
令和３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 76 号 議案名 令和３年度琴浦町一般会計補正予算(第６号)

目 的

令和２年度からの繰越金及び令和３年度の普通交付税を財源とする財政調

整基金積立て、減債基金繰入金を財源とする繰上償還を行うほか、ふなのえこ

ども園・成美地区公民館建設事業、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金（国）に係る事業など各種事業の補正を行うもの。

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。

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) ふなのえこども園・成美地区公民館建設事業[53,000 千円]

ア 事業説明

ふなのえこども園と成美地区公民館の建設に向けて用地取得する経費

を追加するもの。

イ 経費

用地購入費[53,000 千円]

ウ 財源

過疎対策事業債[53,000 千円]

補正前予算額 補正額 補正後予算額

11,259,438 672,632 11,932,070

款名称等 補正額 主な補正内容

地方交付税 166,939 普通交付税 +166,939 千円

・地域デジタル社会推進費の創設(皆増)

・高齢者保健福祉費の単位費用の増等

繰越金 343,449 前年度繰越金 +343,449 千円

町債 71,995 過疎対策事業債＋158,400 千円

臨時財政対策債 △59,075 千円

繰入金 103,438 ふるさと未来夢基金繰入金△10,147 千円

減債基金繰入金 ＋108,000 千円

介護保険特別会計繰入金 ＋6,584 千円 等

その他 △13,189 県支出金 △31,301 千円 等

合 計 672,632



(２) 生涯学習センター空調設備修繕工事[2,998 千円]

ア 事業説明

生涯学習センターの空調設備について経年劣化箇所（冷却水ポンプ・動

力制御盤表示灯・多目的ホール系統空調機ダンパー操作機・冷却水２次ポ

ンプ）を修繕する経費を追加するもの。

イ 経費

生涯学習センター空調設備修繕工事請負費[2,998 千円]

ウ 財源

一般財源[2,998 千円]

(３) 子育て世帯生活支援特別給付金[3,000 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育

て世帯に対し、その実情を踏まえた生活支援の観点から、給付対象児童１

人あたり５万円を支給している。

これまで世帯全員の住民税非課税が支給要件であったものが、国制度の

要件が拡充され、両親の住民税非課税となり、このことにより増加した対

象者の給付金を追加するもの。

イ 経費

子育て世帯生活支援特別給付金[3,000 千円]

ウ 財源

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金[3,000 千円]

(４) 船上山山焼き業務[1,016 千円]

ア 事業説明

令和３年４月に実施予定であった船上山山焼きが荒天により中止とな

ったため、令和４年３月に実施する経費を追加するもの。

イ 経費

(ア) 船上山山焼き業務委託料[976 千円]

(イ) その他経費 [40 千円]

ウ 財源

一般財源[1,016 千円]

(５) 令和３年度雹被害対策緊急支援事業[917 千円]

ア 事業説明

４月の降雹により被害を受けた果樹園の緊急防除等に要する経費の支

援をするもの。

イ 経費



令和３年度雹被害対策緊急支援事業補助金[917 千円]

ウ 財源

（ア）鳥取県令和３年度柿梨等霜雹害対策緊急支援事業費補助金[458 千円]

（イ）一般財源[459 千円]

(６) 地域おこし協力隊活動事業[1,000 千円]

ア 事業説明

地域おこし協力隊員の退任後の起業を支援することで、退任後の定住に

繋げるため、起業支援補助金にかかる経費を追加するもの。

イ 経費

地域おこし協力隊起業支援補助金[1,000 千円]

ウ 財源

一般財源[1,000 千円]（特別交付税措置）

(７) 少人数学級の実現[2,000 千円]

ア 事業説明

八橋小学校への転入児童にともない、学年児童数が３６人となったた

め、２学級編成とし、鳥取県への協力金を追加するもの。

イ 経費

少人数学級協力金[2,000 千円]

ウ 財源

一般財源[2,000 千円]

(８) 確定申告予約システム[99 千円]

ア 事業説明

確定申告の受付混雑を避け、あわせて新型コロナウイルス等感染症予防

のため、確定申告予約システムを導入する経費を追加するもの。

イ 経費

確定申告予約システム使用料[99 千円]

ウ 財源

一般財源[99 千円]

(９) 物産館ことうら南側仮店舗設置事業[2,263 千円]

ア 事業説明

物産館ことうらリニューアル改修工事期間中に、全館休業期間が生じる

ことから、営業継続による従業員の雇用確保及び観光客の継続利用を促進

するため、仮設の購買施設を設置する経費を追加するもの。



イ 経費

物産館ことうら南側仮店舗設置業務委託料[2,263 千円]

ウ 財源

一般財源[2,263 千円]

(10) 防災減災浸水被害防止対策流域等調査事業[15,000 千円]

ア 事業説明

令和３年７月豪雨災害等により被害のあった公文地区周辺及び桜ケ丘

地区を対象に、今後の被害防止対策を検討することを目的に、現況調査や

流域調査を実施し、どのような対策を実施すれば被害の防止や軽減が図ら

れるのか、調査検討する経費を追加するもの。

イ 経費

（ア）公文地区浸水被害防止対策流域等調査業務委託料 [7,000 千円]

