
令和３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 60 号 議案名 令和３年度琴浦町一般会計補正予算(第３号)

目 的

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(国)に係る事業、東伯総

合公園芝改修事業を追加するほか、国民健康保険税及び介護保険料の減免に伴

う一般会計の負担としての各会計への繰出金の追加、人事異動に伴う人件費の

補正などを行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な追加内容

歳入予算の主な補正内容については、次のとおりである。

[単位：千円]

歳出予算の主な補正内容については、次のとおりである。

(１) 新型コロナウイルスワクチン接種事業[5,260 千円]

ア 事業説明

65 歳以上の高齢者のコロナウイルスワクチン接種を７月末までに終え

ることできるよう医師・看護師確保のための時間外割増等経費を計上

イ 経費

(ア) 休日・時間外対応医師等報償費[5,228 千円]

(イ) 医師等損害保険料[32 千円]

ウ 財源

鳥取県新型コロナウイルス緊急包括支援補助金[5,260 千円]

補正前予算額 補正額 補正後予算額

10,797,255 153,583 10,950,838

款名称等 補正額

分担金及び負担金 731

国庫支出金 111,273

県支出金 19,886

寄附金 212

繰入金 20,760

諸収入 221

町債 500

合 計 153,583



(２) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金事業[106,961 千円]

①コロナワクチン接種体制支援事業[1,600 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルスワクチン接種を進める中、医療機関での接種(個

別接種)などの対応により町内医療機関の負担は大きくなっている。引

き続き、個別接種の対応を行う医療機関に対し支援金を交付し、接種を

希望する町民に速やかに接種を行う体制を支援する。

イ 経費

コロナワクチン接種体制支援交付金[1,600 千円]

(８医療機関×200 千円＝1,600 千円)

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[1,600 千円]

②成人式帰省参加者 PCR 検査実施事業[5,082 千円]

ア 事業説明

令和３年度に開催を予定している成人式について、安心して成人式に

参加していただくため、参加者に対し PCR 検査を行い開催する。

イ 経費

委託料[5,082 千円]

対象者：県外からの帰省参加者 280 名分

令和２年度成人式延期分 140 名

令和３年度成人式 140 名

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[5,082 千円]

③コロナ禍における自治会活動支援事業[1,540 千円]

ア 事業説明

地縁による自治会活動は、平時からの活動はもとより災害時において

は、より不可欠なものである。新型コロナウイルス感染症の影響を受け

自治会活動が縮小傾向にある中、その活動を支援するため、感染予防対

策に必要となる資材を配布する。

イ 経費

消耗品費(手指消毒液等)[1,540 千円](10 千円×154 自治会)

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[1,540 千円]



④プレミアム付「地元商店応援券」発行事業[42,300 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス第４波の影響により、スーパーやドラッグストア

は巣ごもり需要で堅調な一方、飲食・宿泊業等を中心とした地元商店は

大きな打撃を受けている。

地元事業者を対象としたプレミアム付き応援券を発行し、町内の消費

拡大を促進することにより、苦戦する地元事業者を応援する。

イ 経費

プレミアム付き「地元商店応援券」発行事業補助金[42,300 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[42,300 千円]

⑤自宅で「ことうらグルメ」応援事業[700 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス第４波の影響で町内飲食店は、来客数の減少及び

予約キャンセル等大きな影響を受けており、先行き不安な声が多数ある

中、販売場所の提供を行うことで、町内飲食店の売り上げ増を支援する。

イ 経費

自宅で「ことうらグルメ」応援事業補助金[700 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[700 千円]

⑥３町グルメキャンペーン事業[342 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症により経済活動が停滞する中、３町(琴浦、

北栄、湯梨浜)の飲食店の売上げは、大きく影響を受けている。山陰道

で結ぶ３町の飲食店の地域内での消費喚起を促すため、３町によるグル

メキャンペーンを実施する。

イ 経費

３町グルメキャンペーン負担金[342 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[342 千円]



⑦県産材を活用した図書教育等の充実[12,991 千円]

・県産材を活用したぬくもりある学校図書館充実事業[11,055 千円]

・県産材を活用したこども園の図書コーナー整備事業[1,936 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症により経済活動が停滞する中、県中部の県

