
令和元年９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 72 号 議案名 令和元年度琴浦町一般会計補正予算(第３号) 

目  的 

庁内ネットワーク利用環境改善事業、個人番号運用事業、琴浦町総合戦略推進

事業、ホームページ運営事業、図書館改革検討事業、カウベルホール運営事業

等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 

9,947,348 178,491 10,125,839 

 

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。 

                 [単位：千円] 

款名称等 補正額 

地方特例交付金 △1,071 

地方交付税 107,801 

国庫支出金 1,122 

県支出金 3,107 

財産収入 9 

寄附金 1,000 

繰入金 9,975 

繰越金 74,551 

諸収入 631 

町債 △18,634 

合計 178,491 

 

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) 庁内ネットワーク利用環境改善事業(電算管理)[8,483 千円] 

ア 事業説明 

  庁内ネットワークの利用環境を改善し、情報管理と事務効率を同時に向

上させるための整備に伴う経費を追加するもの。 

なお、関連経費について、5カ年の債務負担行為を行う。 

イ 経費 

(ア) 使用料(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・LGWAN 間ファイル転送システム)[1,202 千円] 

(イ) 借上料(庁内ネットワーク利用環境改善)[7,281 千円] 

ウ 財源 



一般財源[8,403 千円] 

  エ 債務負担行為 

(ア) 事項 庁内ネットワーク利用環境改善事業 

(イ) 期間 令和２年度から令和６年度まで 

(ウ) 限度額 141,900 千円 

 

(２) 個人番号運用事業[1,756 千円] 

ア 事業説明 

  令和２年度に開始予定のマイナンバーカードを使用した消費活性化対

策のマイキー設定にかかる町民への支援実施に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

(ア) 賃金[456 千円] 

(イ) 消耗品費[350 千円] 

 (ウ) 印刷製本費[150 千円] 

(エ) 通信運搬費[100 千円] 

(オ)  マイキー設定支援員用ネットワーク配線・設定委託料[300 千円] 

(カ)  自治体ポイント参加店舗募集事務委託料[400 千円] 

ウ 財源 

マイナンバー制度システム整備費補助金(国庫支出金)[1,756 千円] 

 

(３) 定期借地権設定事業[28,561 千円] 

ア 事業説明 

 きらりタウン赤碕及び槻下住宅団地における新規定期借地契約による

分譲地購入に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

土地[28,561 千円] ６件 

（きらりタウン赤碕５件：残り 37/174 槻下住宅団地１件：残り 4/92） 

ウ 財源 

一般財源[28,561 千円] 

 

(４) ホームページ運営事業[3,405 千円] 

ア 事業説明 

町のホームページ及び移住定住のホームページにおいて利用者が必要

な情報にこれまでより簡単に辿りつけるなどのリニューアルをすること

に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

(ア) 琴浦町ホームページリニューアル業務委託料[1,975 千円] 

(イ)  移住定住ホームページ作成委託料[1,430 千円] 

ウ 財源 



 (ア) 地域振興基金繰入金[3,400 千円] 

(イ)  一般財源[５千円] 

 

(５) 琴浦町総合戦略推進事業[727 千円] 

ア 事業説明 

第２期地方創生総合戦略の策定にあたり住民会議を開催し、意見を聴取

するとともに、住民協働の機運を醸成することに伴う経費を追加するも

の。 

イ 経費 

(ア) 住民会議ファシリテーター報酬[162 千円] 

(イ) 消耗品費[58 千円] 

(ウ) 食糧費[60 千円] 

 (エ) 印刷製本費[89 千円] 

(オ) 通信運搬費[358 千円] 

ウ 財源 

   (ア) 地域振興基金繰入金[700 千円] 

(イ) 一般財源[27 千円] 

 

(６) 畜産振興対策事業[1,400 千円] 

ア 事業説明 

家畜敷料の代替資材の有効性を検証し、敷料不足の解消及び環境に配慮

するための補助金新設に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

環境に配慮した畜産推進事業補助金[1,400 千円] 

ウ 財源 

   一般財源[1,400 千円] ※事業全体額 8,400 千円：県 1/3 町 1/6 

 

(７) しっかり守る農林基盤整備事業[1,999 千円] 

ア 事業説明 

元旧川上流における水路溢水対策として水路現況状況等を把握するた

めの現地調査等の実施に伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

元旧川上流水路溢水対策調査業務委託料[1,999 千円] 

ウ 財源 

(ア) しっかり守る農林基盤交付金(県支出金)[999 千円] 

(イ) 一般財源[1,000 千円] 

 

(８) 農地中間管理機構関連農地整備事業[△2,200 千円] 

ア 事業説明 



鳥取県が行うほ場整備事業に対し、琴浦町がその事業費の一部を負担す

るものであるが、事業認可の遅れから翌年度に事業実施見込となったこと

に伴い、経費を減額するもの。 

イ 経費 

農地中間管理機構関連農地整備事業実施計画策定業務負担金[△2,200 千円] 

ウ 財源 

   (ア) 農地中間管理機構関連農地整備事業(地方債)[△1,900 千円] 

(イ) 一般財源[△300 千円] 

 

(９) 図書館改革検討事業(図書館活動費事業)[221 千円] 

ア 事業説明 

公共施設レビューによる町民の評価を受けて、図書館を中心としたまな

びタウンとうはくの見直し検討を行うことに伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

   (ア) 普通旅費(先進地視察)[165 千円] 

   (イ) 消耗品費(ワークショップ)[50 千円] 

    (ウ) 使用料(先進地視察有料道路使用料)[６千円] 

ウ 財源 

   一般財源[221 千円] 

 

(10) カウベルホール運営事業(町民が広く利用するホールを考える会)[247 千円]  

ア 事業説明 

公共施設レビューによる町民の評価を受けて、カウベルホールの利活用

検討を行うことに伴う経費を追加するもの。 

イ 経費 

   (ア) 報償金[227 千円] 

   (イ) 費用弁償[20 千円] 

ウ 財源 

   一般財源[247 千円] 

 

(11) 財政調整基金への積み立て[118,000 千円] 

ア 事業説明 

今後の災害等へ備えるため、余剰金を財政調整基金へ積み立てる。 

イ 経費 

   財政調整基金積立金[118,000 千円] 

ウ 財源 

   一般財源[118,000 千円] 

補足事項  


