
駐車場費特別会計補正予算（第１号）　　［令和２年５月２９日専決処分］

　予算総額

　歳出の内容

　歳入（補正財源）の内容

境　港　市　　　令 和 ２ 年 度 ６ 月 補 正 予 算

会　計　区　分　等 補　正　額

  駐車場費特別会計補正予算（第１号）           【R2.5.29専決】 ８，４８７万６千円

  土地区画整理費特別会計補正予算（第１号）  【R2.5.29専決】 ２億１，６４６万６千円

  一般会計補正予算（第３号） ８，５４７万４千円

  国民健康保険費特別会計補正（第２号）     【債務負担行為】 ―

  下水道事業費特別会計補正（第１号）        【債務負担行為】 ―

  介護保険費特別会計補正（第１号）           【債務負担行為】 ―

  後期高齢者医療費特別会計補正（第１号）  【債務負担行為】 ―

Ａ 補正前の予算額 １，１５２万５千円

Ｂ 補正額 ８，４８７万６千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ９，６４０万１千円

（単位：千円）

国 県 市　債 その他 一般財源

84,876 84,876 0

84,876 0 0 0 84,876 0

事　業　名 補正額

計

前年度繰上充用金

　［特定財源］普通駐車使用料

　歳出に見合った使用料の確保ができなかったことによる前年度歳入不足へ

の繰上充用金

財　源　内　訳

（単位：千円）

補正額

その他 普通駐車使用料 84,876

84,876計

区　分
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土地区画整理費特別会計補正予算（第１号）　　［令和２年５月２９日専決処分］

　予算総額

　歳出の内容

　歳入（補正財源）の内容

一般会計補正予算（第3号）　　［令和２年６月２６日議案可決］

　予算総額

Ａ 補正前の予算額 １６０万２千円

Ｂ 補正額 ２億１，６４６万６千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ２億１，８０６万８千円

（単位：千円）

国 県 市　債 その他 一般財源

216,466 216,466 0

216,466 0 0 0 216,466 0

　歳出に見合った保留地の売却ができなかったことによる前年度歳入不足へ

の繰上充用金

補正額

前年度繰上充用金

　［特定財源］保留地処分金

計

財　源　内　訳
事　業　名

（単位：千円）

補正額

その他 保留地処分金 216,466

216,466

区　分

計

Ａ 補正前の予算額 ２１４億５，７４７万１千円

Ｂ 補正額 ８，５４７万４千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ２１５億４，２９４万５千円
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　歳出の内容

