
令和元年６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 54 号 議案名 令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第１号) 

目  的 

人事異動に伴う人件費等の精査のほか、非常備消防事務経費事業、移住定住促

進事業、農業振興対策事業、森林環境譲与税関連事業、単県斜面崩壊復旧事業、

介護保険事業、町道等改良整備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 

9,905,000 17,648 9,922,648 

 

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。 

なお、不足する財源については、財政調整基金を取り崩す。 

 

                   [単位：千円] 

款名称等 補正額 

地方譲与税 4,700 

分担金及び負担金 2,782 

国庫支出金 6,168 

県支出金 △14,199 

財産収入 1 

繰入金 6,620 

諸収入 3,676 

町債 7,900 

合 計 17,648 

 

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) 人件費等[△912 千円] 

ア 事業説明 

人事異動に伴う人件費等に係る経費を精査するもの。 

イ 経費 

(ア) 一般会計(本給、扶養手当等)[11,159 千円] 

   （イ） 特別会計繰出金[△12,071 千円] 

ウ 財源 

  一般財源[△912 千円] 

 



(２) 一般管理事務(弁護士委託料)[2,490 千円] 

ア 事業説明 

  平成 25 年度東伯中学校男子バスケットボール部の部活動中に発生した

暴力事件における損害賠償請求事件の判決に対する控訴審の着手に伴う

経費を追加するもの。 

イ 経費 

弁護士委託料[2,490 千円] 

ウ 財源 

一般財源[2,490 千円] 

 

(３) 非常備消防事務経費事業[3,466 千円] 

ア 事業説明 

  消防団員の退職に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

消防団員退職報償金[3,466 千円] 退職者：６名 

ウ 財源 

退職消防団員報奨金等[3,466 千円] 

 

(４) 移住定住促進事業[1,000 千円] 

ア 事業説明 

 東京 23 区等から移住し、県が選定した中小企業等に就業した者に対し

県と町が共同で支援金を交付することに伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

移住就業等支援金[1,000 千円] １件  

ウ 財源 

 (ア) 移住就業等支援金支給事業費補助金(県支出金)[750 千円] 

(イ) 一般財源[250 千円] 

 

(５) 農業振興対策事業[△29,642 千円] 

ア 事業説明 

事業量の変更及び国の事業採択等の影響による各補助金の組替え対応

に伴う経費を精査するもの。 

イ 経費 

(ア) がんばる農家プラン事業補助金[△3,633 千円] 

(イ) 担い手確保・経営強化支援事業補助金[△34,638 千円] 

 (ウ) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金[8,629 千円] 

ウ 財源 

   (ア) 戦略園芸品目(白ネギ)総合対策事業費補助金(県支出金) 



 [137 千円] 

   (イ) がんばる農家プラン事業費補助金(県支出金)[△2,423 千円] 

   (ウ) 担い手確保・経営強化支援事業費補助金(県支出金)[△34,638 千 

円] 

   (エ) 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(県支出金)[8,629 千円] 

   (オ) 一般財源[△1,347 千円] 

 

(６) 野菜振興対策事業[1,295 千円] 

ア 事業説明 

台風等の被害拡大を踏まえ、老朽化等により対策が必要な農業用ハウス

の補強資材等を補助し、生産基盤の強化を図ることに伴う経費を計上する

もの。 

イ 経費 

農業用ハウス強靭化緊急対策事業補助金[1,295 千円] 

ウ 財源 

   農業用ハウス強靭化緊急対策事業費補助金(県支出金)[1,295 千円] 

 

(７) 農業後継者育成対策事業[1,500 千円] 

ア 事業説明 

農業次世代人材投資資金の対象者の増加に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

青年就農給付金[1,500 千円] １名 

ウ 財源 

   青年就農給付金等補助金(県支出金)[1,500 千円] 

 

(８) 森林環境譲与税関連事業[7,621 千円] 

ア 事業説明 

森林環境譲与税を財源として経営管理権集積計画の作成等を行う事業

を新設することに伴う経費を計上するもの。 

イ 経費 

(ア) 経営管理権集積計画作成等委託料[2,920 千円] 

 (イ) 森林環境譲与税基金積立金[4,700 千円] 

(ウ) 森林環境譲与税基金利子積立金[１千円] 

ウ 財源 

(ア) 森林環境譲与税基金利子[１千円] 

(イ) 森林環境譲与税基金繰入金[2,920 千円] 

(ウ) 一般財源[4,700 千円] 

 



(９) 水産業振興対策事業[2,522 千円] 

ア 事業説明 

漁業研修への新規要望者の増加に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

漁業研修事業補助金[2,522 千円] １名 

ウ 財源 

(ア) 漁業研修事業補助金(県支出金)[2,221 千円] 

(イ) 一般財源[301 千円] 

 

(10) 単県斜面崩壊復旧事業[13,911 千円] 

ア 事業説明 

平成 30 年台風 24 号で崩壊した急傾斜地にある人家に対し、今後の被

害を防止するための工事実施に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

 (ア) 単県斜面崩壊復旧測量設計業務委託料[2,937 千円] 

(イ) 単県斜面崩壊復旧工事[10,974 千円] １箇所：八橋牛飼 

ウ 財源 

(ア) 単県斜面崩壊復旧事業費地元負担金[2,782 千円] 

(イ) 単県斜面崩壊復旧事業費補助金(県支出金)[5,564 千円] 

   （ウ） 八橋牛飼急傾斜地崩壊対策事業(地方債)[5,500 千円] 

(エ) 一般会計[65 千円] 

 

(11) 介護保険事業[11,169 千円] 

ア 事業説明 

消費税の増税における介護保険料の低所得者の保険料に対する負担軽

減に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

介護保険(介護給付費等繰出)[11,169 千円] 

ウ 財源 

(ア) 低所得者介護保険料軽減事業費負担金(国庫支出金)[5,533 千 

円] 

(イ) 低所得者介護保険料軽減事業費負担金(県支出金)[2,766 千円] 

(ウ) 一般財源[2,870 千円] 

 

(12) 町道等改良整備事業[2,500 千円] 

ア 事業説明 

県の事業配分の結果により今年度当初に予定していた工事内容に橋脚

と道路部分の工事を追加施工することに伴う経費を追加するもの。 



イ 経費 

山村代行県執行負担金[2,500 千円] 

ウ 財源 

(ア) 町道立子大熊線道路改良事業(地方債)[2,400 千円] 

 (イ) 一般財源[100 千円] 

 

(13) 母子福祉事業[228 千円] 

ア 事業説明 

子どもの貧困に対応するため、臨時・特別の給付措置として未婚の児童

扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金の新設に伴う経費を計上するも

の。 

イ 経費 

母子家庭等対策総合支援事業費[228 千円] 

ウ 財源 

母子家庭等対策総合支援事業費補助金(国庫支出金)[228 千円] 

補足事項  

 


