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令和５年１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１号 議案名 令和４年度琴浦町一般会計補正予算(第８号)

目 的

物価高騰対策として、物価高騰対策町民支援商品券配付事業、畜産経営緊急救

済事業、畜産振興対策事業、肥料価格高騰対策事業などを追加するほか、地域

づくり事業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 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) 物価高騰対策町民支援商品券配付事業 [35,810 千円]

ア 事業説明

ロシアによるウクライナ侵攻を背景とした国際的な原材料価格

の上昇や円安などで、日常生活に密接なエネルギー・食料品等の価

格上昇が続いていることから、物価高騰対策町民支援として、こと

うら商品券を配付する。（令和５年度繰越事業）

イ 対象者

令和５年２月１日に琴浦町に住民票を有する世帯（外国人含む）

(参考値：令和５年１月１日現在 6,454 世帯)

ウ 支給額

１世帯あたり５千円（使用期限：令和５年６月末）

エ 経費

ことうら商品券 [32,270 千円]

物価高騰対策町民支援商品券配付事業委託料 [687 千円]

事務費（通信運搬費・印刷製本費) [2,853 千円]

オ 財源

国庫支出金 [22,656 千円]

一般財源 [13,154 千円]

補正前予算額 補正額 補正後予算額

12,277,730 13,340 12,291,070

款名称等 補正額

県支出金 △660

繰入金 14,000

合 計 13,340
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(２) 畜産経営緊急救済事業 [11,238 千円]

ア 事業説明

飼料価格の高騰を受け、補助金の補助上限額を見直し、酪農経営の

追加支援を行う。

イ 補助上限額

補助上限－基準価格（１，５７１円／頭／日）×１／６を補助

見直し前 ２，１００円／頭／日

見直し後 ２，３００円／頭／日 （１０月分～）

ウ 経費

酪農配合飼料価格高騰緊急支援事業費補助金 [11,238 千円]

エ 財源

国庫支出金 [11,238 千円]

(３) 畜産振興対策事業 [3,428 千円]

ア 事業説明

飼料価格の高騰などにより生産コストが増加し、肉用牛経営安定交

付金（牛マルキン）が交付されたことによる積立金の単価上昇が経営

環境を悪化させている。積立金の増額に対応した追加の補助により、

肉用牛肥育経営の安定化を図る。

イ 補助上限額

肉専用種

見直し前 5千円／頭×1/6 見直し後 19 千円／頭×1/6

交雑種

見直し前 13 千円／頭×1/6 見直し後 19 千円／頭×1/6

乳用種

見直し前 11 千円／頭×1/6 見直し後 19 千円／頭×1/6

ウ 経費

肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金 [3,428 千円]

エ 財源

国庫支出金 [3,428 千円]

(４) 肥料価格高騰対策事業 [956 千円]

ア 事業説明

肥料価格上昇による所得減少の影響を緩和するため、化学肥料使用

低減の取組みを行う事業者に対し、繰越事業として令和５年度春肥分

についても肥料価格上昇相当額の一部を支援する。あわせて、令和５

年度春肥分補助申請の受付事務を行う人員を配置する。

- 2 -



イ 経費

人件費（会計年度任用職員） [956 千円]

ウ 財源

一般財源 [956 千円]

(５) ポストコロナインバウンド誘致対策促進事業 [400 千円]

ア 事業説明

ポストコロナを見据えたインバウンド誘致を目的として、中部市町

が連携し、県制度と協調した支援施策やトップセールスを行う。あわ

せて、本補正で予算を計上する令和 5 年 2 月のトップセールスを契

機として、令和 5年度へ向けた継続的な誘客を図るため、9月議会で

議決された宿泊費支援の予算を繰り越して対応する。

イ 経費

ＤＭＯインバウンド誘致対策促進負担金 [400 千円]

※台湾旅行会社（6社）トップセールス町長旅費負担金

ウ 財源

国庫支出金 [400 千円]

(７) 新型コロナウイルス感染症対策事業 [6,486 千円]

ア 事業説明

公立こども園・児童クラブにサーキュレーターを設置し換気の徹底

を図るとともに、地区公民館に非接触型の検温器を設置し、感染症拡

大防止と地域活動の活性化を図る。

イ 経費

消耗品費（サーキュレーター） [1,086 千円]

備品購入費（非接触型の検温器) [5,400 千円]

ウ 財源

国庫支出金 [6,486 千円]

(８) 地域づくり事業 [396 千円]

ア 事業説明

赤碕地域の小売業者撤退が懸念される中、買い物困難者への支援と

今後の地域づくりについて状況およびニーズを把握するため赤碕地

区の住民全戸に対し、アンケート調査を行う。

イ 経費

印刷製本費 [145 千円]
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通信運搬費 [251 千円]

ウ 財源

一般財源 [396 千円]

(９)県知事・県議会議員選挙 [152 千円]

ア 事業説明

資材費の高騰に対応するため、県知事・県議会選挙にかかるポスタ

ー掲示場設置等管理業務委託料を増額。あわせて、実績見込みで他の

経費について精査し、減額や予算の組替えを行う。

イ 経費

ポスター掲示場設置等管理業務委託料 [1,081 千円]

事務費（消耗品費・印刷製本費等） [△710 千円]

人件費 [△219 千円]

エ 財源

県支出金 [53 千円]

一般財源 [99 千円]

(10)新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業のうち

実績見込みによる減額事業 [△45,311 千円]

ア 主な事業 [単位：千円]

３ 繰越明許費

追加 [単位：千円]

補足事項

事 業 名 金 額

燃油・エネルギー価格高騰対策事業者交付金 △35,290

庁内デジタル環境整備事業 △3,340

二十歳を祝う会帰省参加者ＰＣＲ検査事業 △1,531

新事業展開・販路開拓等支援補助金 △1,278

新型コロナウイルス感染症対策事業

（緊急経済対策）
△1,110

事 業 名 金 額

物価高騰対策町民支援商品券配付事業 35,810

肥料価格高騰対策事業 17,970

ＤＭＯインバウンド誘致対策促進事業 525
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