（単位：千円）

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

2 1 1 テレビ会議用機器導入事業 1,101 1,101 0

2 4 2 市長選挙及び市議会議員補欠選挙費 1,108 1,108

3 1 3 障がい児通所支援費 4,940 2,460 2,480 0

6 3 2 地元水産物学校給食提供事業 12,097 12,097 0

7 1 2 みんなで食べる「境港のSea級グルメ」プロジェクト 9,202 9,202 0

8 3 1 Sea級グルメ全国大会in境港実行委員会負担金 ▲ 8,206 ▲ 8,206 0

10 2 2 小学校学力向上事業 215 215

10 5 3 図書館管理費 1,169 1,169 0

10 6 3 学校臨時休業対策費補助事業 500 374 126

22,126 13,932 14,577 0 ▲ 7,832 1,449

2 1 5 夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 31,274 31,274

2 1 6 自治コミュニティ助成金 2,000 2,000 0

3 3 1 生活保護適正実施推進事業 660 330 330

4 1 2 予防接種費 3,360 3,360

4 2 2 資源ごみ処理施設管理費 1,980 ▲ 313 2,293

6 2 1 森林環境基金積立金 143 143

6 3 2 沖合底引き網漁業生産体制存続事業 2,500 1,666 834 0

8 1 1 危険ブロック塀撤去費等補助金 4,000 2,000 1,000 1,000

8 2 2 安全・安心な道づくり事業 15,000 7,433 6,800 767

10 2 1 小学校少人数学級実施事業 ▲ 2,000 ▲ 2,000

10 3 1 中学校少人数学級実施事業 2,000 2,000

10 6 2 市民体育館トイレ配管改修事業 2,431 2,431

63,348 9,763 2,666 6,800 2,521 41,598

85,474 23,695 17,243 6,800 ▲ 5,311 43,047

繰越金

②新型コロナウイルス感染症対策以外の事業　計

計（①＋②）

魚と鬼太郎のまち

境港ふるさと基金

全国学校給食会

連合会補助金

①新型コロナウイルス感染症対策分　計

自治総合センター

助成金

資源物売払収入

魚と鬼太郎のまち

境港ふるさと基金

款 項 目 事    業    名 補正額
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国民健康保険費特別会計補正予算（第２号）　　［令和２年６月２６日議案可決］

下水道事業費特別会計補正予算（第１号）　　［令和２年６月２６日議案可決］

介護保険費特別会計補正予算（第１号）　　［令和２年６月２６日議案可決］

後期高齢者医療費特別会計補正予算（第１号）　　［令和２年６月２６日議案可決］

○ 債務負担行為補正（追加） （単位：千円）

○ 地方債補正（変更） （単位：千円）

起　　債　　の　　目　　的

限　　度　　額

変　 更 　前 変　 更 　後

　安全・安心な道づくり事業費 62,500 69,300

事　　項 期　　間 限　　度　　額

　コンビニ収納代行手数料 契約に定める期間 契約に定める額

○ 債務負担行為（設定） （単位：千円）

事　　項 期　　間 限　　度　　額

　コンビニ収納代行手数料 契約に定める期間 契約に定める額

○ 債務負担行為補正（追加） （単位：千円）

事　　項 期　　間 限　　度　　額

　コンビニ収納代行手数料 契約に定める期間 契約に定める額

○ 債務負担行為補正（追加） （単位：千円）

事　　項 期　　間 限　　度　　額

　コンビニ収納代行手数料 契約に定める期間 契約に定める額

○ 債務負担行為（設定） （単位：千円）

事　　項 期　　間 限　　度　　額

　コンビニ収納代行手数料 契約に定める期間 契約に定める額
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◎一般会計補正（第３号）　①新型コロナウイルス感染症対策分

[単位：千円]

【新規】 テレビ会議用機器導入事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.1.1 補正額 1,101 1,101 0

金額 ■説明 臨時交付金

○鳥取県など他団体とテレビ会議を行うための機器等を整備する。

【補正内容】

項　目 金　額

計 1,101

◇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を充当

事業名

事業費

地域振興課

節別内訳

10 需用費 100

項目担当課 費　目

11 役務費 261

17 備品購入費 740
内　容

需用費 100 持ち運び用バッグ、タブレットスタンドなど

役務費 261
ルーター及びタブレットの通信費
　@29,000円×9月

備　品
購入費

740
パソコン、会議用カメラ、ルーター、タブレット
　各1台
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市長選挙及び市議会議員補欠選挙費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

