千円](補助災害) 

ア 事業説明 

台風 24 号の災害査定結果による工事費の減額及び補助率の増高見込み 

による財源の組替えを行うもの。(補助率：65%→98.7%) 

イ 経費 

農業用施設災害復旧工事[▲23,444 千円] 95→69 件 

ウ 財源 

(ア) 現年発生農業用施設災害復旧費補助金(県)[37,574 千円] 



(イ) 現年発生農業用施設災害復旧費分担金[▲10,964 千円] 

(ウ) 現年発生農業用施設災害復旧事業債(起債)[▲102,700 千円] 

(エ) 一般財源[52,646 千円] 

 

(３) 現年発生林道災害復旧事業[813 千円](補助災害) 

ア 事業説明 

台風 24 号の災害査定結果による工事費の減額及び補助率の増高見込み 

による財源の組替えを行うもの。 

(補助率 [奥地]：65%→89.6% [その他]：50%→84.0%) 

イ 経費 

林道災害復旧工事(農地等災害復旧事業)[813 千円] ４→４件 

ウ 財源 

(ア) 現年発生林道災害復旧費補助金(県)[4,152 千円] 

(イ) 現年発生林道災害地元分担金[▲971 千円] 

(ウ) 現年発生林道災害復旧事業債(起債)[▲6,800 千円] 

(エ) 一般財源[4,432 千円] 

 

 (４) 現年発生農地小災害復旧事業[40,534 千円] 

ア 事業説明 

台風 24 号にかかる国補助災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事 

業に係る経費を計上するもの。 

イ 経費 

農地小災害復旧工事[40,534 千円] 142 件 

ウ 財源 

(ア) しっかり守る農林基盤交付金(県)[14,449 千円] 

(イ) 現年発生農地小災害復旧費分担金[4,053 千円] 

(ウ) 現年発生農地小災害復旧事業債(起債)[6,200 千円] 

(エ) 一般財源[15,832 千円] 

 

(５) 現年発生農業用施設小災害復旧事業[51,057 千円] 

ア 事業説明 

台風 24 号にかかる国補助災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事 

業に係る経費を計上するもの。 

イ 経費 

農業用施設小災害復旧工事[51,057 千円] 172 件 

ウ 財源 

(ア) しっかり守る農林基盤交付金(県)[19,132 千円] 

(イ) 現年発生農業用施設小災害復旧費分担金[2,552 千円] 



(ウ) 現年発生農業用施設小災害復旧事業債(起債)[8,600 千円] 

(エ) 一般財源[20,773 千円] 

 

(６) 現年発生林道小災害復旧事業[6,000 千円] 

ア 事業説明 

台風 24 号にかかる国補助災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事 

業に係る経費を計上するもの。 

イ 経費 

林道小災害復旧工事(農地等小災害復旧事業)[6,000 千円] 26 件 

ウ 財源 

(ア) 現年発生林道小災害地元分担金[300 千円] 

(イ) 現年発生林道小災害復旧事業債(起債)[4,800 千円] 

(ウ) 一般財源[900 千円] 

 

(７) しっかり守る農林基盤整備事業[18,600 千円] 

ア 事業説明 

  営農を続ける意欲的な農業者等が発注する災害復旧工事費を助成する

ため、経費を追加計上するもの。 

イ 経費 

負担金、補助及び交付金[18,600 千円] 

(ア) 農地分 20 件×400 千円×90％＝7,200 千円 

(イ) 農業用施設分 30 件×400 千円×95％＝11,400 千円 

ウ 財源 

(ア) しっかり守る農林基盤交付金[9,300 千円] 

(イ) 一般財源[9,300 千円] 

 

(８) 畜産振興対策事業[1,919 千円](平成 30 年台風 24 号被災牛舎復旧支 

援補助事業) 

ア 事業説明 

  台風 24 号にて被災した牛舎の復旧支援経費を追加計上するもの。 

イ 経費 

平成 30 年台風 24 号被災牛舎復旧支援補助金[1,919 千円] 

ウ 財源 

(ア) 平成 30 年台風 24 号被災牛舎復旧支援事業費補助金(県)[959 千 

円] 

(イ) 一般財源[960 千円] 

 

 



(９) 公共土木施設小災害復旧事業[11,500 千円] 

ア 事業説明 

台風 24 号にかかる国補助災害復旧事業の対象とならない小災害復旧事 

業に係る経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 道路災害修繕工事(小規模災害復旧修繕工事)[9,700 千円] 19 件 

(イ) 河川災害修繕工事(小規模災害復旧修繕工事)[1,800 千円] ５件 

ウ 財源 

(ア) 現年発生公共土木施設小災害復旧事業債[29,500 千円] 