産材の需要も低下している。本町では、図書を活用した教育を推進して

おり、学校及びこども園の図書コーナーを充実させるため、中部の県産

材を活用した図書スペースを整備し、県産材の消費喚起と子育て支援を

行う。

イ 経費

(ア) 備品購入費(小中学校、本棚等)[11,055 千円]

(イ) 備品購入費(こども園、本棚等)[1,936 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[12,991 千円]

⑧未来のことうらっ子応援事業[11,000 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、全国的な出生率の低下が深

刻化している。コロナ禍で、感染予防や外出自粛等による精神的・経済

的な負担が続く中、安心して育児が行えるよう令和３年度に出生する新

生児の保護者に対して支援金を交付する。

イ 経費

新生児支援交付金[11,000 千円](100 千円×110 人)

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[11,000 千円]

⑨子育て世帯を応援！地元商店応援券配布事業[18,672 千円]

ア 事業説明

長期化するコロナ禍により、衛生用品購入費等の経済負担、保護者の

収入減少、子どものストレス増大など、子育て環境にも大きな影響を与

えている。精神的、経済的に不安や負担が続く子育て世帯を経済面で支

援するとともに、地域で使用可能な地元商店応援券を配布することで、

小規模事業者の経済を活性化し地域内の経済循環を応援する。

イ 経費

(ア) 扶助費 地元商店応援券[17,150 千円]



(イ) 通信運搬費[990 千円]

(ウ) 委託料[532 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[18,672 千円]

⑩私立こども園等における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止事業[2,300 千円]

ア 事業説明

消毒作業等感染症対策の徹底を図りながら保育や子ども・子育て支援

事業等を運営する私立こども園・保育園等に対し、感染症対策のため負

担増となっている経費(かかり増し経費)を助成し、コロナ禍における事

業の継続を支援する。

イ 経費

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症拡大防止対策補助金(私立こども園等)[2,300千円]

ウ 財源

(ア) 保育対策総合支援事業費補助金[500 千円]

(イ) 子ども子育て支援交付金(国)[433 千円]

(ウ) 子ども子育て支援交付金(県)[433 千円]

(エ) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金[934 千円]

⑪コロナからの復興エール！文化芸術活動再開応援事業[500 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症の影響により文化芸術活動が自粛する傾

向にある中、活動団体を支援するため生涯学習センター等で行う活動に

係る会場使用料を減免する。

イ 経費

会場使用料の減免(減免相当額を施設管理費への交付金充当)

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[500 千円]

⑫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

新型コロナウイルスの影響で地域経済が停滞し、建築業者の売上高も

減少する中、建築工事の発注を促すとともに、町民の個人住宅の修繕・

改修を助成し町民生活を支援する。



イ 経費

住宅修繕・改修補助金[10,000 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[10,000 千円]

⑬紙媒体による新型コロナウイルス対応支援策周知事業[231 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症の支援策などについて、月１回発行する町

報では周知が遅くなるため、またインターネットなどに不慣れな高齢者

などもあることから、新聞への折り込みチラシによる迅速な周知を行

う。

イ 経費

印刷製本費[231 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[231 千円]

⑭新聞広告を活用したまちの魅力発信事業[550 千円]

ア 事業説明

コロナ禍以降、大都市圏では働き方が大きく変わりつつあり、地方へ

の移住を検討する人も増加傾向にある。移住対策として、そのような人

たちをターゲットとした琴浦町の魅力を発信するとともに、まちの特産

品などを情報発信する。

イ 経費

広告料[550 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[550 千円]

⑮新型コロナウイルス感染症対策事業[281 千円]

ア 事業説明

東伯総合体育館において、体育施設利用者の新型コロナウイルス感染

予防を図るため、非接触式検知器(３台)を設置し、スポーツ団体等の活

動を支援する。

イ 経費

備品購入費[281 千円]



ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[169 千円]

新型コロナウイルス感染症対策寄附金[112 千円]

⑯コロナ禍における「生理の貧困」対策事業[350 千円]