補正額 1,108 1,108

■説明

金額 ○７月に実施される選挙において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

　のために追加で必要となる経費を補正計上する。

【対策内容】

①期日前投票所の変更

②当日投票所の一部変更

③開票所の変更

④投票所の対策

　・入口に手指消毒液を置く

　・記載台等を消毒する

　・管理者、事務従事者、立会人はマスクを着用

　・投票用紙への記載は、使い捨て鉛筆を配付

　・期日前投票所に配置する会計年度任用職員の増員、各投票所の場内整理

　　のための事務従事者の増員

⑤選挙人（有権者）にお願いする対策

　・マスクの着用

　・周りの方との距離を保つ

【補正内容】

項　目 金　額

計 1,108

名　称 変更前 変更後

第１投票所 渡公民館

3 職員手当等 171

10 需用費 727

1 報酬 138

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

選挙管理委員
会事務局

2.4.2

節別内訳

名　称 変更前 変更後

期日前投票所 分庁舎第６会議室
保健相談センター
講堂

13
使用料及び
賃借料

72

渡小学校講堂

第５投票所 境公民館 境小学校体育館

名　称 変更前 変更後

開票所
保健相談センター
講堂

境夢みなとターミナル
待合ホール

内　容

報　酬 138 会計年度任用職員1人分

職　員
手当等

171 投票事務従事手当6人分

需用費 727
手指消毒剤、除菌ウェットティッシュ、使い捨て鉛筆、
投票所用床マット、期日前投票案内看板修正

使用料及
び賃借料

72
開票所（境夢みなとターミナル待合ホール）の
会場借上料
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障がい児通所支援費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

3.1.3 補正額 4,940 2,460 2,480 0

金額 ■説明

○新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年3月に特別支援学校等

　が臨時休業となったことに伴い、放課後等デイサービス支援事業の利用が

　増となったことにより、不足が見込まれる給付費を補正計上する。

　なお、臨時休業期間中に追加的に生じたサービス分に係る利用者負担及び

　地方負担に係る部分については、国が負担する。

【補正内容】

金　額

4,263

677

4,940

【財源内訳】

　事業費4,940千円－利用者負担額20千円＝4,920千円

金　額

2,460

県（1/4） 1,230

市（1/4） 1,230

利用者負担 20

4,940

【新規】 地元水産物学校給食提供事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

6.3.2 補正額 12,097 12,097 0

金額 ■説明

○国の補助制度を活用し、新型コロナウイルス感染症による外食・宿泊需要の

　低迷に伴い、魚価が下落している地元水産物を市内小中学校の給食に提供す

　るとともに、食育活動を実施することで、魚価の下支えを行うとともに、地

　元水産物の消費促進を図るとともに、魚食普及にもつなげていく。

【補正内容】

項　目 金　額

計 12,097

【財源内訳】県（国） 10/10　※県は間接補助

【参考】 導入を検討している魚種

ベニズワイガニ、クロマグロ、サバ、カレイ、アジ、イカ、

タイ、ブリ、ノドグロ、ハタハタ　など

計

10 需用費 337

18
負担金補助
及び交付金

11,760

節別内訳

19 扶助費 4,940

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

福祉課

項　目 内　容

①サービス利用増 利用者数56人分

②休業日単価増 利用者数71人分

内　訳 備　考

国費（1/2） 4,920千円×1/2

県費

4,920千円×1/4

4,920千円×1/4　※国負担（県の間接補助）

※国負担（県の間接補助）

計

事業名

項目 事業費

水産商工課

節別内訳

内　容

需用費 337
食育活動に用いる冊子等の印刷製本費
料理教室の賄材料費

補助金 11,760 350円×2,800食×12回

担当課 費　目
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Sea級グルメ全国大会in境港実行委員会負担金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

