
令和２年７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 98 号 議案名 令和２年度琴浦町一般会計補正予算(第６号)

目 的

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、影響を受けている町民生

活を守り、地域経済を支援するため、国の第２次新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金を活用した対策経費等を追加するもの。

内 容

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

主な歳入の計上内容については、次のとおりである。

(ア) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金(国庫)[363,639 千円]

(イ) 学校保健特別対策事業費補助金(国庫)[3,500 千円]

(ウ) 母子家庭等対策総合支援事業費補助金(国庫)[12,436 千円]

(エ) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策特別金融支援事業費補助金(県費)[4,922 千円]

(オ) 財政調整基金繰入金[26,000 千円]

主な歳出の計上内容については、次のとおりである。

【１ 感染防止対策】

① 感染症予防対策事業 [919 千円]

ア 事業説明

役場の窓口における感染防止を図るため、飛沫感染防止シールドやプラ

イバシーブースを設置する経費を追加するもの。

イ 経費

備品購入費

(ア) 飛沫感染防止シールド[396 千円]

(イ) コロナ対応プライバシーブース[523 千円]

② 避難所環境整備事業[695 千円]

ア 事業説明

避難者の身体への負担軽減を図るため、災害時に避難所の床に敷くマ

ットを購入する経費を追加するもの。

イ 経費

消耗品費(ジョイントマット)[695 千円]

補正前予算額 補正額 補正後予算額

12,313,708 410,497 12,724,205

款名称等 補正額

国庫支出金 379,575

県支出金 4,922

繰入金(財政調整基金) 26,000

合 計 410,497



【２ 町民生活支援】

③ 未来のことうらっ子応援事業【第２弾】[12,000 千円]

(赤ちゃん万歳!!生まれてきてくれてありがとう事業)

ア 事業説明

コロナ禍において安心して子育てを行う生活基盤を整えるため、令和２

年４月28日以降に生まれた子へ１人10万円を給付する経費を追加するも

の。

イ 経費

新生児支援交付金[12,000 千円] 120 人×100 千円

④ ことうら大学生等応援事業【第２弾】[45,000 千円]

ア 事業説明

保護者や自身のアルバイト収入等の減による大学生等の経済的負担の

軽減を図るため、県外在住者へ 1人 10 万円等を給付する経費を追加する

もの。

イ 経費

大学生等生活応援交付金[45,000 千円]100 千円×450 人

町外在住者 100 千円/人：町内在住者 50 千円/人

⑤ コロナからの復興エール！文化芸術活動再開応援事業[財源組替]

ア 事業説明

コロナ後の文化芸術団体の活動再開を支援するため、活動会場の使用料

減免を行うもの。
イ 財源組替

(ア) 生涯学習センター(まなびタウンとうはく)

(イ) 赤碕地域コミュニティーセンター(多目的ホール)

一般財源△500 千円 ⇒ 国庫支出金＋500 千円

⑥ プレミアム付ことうら商品券発行事業【第２弾】[21,000 千円]

ア 事業説明

感染症拡大により町内事業者に大きな影響が出ていることを踏まえ、町

内の消費活性化及び域内経済循環の促進を図るため、第２弾のプレミアム

付ことうら商品券を発行する経費を追加するもの。

イ 経費

プレミアム付ことうら商品券発行事業補助金[21,000 千円]

⑦ 紙媒体による新型コロナウイルス対応支援策等周知事業[284 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス対策関連事業にかかる情報提供を迅速に行うため、

町ホームページなどでの情報提供だけでなく、事業一覧チラシを新聞折り



込みにより町内配布する経費を追加するもの。

イ 経費

印刷製本費(チラシ作成及び配布業務)[284 千円]

⑧ ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業【国制度】[12,436 千円]

ア 事業説明

ひとり親世帯等の経済的な負担を軽減するため、国の制度に基づき給付

金の支給を行う経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) ひとり親世帯臨時特別給付金[11,970 千円]

児童扶養手当受給者等 275 人

(児童扶養手当受給者世帯 ５万円/世帯・第２子以降３万円等)

(イ) 事務費等(会計年度任用職員 消耗品費等)[466 千円]

【３ 地域経済対策】

⑨ 建築業応援！住宅の修繕・改修助成事業[10,000 千円]

