
令和４年３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 11 号 議案名 令和３年度琴浦町一般会計補正予算(第 11 号)

目 的

国の令和３年度補正予算(第１号)を受け、町道等改良整備事業、担い手確

保・経営強化支援事業、転入・転出手続きワンストップ化システム改修事業、

八橋小学校図書館空調改修事業を追加するほか、除雪対策事業、新型コロナウ

イルスワクチン追加接種（３回目）などの各種事業を追加するもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 補正内容

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]

補正前予算額 補正額 補正後予算額

13,073,986 △93,035 12,980,951

款名称等 補正額 主な補正内容等

町税 15,114 ・法人税（現年） 14,314

法人の業績回復に伴う増額

地方交付税 161,489 ・普通交付税 161,489

臨時経済対策費、臨時財政対策債償還基

金費の追加交付

国庫支出金 △15,928 ・現年発生公共土木災害復旧費補助金

△12,090

・社会資本整備総合交付金 △34,076

・社会資本整備総合交付金等

（町道等改良整備事業国補正予算分）

29,149

寄附金 △31,300 ・ふるさと未来夢寄附金 △32,000

実績見込みに伴う減額

繰入金 △40,628 ・ふるさと未来夢寄附金繰入金 △32,000

町債 △174,865 ・臨時財政対策債 △72,965

・現年発生農業用施設災害復旧事業債

△42,600

・地方道路等整備事業（補正予算債）

19,700

・義務教育施設整備事業（補正予算債）

2,100

その他 △6,917

合計 △93,035



歳出の主な計上内容については、事業費の確定及び決算見込みによる減額補

正等のほか、次のとおりである。

(１) 町道等改良整備事業 [49,000 千円]

ア 事業説明

国の補正予算を受け、橋梁修繕及び道路改良にかかる経費を追加する。

イ 経費

成美橋橋梁修繕工事詳細設計業務委託料 [15,000 千円]

釈迦平橋橋梁修繕工事現場技術支援業務委託料 [1,000 千円]

立子大熊線道路改良工事 [9,000 千円]

小学校松谷線道路改良工事 [12,000 千円]

出上 11 号線カラー舗装工事 [3,000 千円]

釈迦平橋橋梁修繕工事 [9,000 千円]

ウ 財源

社会資本整備総合交付金（国補正予算分） [14,025 千円]

道路更新防災等対策事業補助金（国補正予算分）[15,124 千円]

地方道路等整備事業（補正予算債） [19,700 千円]

一般財源 [151 千円]

※令和４年度へ全額繰越

(２) 担い手確保・経営強化支援事業 [15,000 千円]

ア 事業説明

国の補正予算を受け、意欲的に経営発展を図ろうとする担い手農家の農

業用機械・施設導入を支援する。

イ 経費

担い手確保・経営強化支援事業補助金[15,000 千円]

ウ 補助率及び補助上限額

（ア）補助率 １/２補助

（イ）補助上限額 個人 7,500 千円 法人 15,000 千円

エ 財源

担い手確保・経営強化支援事業補助金（県支出金）[15,000 千円]

※令和４年度へ全額繰越

(３) 転入・転出手続きワンストップ化システム改修事業 [3,328 千円]

ア 事業説明

国の補正予算を受け、国が進める行政手続きのデジタル化の一環とし

てシステム改修を行う。従来、転出入の際、転出・転入自治体双方で来

庁手続きが必要であるが、この改修により、転出届をオンライン手続き

することができ、転入先自治体のみへの来庁により手続きが完了する。



イ 経費

転出・転入手続きワンストップ化システム改修委託料[3,328 千円]

ウ 財源

社会保障・税番号制度システム整備費補助金（国庫支出金）[3,327 千円]

一般財源[1 千円]

※令和４年度へ全額繰越

(４) 八橋小学校図書館空調改修事業 [8,967 千円]

ア 事業説明

国の補正予算を受け、老朽化した八橋小学校図書館の空調改修を行う。

イ 経費

八橋小学校図書館空調改修工事設計委託料[690 千円]

八橋小学校図書館空調改修工事 [8,277 千円]

ウ 財源

学校施設環境改善交付金（国庫支出金）[1,234 千円]

義務教育施設整備事業(補正予算債) [2,100 千円]