8.3.1 補正額 ▲ 8,206 ▲ 8,206 0

ふるさと基金

【新規】 みんなで食べる「境港のSea級グルメ」プロジェクト

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

7.1.2 補正額 9,202 9,202 0

金額 ■説明 臨時交付金

○新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、今年度本市で開催予定で

　あった「Sea級グルメ全国大会」が来年に延期となったため、実行委員会

　負担金を減額するとともに、Sea級グルメに対する市民の認知度アップや

　市内飲食店の来店数増加、境港産水産物の消費拡大等を図り、来年度の全

　国大会につなげるため、「境港のSea級グルメ」キャンペーンとイベント

　を開催する。

【「境港のSea級グルメ」キャンペーン】（案）

①市内飲食店（想定：30店舗）にSea級グルメを開発してもらう。

　・開発期間：7月～8月

　・材料：境港産の水産物（加工品含む）を使用することが条件。

②飲食店が開発したSea級グルメを食べてもらい、順位付けを行う。

　・順位付けの方法：インターネット等による投票

　・キャンペーン期間：9月～10月の約1か月間

　・売価：300円（税込）で統一。

　※1食あたり800円のメニューを想定し、そのうち500円を市が補助する。

　・各店200食限定で販売する。

③投票者プレゼント

　・投票者の中から抽選で100名にプレゼント

　※境港産の水産物（加工品含む）3,000円相当を贈る。

【「境港版のSea級グルメ大会」（イベント）】（案）

①開催予定日：10月25日（日）

②開催場所：境夢みなとターミナル駐車場

③大会参加店舗：キャンペーンに参加した飲食店全て

④売価：500円（税込）で統一。※調理が不要なテイクアウト型のメニュー

【補正内容】

項　目 金　額

インターネット上での広告宣伝及びキャンペーン用の

投票システムの構築（プロモーション委託）　550千円

イベント設営委託（企画、テント等の設営等）1,100千円

計 9,202

【財源内訳】　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

事業名

都市整備課

担当課 項目 事業費

事業名

費　目

担当課 費　目 項目 事業費

18
負担金補助
及び交付金

▲ 8,206

都市整備課

節別内訳

7 報償費 300

10 需用費 1,100

11 役務費 152

12 委託料 1,650

18
負担金補助
及び交付金

6,000

内　容

報償費 300 投票者用プレゼント（境港産水産物）3,000円×100人分

需用費 1,100
キャンペーン用ポスター・チラシ、ロゴシール、認定証
等の印刷製本費

役務費 152 プレゼント郵送料　1,520円×100名

委託料 1,650

補助金 6,000

1店舗に対し200千円×30店舗
［200千円/店舗の内訳］
 キャンペーン期間中の補助（500円×200食＝100千円）
 Sea級グルメ開発費＋大会出店費用（100千円）
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小学校学力向上事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.2.2 補正額 215 215

金額 ■説明

○新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となった全国学力テストの

　代替措置として、小学校6年生の学力定着の状況を把握するために、

　市独自でCRT検査（国語・算数）を行う。

【補正内容】

項　目 金　額

計 215

図書館管理費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.5.3 補正額 1,169 1,169 0

金額 ■説明 臨時交付金

○新型コロナウイルス感染症などの感染防止のため、市民図書館に

　図書消毒器を１台設置する。

【図書消毒器について】

◇本の下から風をあて、ページ間に挟まったホコリ、髪の毛、フケ等を除去。

◇本を開いた状態で紫外線を照射し、ページの中まで殺菌。

◇消毒には1回30秒程度かかる。（6冊まとめて消毒できる）

【補正内容】

項　目 金　額

【財源内訳】　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

教育総務課

節別内訳

10 需用費 110

11 役務費

内　容

需用費 110

CRT検査（6年生）国語、算数
　テスト：175円×2教科×282人
　手引き等：11クラス分

役務費 105   診断手数料：185円×2教科×282人

105

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

生涯学習課

節別内訳

17 備品購入費 1,169

内　容

備　品
購入費

1,169 　図書消毒器（6冊用）1台
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【新規】 学校臨時休業対策費補助事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.6.3 補正額 500 374 126

金額 ■説明

○新型コロナウイルス感染症対策による小中学校の臨時休業措置により、学校

　給食を停止したことに伴い、発生した違約金相当額を、国の補助制度を活用

　し、牛乳供給業者へ補償する。

◇補償対象期間：3月2日から3月24日までの学校給食停止期間

◇補償対象経費：業者負担となっている配送に係る人件費及び車両維持経費

　　　　　　　　15.71円/個　・・・①

　　　　　　　　※供給単価(49.10円)から原料代、製造経費、包材代を

　　　　　　　　　差し引いた額

◇対象期間中の牛乳提供予定数：31,824個　・・・②

【補正内容】

項　目 金　額

【財源内訳】

　全国学校給食会連合会補助金（国）：3/4　※間接補助　

　市：1/4（うち8割は特別交付税措置）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

教育総務課

節別内訳

21
補償補填及
び賠償金

500

内　容

補償費 500
臨時休業に伴う学校給食用牛乳停止に係る補償費
15.71円×31,824個（①×②）
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◎一般会計補正（第３号）　②新型コロナウイルス感染症対策以外の事業