ア 事業説明

町民が安心して快適に暮らすための住環境の向上と建築工事の発注を

促進するため、住宅の修繕・改修を支援する経費を追加するもの。
イ 経費

住宅修繕・改修補助金[10,000 千円]

⑩ 医療・介護施設等事業継続支援事業[7,400 千円]

ア 事業説明

感染拡大の防止及び地域における医療・介護提供体制の確保・継続維持

のため、医療機関等へ事業継続の支援を行う経費を追加するもの。

イ 経費

医療・介護施設等事業継続交付金[7,400 千円]

医療機関 17 件 薬局 7件 介護施設 3件 介護施設(複数)5 件

⑪ 障がい者とともに！地域共生型プラスチック再生事業[1,203 千円]

ア 事業説明

地域共生社会のさらなる推進を図るため、コロナ禍により作業が減少し

た障がいのある方が通う町内事業所に対し、継続的・安定的な作業を提供

する経費を追加するもの。
イ 経費

(ア) 地域共生型プラスチック収集委託料[430 千円]

(イ) 消耗品費(軟質プラスチック回収ボックス)[773 千円]



⑫ 肉用牛肥育経営緊急支援事業[18,416 千円]

ア 事業説明

外食の自粛や訪日外国人の減少などによる和牛等の消費の落ち込みを

受け、経営環境が悪化する肉用牛肥育経営の安定を図るため、国の牛マル

キン制度で交付されない部分の補てん及び枝肉価格の下落に加えて負担

増となった生産者積立金の一部を助成する経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) 肉用牛肥育経営緊急支援補助金[2,696 千円]

(イ) 肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金[15,720 千円]

⑬ 新型コロナウイルス対策特別金融支援利子補給事業[66,010 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症拡大により経営に深刻な影響を受けている

事業者の借り入れた鳥取県地域経済変動対策資金に係る利子を負担する

ための経費を追加するもの。

(ア) 融資総額 14.1 億円(利率：0.7％)

(イ) 補助額

５年間の利子を補助(債務負担により５年間実質無利子)

イ 経費

(ア) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策特別金融支援利子補給補助金[9,845 千円]

(イ) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ対策特別金融支援補給事業基金積立金 [56,165 千円]

債務負担行為[限度額：112,330 千円(R3～R6)]

⑭ 中部ふるさと広域連合負担金におけるコロナ対策事業[971 千円]

ア 事業説明

中部休日急患診療所の患者数の減少への対応及び広域連合の執務室の

感染症予防対策を図るため、広域連合へ負担する経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) 感染症対策執務室改善負担金[167 千円]

(イ) 感染症対応休日急患診療所運営費負担金[804 千円]

【４ コロナ後へ新たな変革】

⑮ 新事業創出応援事業[3,000 千円]

ア 事業説明

町民の起業促進、町内事業所の新たな取組支援及び県外事業所のオフィ

ス移転の推進を図るため、新事業の創出を応援する経費を追加するもの。

イ 経費

新事業創出応援補助金[3,000 千円]



⑯ 町民と考える持続可能な地域交通事業[4,120 千円]

ア 事業説明

町民が地域交通を自分ごととしてとらえ、持続可能な地域交通の再編計

画を策定するため、無作為抽出で選定された町民による住民協議会を開催

する経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) 持続可能な地域交通検討業務委託料[4,000 千円]

(イ) 通信運搬費等(住民協議会開催事務費)[120 千円]

⑰ お外で遊ぼう！こども園遊具設置事業[4,300 千円]

ア 事業説明

子どもたちが十分に外遊びを行える環境を整備し、３密を防ぎながら感

染防止を図るため、ことうらこども園の遊具を設置する経費を追加するも

の。
イ 経費

備品購入費(ことうらこども園遊具設置)[4,300 千円]

⑱ ｺﾛﾅ後の社会に対応したまなびﾀｳﾝﾘﾆｭｰｱﾙ事業[16,000 千円]

ア 事業説明

まなびタウンとうはくにおいて町民の求める新たな機能・役割の視点を

取り入れ、かつ、ポストコロナ社会に対応した新たな公共施設へとリニュ

ーアルするため、基本設計を行う経費を追加するもの。
イ 経費

まなびタウンリニューアル基本設計委託料[16,000 千円]