ａ 既予算計上済分[18,000 千円] 

  ｂ １月補正分小規模災害復旧修繕工事[11,500 千円] 

(イ) 一般財源[△18,000 千円] 

 

(10) 町道等改良整備事業[12,100 千円] 

ア 事業説明 

  社会資本整備総合交付金事業において、施工中であった町道立石一畑線

が台風 24 号により被災したため、追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

町道立石一畑線道路改良工事[12,100 千円] 

ウ 財源 

(ア) 社会資本整備総合交付金(国)[6,500 千円] 

(イ) 地方道路等整備事業債(起債)[5,000 千円] 

(ウ) 一般財源[600 千円] 

 

【その他の事業】 

(11) 公共交通対策事業[940 千円] 

ア 事業説明 

  広域バス路線(倉吉～赤碕間)維持に係る実績額の確定に伴う追加経費

を計上するもの。 

イ 経費 

負担金、補助及び交付金[940 千円] 

ウ 財源 

一般財源[940 千円] 

 

(12) マイナンバー及びコンビニ交付システム改修事業[1,021 千円] 

ア 事業説明 

女性活躍推進の観点から希望する方へマイナンバーカード等への旧氏

併記を可能とするため、マイナンバーシステム等の改修に伴う追加の経費



を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) マイナンバーシステム改修委託料[△1,037 千円] 

※契約確定に伴うシステム改修費の減額 

(イ) コンビニ交付システム改修委託料[2,058 千円] 

  ウ 財源 

(ア) マイナンバー制度システム整備費補助金[934 千円] 

※既計上済み歳出予算にかかる追加交付分 

(イ) コンビニ交付システム改修委託料[2,057 千円] 

(ウ) 一般財源[△1,970 千円] 

 

(13) 県知事・県議会議員選挙事業[720 千円] 

ア 事業説明 

  平成 31 年４月の鳥取県知事・県議会議員選挙日程の前倒し(４／７)に

伴う追加の経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 報酬[210 千円] 

(イ) 職員手当等[350 千円] 

(ウ) 需用費[310 千円] 

(エ) ポスター掲示場設置管理業務委託料[△150 千円] 

ウ 財源 

(ア) 知事・県議会議員選挙委託金[709 千円] 

(イ) 一般財源[11 千円] 

 

(14) ふるさと納税事業[68,593 千円] 

ア 事業説明 

寄附額の増収に伴い、返礼品などの必要経費を追加計上するもの。(寄 

附金収入見込額：370,000 千円[補正額+53,500 千円]) 

イ 経費 

(ア) 記念品[10,000 千円] 

(イ) 手数料[2,322 千円] 

(ウ) ふるさと納税ポータルサイト委託料[2,771 千円] 

(エ) ふるさと未来夢基金積立金[53,500 千円] 

ウ 財源 

(ア) ふるさと未来夢寄附金[53,500 千円] 

(イ) ふるさと未来夢基金繰入金[15,000 千円] 

(ウ) 一般財源[93 千円] 

補足事項  



▼災害復旧事業関連一覧表

国県 分担金 起債 一般財源

(1)現年発生農地災害復旧事業 補助 農林水産課 ▲ 149,725 291,062 143,229 7,102 10,000 130,731

(2)現年発生農業用施設災害復旧事業 補助 農林水産課 ▲ 23,444 462,705 251,424 1,630 9,800 199,851

(3)現年発生林道災害復旧事業 補助 農林水産課 813 29,480 14,922 79 2,900 11,579

(4)現年発生農地小災害復旧事業 補助 農林水産課 40,534 40,734 14,539 4,073 6,200 15,922

(5)現年発生農業用施設小災害復旧事業 補助 農林水産課 51,057 61,757 22,732 4,052 8,600 26,373

(6)現年発生林道小災害復旧事業 単独 農林水産課 6,000 9,000 0 300 4,800 3,900

(7)しっかり守る農林基盤整備事業 補助 農林水産課 18,600 32,986 15,992 1,500 0 15,494

(8)畜産振興対策事業 補助 農林水産課 1,919 1,919 959 0 0 960

(9)公共土木施設小災害復旧事業 単独 建設課 11,500 34,700 0 0 29,500 5,200

(10)町道等改良整備事業（災害復旧部分） 単独 建設課 12,100 12,100 6,500 0 5,000 600

(11)公共土木施設災害復旧事業 補助 建設課 0 213,143 105,081 0 54,700 53,362

▲ 30,646 1,189,586 575,378 18,736 131,500 463,972

単位：千円

補助
単独 所属

補正後予算額の財源

合計

事業名 今回補正額 補正後
予算額