（イ）桜ケ丘地区浸水被害防止対策流域等調査業務委託料[8,000 千円]

ウ 財源

一般財源[15,000 千円]

(11) 現年発生農地小災害復旧事業 [3,960 千円]

現年発生農業用施設小災害復旧事業[6,240 千円]

現年発生林道小災害復旧事業 [9,600 千円]

ア 事業説明

令和３年７月豪雨により発生した小規模な農地・農業用施設・林道災

害について、復旧を行うために必要な経費を追加するもの。

イ 経費

（ア）農地小災害復旧工事請負費 [3,960 千円]

（イ）農業用施設小災害復旧工事請負費 [6,240 千円]

(ウ）林道災害復旧工事請負費 [9,600 千円]

ウ 財源

(ア）しっかり守る農林基盤交付金[276 千円]

（イ）地元分担金 [1,188 千円]

（ウ）農業災害復旧事業債 [5,700 千円]

（エ）林道災害復旧事業債 [6,200 千円]

（オ）一般財源 [6,436 千円]

(12) 専用水道等の現況調査及び工事費・地元負担等検討事業[2,343 千円]

ア 事業説明

町内の用水組合が管理する専用水道施設及び飲料水供給施設について、

施設の更新に必要な費用算出のため、施設の状況を調査する経費を追加す

るもの。調査後は、調査結果及び、施設更新費用に係る地元負担額を各用



水組合に提示し、町水道への編入の意向確認を行うことを目的としてい

る。

（事業実施年度 令和３年度～令和４年度）

イ 経費

専用水道事業等資産調査・評価業務委託料[2,343 千円]（継続費）

総額[5,962 千円] 令和４年度年割額[3,619 千円]（継続費）

ウ 財源

一般財源[2,343 千円]

(13) 定年延長制度導入事業[1,430 千円]

ア 事業説明

地方公務員法の一部を改正する法律施行に伴い、令和５年度より定年延

長制度が導入されるのに応じ、関係条例及び規則改正の例規整備や、職員

への制度研修実施にかかる経費を追加するもの。

（事業実施年度 令和３年度～令和４年度）

イ 経費

定年延長制度導入支援委託料[1,430 千円]（継続費）

総額[2,200 千円] 令和４年度年割額[770 千円]（継続費）

ウ 財源

一般財源[1,430 千円]

(14) こども園ＩＣＴ導入事業[15,726 千円]

ア 事業説明

こども園のＩＣＴ化により登降園時の３密を回避し感染防止を図ると

ともに、コロナ禍での園と保護者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、令和２年度にモデル的にしらとりこども園で導入して

いる。モデル実施により効果が見込めることから、同システムを町内全こ

ども園に導入する経費を追加するもの。

イ 経費

こども園ＩＣＴシステム導入委託料[15,726 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[15,726 千円]

(15) 若者応援！惑星コトウラエール便事業[1,785 千円]

ア 事業説明

コロナ禍が長期化する中で、学生はオンライン授業が主体となり、学生

生活にも制限が続いている。ふるさとが学生を応援し、支えている気持ち

を町内産品として届けるため、その経費を追加するもの。



イ 経費

（ア）消耗品費（物資・箱など）[1,285 千円]

（イ）通信運搬費 [490 千円]

（ウ）箱詰作業委託料 [10 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[1,785 千円]

(16) プレミア付き「地元商店応援券」発行事業[1,860 千円]

ア 事業説明

プレミア付き「地元商店応援券」の申込受付を行った結果、販売冊数を

超える申込みがあったため、抽選にもれた方を対象にした応援券追加発行

を行う経費を追加するもの。

イ 経費

プレミア付き「地元商店応援券」発行事業補助金[1,860 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[1,860 千円]

(17) 財政調整基金積立金[453,000 千円]

ア 事業説明

令和２年度からの繰越金及び令和３年度の普通交付税を財源とし、今後

の災害等に備えるため、財政調整基金への積立金を追加するもの。

イ 経費

財政調整基金積立金[453,000 千円]

[単位：千円]

ウ 財源

一般財源[453,000 千円]

(18) 町債の繰上償還元金[108,497 千円]

ア 事業説明

減債基金繰入金を財源とし、持続可能な健全財政を行うため、過去の高

利率の町債の繰上償還元金を追加するもの。

イ 経費

繰上償還元金[108,497 千円]

将来払わなくても済む利子額：2,279 千円

・H14 義務教育施設（東伯中学校大規模改修）【鳥取銀行】0.7％[26,778 千円]

・H19 臨時財政対策債【JA とうはく】 0.7％[81,719 千円]

基金名 現在高 補正額 補正後残高

財政調整基金 429,924 453,000 882,924



ウ 財源

減債基金繰入金[108,000 千円]

一般財源[497 千円]

補足事項