[単位：千円]

夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.1.5 補正額 31,274 31,274

金額 ■説明

○定期借地契約の締結による保留地購入費の増額。

面積 金額

1 267.41㎡ 8,978

2 312.30㎡ 11,148

3 312.30㎡ 11,148

31,274

【参考】

　定期借地権による土地購入実績

自治コミュニティ助成金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.1.6 補正額 2,000 2,000 0

金額 ■説明 自治総合センター助成金↑

○（一財）自治総合センターの助成制度を活用して、自治会等が行うコミュ

　ニティ活動に必要な備品等の整備費などを助成するもので、今年度は、

　本市の採択件数が例年より多い3件となったことから、不足が見込まれる

　助成金を補正する。

件数 当初予算 差額

1 2,500 2,100 ▲ 400

2 2,500 2,400 ▲ 100

3 2,500 2,500

計 5,000 7,000 2,000 ←補正額

【採択された自治会の整備内容】

【財源内訳】

　自治総合センター助成金10/10　

地域振興課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

2,000

費　目

事業名

担当課 項目 事業費

都市整備課

節別内訳

16
公有財産
購入費

31,274

区分 所在地

保留地

1丁目186番18

1丁目186番 8

1丁目186番10

計（3件）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

採択（必要額）

渡町2区自治会

夕日ヶ丘1丁目自治会

上道町3区自治会

自治会名 整備内容

渡町2区自治会 エアコン、テント、座椅子、座卓、会議用テーブルなど

折りたたみテーブル・椅子、物置、発電機、除雪機など

上道町3区自治会 かき氷機、綿菓子機、折りたたみテーブル・椅子、テントなど

夕日ヶ丘1丁目自治会
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生活保護適正実施推進事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

3.3.1 補正額 660 330 330

金額 ■説明

○令和2年度の生活保護法の改正に伴い、対応する生活保護システムの

　改修を行う。

【改修概要】

　令和2年10月1日から委託が開始される「日常生活支援住居施設」の生活

　保護システムへの対応

　・「日常生活支援住居施設」の生活コードを追加する。

　・委託事務費用の入力項目を追加する。

　・経理状況調に「日常生活支援（委託費）」を追加する。　など

【財源内訳】　　　

　国1/2、市1/2

予防接種費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.2 補正額 3,360 3,360

金額 ■説明

○令和2年10月1日からロタウイルスワクチンが定期接種化されることに伴う

　接種に必要な委託料を補正する。

◇定期接種の対象

　令和2年8月1日以後に生まれた者

【補正内容】

項　目 金　額

【参考】

◇対象外となる者への助成（当初予算額：2,560千円）

　同年度生まれでありながら、定期接種の対象外となる令和2年4月から

　7月生まれの者に接種費用の助成を行うため、本市は令和2年度当初予算

　において「ロタウイルスワクチン予防接種助成事業」を計上している。

◇自己負担

　接種に係る自己負担金はなし

節別内訳

12

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

健康推進課

節別内訳

12 委託料 660

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

福祉課

委託料 3,360

内　容

予防接種委託料
　@28,000円×120人（20人/月×6か月）

委託料 3,360
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資源ごみ処理施設管理費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.2.2 補正額 1,980 ▲ 313 2,293