ア 事業説明

「生理の貧困」が顕在化されにくい状況にあるなか、経済的な理由で

生理用品を購入できない、また親に要求しにくい環境にある子どもの

「生理の貧困」問題に対応するため、町内施設及び学校の女子トイレに

生理用品を設置し、無償配布を行うとともに、貼り紙等を活用し、困り

ごと相談窓口や相談機関を周知する。

イ 経費

消耗品費[350 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金[350 千円]

(３) 国民健康保険税及び介護保険料減免[3,080 千円]

ア 事業説明

国民健康保険税及び介護保険料について新型コロナウイルス感染症の

影響により収入の減少を受ける被保険者の生活を支援するため、その税及

び保険料を減免する。その減免にかかる国補助金を除く減免額を一般会計

より各会計へ繰出すもの。

イ 経費

(ア) 国民健康保険特別会計への繰出金[2,400 千円]

(イ) 介護保険特別会計への繰出金[680 千円]

ウ 財源

一般財源[3,080 千円]

(４) 醸造用ぶどう生産拡大事業[8,500 千円]

ア 事業説明

ワイナリー事業と併せて町内における醸造用ぶどうの栽培を促進する

ため、農業法人に対してぶどう園整備にかかる経費を支援する。

事業費 補助率 補助金額

かん水施設の導入 3,000 千円 県 1/3 1,000 千円

ぶどう棚の導入 15,000 千円 県 1/2 7,500 千円



イ 経費

醸造用ぶどう生産拡大事業補助金[8,500 千円]

ウ 財源

鳥取県柿・ぶどう等生産振興事業費補助金[8,500 千円]

(５) 機構中間保有地再生活用事業[2,200 千円]

ア 事業説明

担い手への農地集積・集約化を進める上で、重要な課題である荒廃農地

の再生・活用を推進するため、令和３年度に単県の機構中間保有地再生活

用事業が新設された。当該県補助事業を活用し、町内の荒廃農地の再生を

行うことにより、担い手への農地集積を促す。

イ 補助内容

農地中間管理事業によって貸借を行う農地に対して(公財)鳥取県農業

農村担い手育成機構が行う荒廃農地の再生事業に係る経費を助成するも

の。

(ア) 対象経費

雑木や果樹棚等の障害物除去、深耕・整地、廃棄物処理、土壌改良に

係る経費 等

(イ) 事業量・事業費

事業量：177a(４地区) 事業費：2,200 千円

(ウ) 補助率

県 1/2、町 1/2(上限 2,000 千円／地区)

ウ 経費

機構中間保有地再生活用事業補助金[2,200 千円]

エ 財源

(ア) 鳥取県機構中間保有地再生活用事業補助金[1,100 千円]

(イ) 一般財源[1,100 千円]

(６) 東伯総合公園芝改修事業[15,061 千円]

ア 事業説明

東伯総合公園のサッカー場の芝が建設後の長年の歳月により、劣化した

ことから更新を行い、より町民に利用していただき町民の満足度の向上を

図るもの。更新にあたっては、天然芝による更新を行うとともに、より適

切な管理を行うための散水施設などの整備を併せて行い、年間を通じて天

然芝の良さを発揮できるよう対策を行う。



イ 経費

東伯総合公園芝改修実施設計業務委託料[15,061 千円]

ウ 財源

(ア) 公共施設等建設基金[15,000 千円]

(イ) 一般財源[61 千円]

(７) 地域新電力検討事業[500 千円]

ア 事業説明

北栄・湯梨浜・琴浦三町で事業化を検討している地域新電力事業につい

て、昨年度の事業可能性調査の結果を受けて、さらなる事業化に向けた調

査や中核となる事業体の選定など地域新電力会社の設立に向けた取組を

行う。

イ 経費

代表町(北栄町)への負担金[500 千円]

ウ 財源

一般財源[500 千円]

(８) 人件費に係る補正[48 千円]

ア 事業説明

人事異動に伴う人件費の補正を行うもの。

イ 経費

(ア) 一般会計所属職員の本給、扶養手当等[6,669 千円]

(イ) 特別会計繰出金(人件費分)[△6,621 千円]

ウ 財源

(ア) 一般財源[△1,979 千円]

(イ) 個人番号カード交付事務費補助金(国)[2,027 千円]

補足事項