⑲ GIGA スクール構想推進事業[2,980 千円]

ア 事業説明

感染症の発生等による学校の臨時休校等の緊急時においてもICTの活用

により子どもたちに最新の学びを提供できる環境を実現するため、教職員

の ICT 教育にかかる研修やタブレット端末充電保管庫の購入などの経費

を追加するもの。
イ 経費

(ア) 報償金(GIGA スクール教職員研修講師報奨金)[120 千円]

(イ) 旅費(ICT 教育事例研修)[160 千円]

(ウ) 費用弁償(講師等)[400 千円]

(エ) 備品購入費(タブレット端末充電保管庫)[2,300 千円]

⑳ 学校保健特別対策事業[7,000 千円]

ア 事業説明

各学校における感染症の発生拡大を防止するため、感染症対策を支援す

る経費を追加するもの。



イ 経費

(ア) 消耗品費[1,500 千円]

(イ) 修繕料[1,840 千円]

(ウ) 小中学校光回線ネットワーク保守業務委託料[660 千円]

(エ) 備品購入費(換気対策用備品・施設整備費)[3,000 千円]

㉑ こども園 ICT システム導入モデル事業[5,623 千円]

ア 事業説明

こども園の ICT 化により登降園の受付等において３密を回避し、感染防

止を図るとともに、園と保護者とのコミュニケーションの向上と職員の業

務改善を行うため、しらとりこども園において ICT システムをモデル的に

導入する経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) こども園 ICT システム整備委託料[5,416 千円]

(イ) こども園 ICT システム保守委託料[207 千円]

㉒ 公共施設 Wi-Fi 環境整備事業[24,348 千円]

ア 事業説明

避難時等における住民への情報伝達の迅速化を図るため、出先機関等に

ついて公衆 Wi-Fi 環境整備を行う経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) 公共施設公衆用 Wi-Fi 環境整備委託料[23,800 千円]

(イ) 通信運搬費[48 千円]

(ウ) 使用料(Web 会議システムライセンス使用料)[500 千円]

㉓ IC タグ導入によるスマート図書館整備事業[64,350 千円]

ア 事業説明

新しい生活様式における図書館業務の効率化やサービスの向上を図る

ため、ソーシャルディスタンスや３密回避への取組や業務を省力化する経

費を追加するもの。

イ 経費

図書館 IC タグ導入委託料[64,350 千円]

㉔ 新型コロナウイルスから考える人権教育・啓発事業[200 千円]

ア 事業説明

感染拡大防止の観点から、人権・同和教育部落懇談会等の開催が困難と

なる中、ケーブルテレビを活用した住民への人権教育・啓発を行うため、

番組制作等にかかる経費を追加するもの。
イ 経費

教育・啓発番組制作・出演等報償費[200 千円]



㉕ ことうら「旅」と「食」魅力発信プロジェクト事業[60,000 千円]

ア 事業説明

町の観光名所や豊かな「食」を町内外へ発信するため、大手出版社の宣

伝力を活用した雑誌・オンライン等のメディアによる情報発信や地元の観

光地や食材を活用した商品開発を行う経費を追加するもの。

イ 経費

ことうら「旅」と「食」魅力発信ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ事業委託料[60,000 千円]

繰越明許費[60,000 千円]

㉖ コロナ後の観光振興事業[22,250 千円]

ア 事業説明

コロナ後の段階的な誘客を図るため、県民対象のグルメキャンペーン、

新たな観光パンフレットの作成、ブランド化に向けた取組、観光看板の修

繕、花火打ち上げ等の経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) 観光看板改装委託料[10,000 千円]

(イ) 琴浦バスラッピング制作委託料[2,418 千円]

(ウ) 観光プロモーション用品製作委託料[3,150 千円]

(エ) 備品購入費(観光プロモーション機器)[1,000 千円]

(オ) 中部おでかけ応援キャンペーン負担金[1,300 千円]

(カ) ３町グルメキャンペーン負担金[200 千円]

(キ) コロナ後に向けた観光振興補助金[4,000 千円]

(ク) その他(観光プロモーション経費)[182 千円]

補足事項