金額 ■説明 資源物売払収入

○リサイクルセンターで回収している小型電子機器は、昨年度までは業者に

　有価で引き取ってもらっていたが、再生資源物の取引価格の下落によって、

　処理費を支払って処分する必要が生じたため、処分委託料を補正する。

【補正内容】

項　目 金　額

※あわせて、歳入の資源物売払収入（雑入：小型家電売払収入分）313千円を

　減額する。

【新規】 森林環境基金積立金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

6.2.1 補正額 143 143

金額 ■説明

○森林環境譲与税とその活用事業の令和元年度決算額が確定したことに伴い、

　その差額分を森林環境基金へ積み立てる。

【補正内容】

当初予算 決算額

2,044 1,402

73 67

① 2,117 1,469

② 1,600 1,612

②－① ― 143 ←補正額

（積立額）

【新規】 沖合底引き網漁業生産体制存続事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

6.3.2 補正額 2,500 1,666 834 0

金額 ■説明 ふるさと基金

○沖合底引き網漁船の漁労時間の短縮や少人数化などを支援するため、

　漁船にハタハタ選別機を整備する事業者に県と協調して補助する。

【負担割合】　　　

  県1/3、市1/6、事業者1/2

【補正内容】

項　目 金　額

【財源内訳】

　県2/3、市1/3（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金を充当）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

環境衛生課

節別内訳

12 委託料 1,980

内　容

委託料 1,980
　使用済小型電子機器等処分
  20円×1.1(税)×90,000kg

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

農政課

節別内訳

24 積立金 143

項　目

　市民の山管理事業

　行こう市民の山ふれあい事業

　譲与税活用事業費　計 

　森林環境譲与税 　　

差　額

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

水産商工課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

2,500

内　容

補助金 2,500 ハタハタ選別機設置費（5,000千円）×1/2
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危険ブロック塀撤去費等補助金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

8.1.1 補正額 4,000 2,000 1,000 1,000

金額 ■説明

○現在のブロック塀撤去費等の補助に加えて、新たに避難路に面した

　危険ブロック塀の撤去・改修費に対して補助を実施する。

【新たな対象範囲】

　避難路に面する危険なブロック塀

【補助内容】

①解体の場合

　・補助額

　　　見積額又は18,000円/ｍにより算出した額のいずれか少ない額の2/3

　・補助限度額

　　　１敷地につき最大30万円（現行制度は15万円）

　・負担割合

　　　国1/3、県1/6、市1/6、所有者1/3

②改修の場合

　・改修補助額

　　　見積額又は25,000円/ｍにより算出した額のいずれか少ない額の1/3

　・改修の補助限度額

　　　１敷地につき最大20万円（現行制度は10万円）

　・負担割合

　　　国1/6、県1/12、市1/12、所有者2/3

【補正内容】

項　目 金　額

【財源内訳】

　国1/2、県1/4、市1/4

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

建築営繕課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

4,000

内　容

補助金 4,000

①解体

　450千円×2/3×10件＝3,000千円

②改修

　600千円×1/3× 5件＝1,000千円
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安全・安心な道づくり事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

8.2.2 補正額 15,000 7,433 6,800 767

金額 ■説明

○国費の内示額が当初予算を上回ったことに伴う設計及び工事の前倒し実施。

　（国費当初予算18,672千円　⇒　内示額 26,105千円）

【補正内容】

項　目 金　額

計 15,000

※図面① ：18ページ参照

※図面② ：19ページ参照

※図面③ ：20ページ参照

【財源内訳】

　国：補助対象経費の1/2、市債：国費を除いた事業費の90％を充当

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

管理課

節別内訳

12 委託料 5,500

14 工事請負費 9,500

工事名 内　容

委託料 5,500 橋りょう修繕工事
橋りょう修繕の設計を5か所追加
※図面②

工事
請負費

500
余子138号線通学路
安全対策工事

境港総合技術高校北側横断歩道の
カラー舗装 　※図面③

9,000
産業中央線ほか7路線
道路照明灯LED化工事

弥生町などの道路照明（水銀灯）
21基のLED化　※図面④

- 15 -



小学校少人数学級実施事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.2.1 補正額 ▲ 2,000 ▲ 2,000

金額

中学校少人数学級実施事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.3.1 補正額 2,000 2,000