一般財源 [5,633 千円]

※令和４年度へ全額繰越

(５) 除雪対策事業 [47,028 千円]

ア 事業説明

年末年始の大雪に加え、今後の予報を考慮すると除雪経費に不足が生

じる見込みであり、積雪時の道路交通の確保を図るため、除雪にかかる

必要経費を追加する。また、除雪車ロータリー購入経費の精算（減額）

を行う。

イ 経費

除雪車両等維持管理費（消耗品費・燃料費・修繕料）[4,800 千円]

除雪作業委託料 [14,000 千円]

除雪車借上料 [31,000 千円]

備品購入費 [△2,772 千円]

ウ 財源

社会資本整備総合交付金（国庫支出金） [△1,848 千円]

県道除雪委託料（県支出金） [1,648 千円]

除雪車購入事業（辺地債） [△1,000 千円]

一般財源 [48,228 千円]

(６) 新型コロナウイルスワクチン接種 [3,659 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルスワクチンの 3回目追加接種について、希望者全員

が接種できる接種体制を確保する。コールセンター対応業務委託契約経



費の精算（減額）を行う。

イ 経費

報償費（集団接種医師・看護師） [1,944 千円]

委託料（個別接種医療機関） [4,554 千円]

委託料（コールセンター対応業務） [△5,037 千円]

事務費（決済手数料・通信運搬費・借上料） [1,324 千円]

人件費（会計年度任用職員賃金等） [874 千円]

ウ 財源

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種費用国庫負担金 [2,785 千円]

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種体制確保事業費補助金（国庫支出金）[874 千円]

(７) 学校保健特別対策事業 [6,300 千円]

ア 目的

国の補正予算を受け、小中学校における感染症の発生拡大を防止する

ため、感染症対策に有効な消耗品と備品の整備を行う。

イ 経費

消耗品費（消毒液・ペーパータオル・ハンドソープ等） [3,500 千円]

備品購入費（加湿空気清浄機・オンライン授業用備品等）[2,800 千円]

ウ 財源

学校保健特別対策事業費補助金（国庫支出金）[3,150 千円]

一般財源 [3,150 千円]

(８) 気象災害による農業用施設等復旧対策事業 [3,812 千円]

ア 事業説明

令和３年 12 月 25 日以降に発生した雪害等により被災した農業用施

設２棟の復旧を支援する。

イ 経費

雪害園芸施設等復旧対策事業費補助金[3,812 千円]

ウ 補助率

（ア）農業用ハウス ２/３補助

（イ）堆肥舎 １/２補助

エ 財源

令和３年度雪害等復旧対策事業費補助金（県支出金）[2,430 千円]

一般財源 [1,382 千円]

(９) 現年発生農業用施設災害復旧事業 [7,845 千円]

ア 事業説明

令和３年７月豪雨により発生した農業用施設災害復旧工事（45 箇所）

について、災害査定結果に基づき災害復旧にかかる経費を増額する。ま

た、災害査定設計委託料について、激甚災害の指定により、補助対象経



費として追加されたことによる財源組替を行う。

イ 経費

災害復旧工事費 [12,779 千円]

災害査定測量設計業務委託料 [△4,934 千円]

ウ 財源

現年発生農業用施設災害復旧費補助金（県支出金） [12,508 千円]

災害復旧事業査定設計委託料等補助金（県支出金） [13,679 千円]

地元分担金 [△5,161 千円]

現年発生農業用施設災害復旧事業債 [△42,600 千円]

一般財源 [29,419 千円]

(10) 商工街路灯に係る損害賠償金[56 千円]

ア 事業説明

令和 4年 1月 20 日の強風により、国道９号の商工街路灯（町設置）

が倒壊し、走行してきた車両に損害を与えた。車両所有者に対して車両

修繕にかかる一部経費を賠償金として支払う経費を追加する。

イ 経費

賠償金[56 千円]

ウ 財源

損害保険料[56 千円]

(11) 財政調整基金積立金[129,000 千円]

執行残額等については、今後の経済不況による税収減や災害の発生等に

備えるため、財政調整基金へ積み立てる。

[単位：千円]

補足事項

基金名
補正前年度末残高

見込額
今回積立額

補正後年度末残高

見込額

財政調整基金 908,424 129,000 1,037,424


