
議案第１号

令和４年度琴浦町一般会計補正予算（第８号）

令和４年度琴浦町一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３，３４０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１２，２９１，０７０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表

歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。



令和 ５ 年 １ 月 ２５ 日 提 出

琴 浦 町 長 福 本 ま り 子

令和 ５ 年 月 日

琴浦町議会議長 大 平 高 志



歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

１６． 県支出金 1,176,923 △660 1,176,263

２． 県補助金 760,853 △713 760,140

３． 委託金 57,093 53 57,146

１９． 繰入金 646,912 14,000 660,912

２． 基金繰入金 617,089 14,000 631,089

歳               入               合               計 12,277,730 13,340 12,291,070

第 １ 表      歳  入  歳  出　予  算  補  正

－　１　－



歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補正額 計

２． 総務費 2,894,703 10,127 2,904,830

１． 総務管理費 2,689,758 9,975 2,699,733

４． 選挙費 18,511 152 18,663

５． 農林水産業費 1,134,077 3,428 1,137,505

１． 農業費 1,065,109 3,428 1,068,537

１３． 予備費 17,755 △215 17,540

１． 予備費 17,755 △215 17,540

歳               出               合               計 12,277,730 13,340 12,291,070

－　２　－



1.追加 （単位：千円）

1.変更 （単位：千円）

第  ２  表      繰　越　明　許　費　補　正

款 項 事　業　名 金　額

　2．総務費 　1．総務管理費 　物価高騰対策町民支援商品券配付事業 35,810

　2．総務費 　1．総務管理費 　肥料価格高騰対策事業 17,970

　2．総務費 　1．総務管理費 　ＤＭＯインバウンド誘致対策促進事業 525

第　３　表　　　債 務 負 担 行 為 補 正

　変更前 　変更後

期　　間 限度額 期　　間 限度額

・新型コロナウイルス対策特別金融支援利子補給事業
　(令和4年度）

　令和5年度から令和9年度まで 2,917 　令和5年度から令和9年度まで 982

－　３　－

事　　項



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１．総　括
（歳　入） 一　　　般　（単位：千円）

款 補正前の額 補正額 計

１６． 県支出金 1,176,923 △660 1,176,263

１９． 繰入金 646,912 14,000 660,912

　　　　 歳          入          合          計 12,277,730 13,340 12,291,070

－　４　－



（歳　出） 一　　　般　（単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特　　　　定　　　　財　　　　源

国 県 支 出 金 地　方　債 そ　の　他

2. 総務費 2,894,703 10,127 2,904,830 △4,088 14,215

5. 農林水産業費 1,134,077 3,428 1,137,505 3,428

13. 予備費 17,755 △215 17,540 △215

 歳     出     合     計 12,277,730 13,340 12,291,070 △660 14,000

－　５　－

一 般 財 源



２．歳　入

（款） 16. 県支出金    （項） 2. 県補助金 一　　　般　（単位：千円）

節

区　　　　　分 金　　額

2. 民生費補助金 154,104 △641 153,463 1. 社会福祉費補助金 △641 物価高騰に係る生活困窮世帯支援補助                 △641
金

5. 商工費補助金 5,196 △72 5,124 1. 商工費補助金 △72 新型コロナウイルス対策特別金融支援                  △72
事業費補助金

　 　　計 760,853 △713 760,140

（款） 16. 県支出金    （項） 3. 委託金

1. 総務費委託金 43,197 53 43,250 5. 選挙費委託金 53 知事・県議会議員選挙委託金                     53

　 　　計 57,093 53 57,146

（款） 19. 繰入金    （項） 2. 基金繰入金

1. 財政調整基金繰入金 258,000 14,000 272,000 1. 財政調整基金繰入金 14,000 財政調整基金繰入金                 14,000

　 　　計 617,089 14,000 631,089

－　６　－

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３．歳　出

（款） 2. 総務費  （項） 1. 総務管理費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

7. 企画費 238,146 396 238,542 396 10. 需用費 145 印刷製本費            145

11. 役務費 251 通信運搬費            251

11. 新型コロナ 364,949 9,579 374,528 △4,141 13,720 1. 報酬 559 会計年度任用短時間勤務職員            559

ウイルス感

染症対策費

3. 職員手当等 175 期末手当            175

4. 共済費 205 共済組合負担金             54

社会保険料            151

8. 旅費 17 費用弁償             17

10. 需用費 975 消耗品費          1,086

印刷製本費          △111

11. 役務費 2,671 通信運搬費          2,671

12. 委託料 △4,574 二十歳を祝う会帰省参加者ＰＣＲ検査       △1,531
委託料

審査支払い業務委託料          △390

物価高騰対策町民支援商品券配付事業           687
委託料

リモートワークシステム導入委託料       △1,008

公共施設予約システム導入委託料        △2,332

17. 備品購入費 5,400 庁用器具          5,400

－　７　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費    （項） 1. 総務管理費 一　　　般　（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　　　　　　明

国県支出金 地　方　債 そ　の　他 区　　分 金　額

18. 負担金、補 △25,871 ＤＭＯインバウンド誘致対策促進負担           400
助及び交付 金

金
新型コロナウイルス対策特別金融支援         △143
利子補給補助金

コロナ禍における自治会活動支援事業         △697
補助金

住宅修繕・改修補助金          △478

新事業展開・販路開拓等支援補助金       △1,278

酪農配合飼料価格高騰緊急支援事業費        11,238
補助金

介護・障がい事業所原油高騰緊急対策          △13
事業交付金

燃油・エネルギー価格高騰対策事業者      △34,900
交付金

19. 扶助費 30,989 生活困窮世帯等光熱費助成        △1,001

エネルギー価格高騰に伴う生活困窮者         △280
等光熱費助成

物価高騰対策町民支援商品券扶助費        32,270

24. 積立金 △967 新型コロナウイルス対策特別金融支援         △967
補給事業基金積立金

　計 2,689,758 9,975 2,699,733 △4,141 14,116

－　８　－

節

一般財源



（款） 2. 総務費  （項） 4. 選挙費 一　　　般　（単位：千円）

2. 県知事・県 4,623 152 4,775 53 99 1. 報酬 △148 会計年度任用短時間勤務職員          △148

議会議員選

挙費

3. 職員手当等 △67 時間外勤務手当           △55

管理職員特別勤務手当           △12

8. 旅費 △4 費用弁償            △4

10. 需用費 △355 消耗品費          △180

印刷製本費          △175

11. 役務費 △15 手数料           △15

12. 委託料 1,081 ポスター掲示場設置等管理業務委託料         1,081

13. 使用料及び △340 使用料           △15

賃借料 借上料          △325

　計 18,511 152 18,663 53 99

（款） 5. 農林水産業費  （項） 1. 農業費

4. 畜産業費 18,894 3,428 22,322 3,428 18. 負担金、補 3,428 肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助         3,428
助及び交付 金

金

　計 1,065,109 3,428 1,068,537 3,428

（款） 13. 予備費  （項） 1. 予備費

1. 予備費 17,755 △215 17,540 △215 △215          

　計 17,755 △215 17,540 △215

－　９　－