金額 ■説明

○基準日となる、5月1日時点における児童生徒数が確定したことにより、

　鳥取県基準での少人数学級の学級数が、当初予算策定時の学級数から

　増減したことに伴い、県に支払う協力金を補正する。

　

【小学3年～6年、中学2年～3年のクラス数】

①国基準 ②県基準 ②－① 国基準 県基準 ②－①

小学校 40 46 6 40 45 5

中学校 17 18 1 16 18 2

　

【補正内容】

項　目 金　額

※小学1･2年、中学1年については、全額県費負担で少人数学級を編成。

【新規】 市民体育館トイレ配管改修事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.6.2 補正額 2,431 2,431

金額 ■説明

○市民体育館のトイレ配管の老朽化に伴い、改修するための設計委託料を

　補正する。

【今後のスケジュール】

①設計　7月～9月

②9月議会で工事費を補正計上予定

③改修工事　10月～R3.2月

【補正内容】

項　目 金　額

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

教育総務課

節別内訳

25 寄付金 ▲ 2,000

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

教育総務課

節別内訳

25 寄付金 2,000

当初予算時 5月1日時点

内　容

寄付金

▲2,000
小学校3～6年35人学級実施事業
6学級⇒5学級（▲1学級）

2,000
中学校2～3年35人学級実施事業
1学級⇒2学級（＋1学級）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

生涯学習課

節別内訳

12 委託料 2,431

内　容

委託料 2,431 　設計業務委託

- 16 -



○債務負担行為補正（追加）
[単位：千円]

　コンビニ収納代行手数料

■説明

令和3年4月から導入予定のコンビニ収納について、今年度中には収納代行業者を選定し、

契約を結ぶ必要があることから、債務負担行為を設定する。

【想定される導入後に支払う経費】

　（１）月額基本料

　（２）手数料 1件あたりの手数料×処理件数×税

【コンビニ収納を行う税目及び料金等】

（１）税 個人住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税（種別割）

学校給食費、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料、副食費、

介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、下水道受益者負担金

◎国民健康保険費特別会計補正（第２号）

◎下水道事業費特別会計補正（第１号）

◎介護保険費特別会計補正（第１号）

◎後期高齢者医療費特別会計補正（第１号）

※上記の４つの特別会計の補正は、債務負担行為の設定又は追加。

○債務負担行為補正（設定、追加）
[単位：千円]

　コンビニ収納代行手数料

■説明

令和3年4月から導入予定のコンビニ収納について、今年度中には収納代行業者を選定し、

契約を結ぶ必要があることから、債務負担行為を設定する。

【導入後に支払う経費】

　（１）手数料 1件あたりの手数料×処理件数×税

【コンビニ収納を行う税目及び料金等】

（１）税 個人住民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税（種別割）

学校給食費、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料、保育料、副食費、

介護保険料、後期高齢者医療保険料、下水道使用料、下水道受益者負担金

事　項

担当課 期　　間 限　度　額

収税課 契約に定める期間 契約に定める額

（２）料

（２）料

事　項

担当課 期　　間 限　度　額

収税課 契約に定める期間 契約に定める額
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図面①：安全な安心な道づくり事業（橋りょう修繕)

岬町中野線１号橋

上道外江線１号橋

上道82号線１号橋

上道74号線１号橋

樋ノ上川線２号橋

福定森岡１号線１号橋

中野外江線２号橋

余子１０８号線１号橋

余子３号線１号橋

誠道渡１号線１号橋

中浜１３１号線１号橋

外浜線５号橋

境昭３号線１号橋

境５６号線１号橋

福定渡線３号橋

中野芝１号線１号橋

外江５５号線２号橋

境６３号線１号橋
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図面②：安全･安心な道づくり事業
（余子１３８号線通学路安全対策工事）
※交差点カラー舗装・路面標示

交差点カラー舗装・路面標示

境港総合技術高校
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図面③：安全な安心な道づくり事業

(産業中央線ほか７路線道路照明灯LED化工事)
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