
◎一般会計補正予算（第４号） （単位：千円）

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

1 健康推進課 4.1.1 日曜休日応急診療所管理事業 2,000 2,000

2 健康推進課 4.1.2
新型コロナウイルスワクチン接種体制
確保事業

7,052 7,052 0

3 健康推進課 4.1.2 新型コロナウイルスワクチン接種事業 25,599 25,599 0

4 水産商工課 7.1.2 【新規】 境港市事業者応援給付金 50,230 34,510 15,720

5 教育総務課 10.2.2 【新規】 鳥取県内修学旅行等支援事業 2,299 550 1,749 0

87,180 67,161 550 0 1,749 17,720

1 農政課 6.1.3 【新規】
大雨被害農作物緊急防除対策事業費
補助金

882 588 294

2 水産商工課 7.1.2 【新規】
令和３年７月豪雨災害特別金融支援
事業利子補助金

48 24 24

3 生涯学習課 10.5.2 体育施設管理費 1,562 1,562

2,492 0 612 0 0 1,880

1 地域振興課 2.1.2 情報発信事業 517 517

2 都市整備課 2.1.5 夕日ヶ丘分譲地定期借地用地取得事業 66,825 66,825

3 都市整備課 2.1.5 【新規】
夕日ヶ丘分譲地住宅地貸付制度用地
取得事業

10,050 10,050

4 管理課 2.1.6 地籍調査事業 2,667 1,763 904

5 市民課 2.3.1 戸籍事務システム運用事業 2,128 2,128 0

6 福祉課 3.1.1 【新規】 生理の貧困対策事業 8 2 6

7 福祉課 3.1.3 【新規】
雇用施策との連携による重度障害者等
就労支援特別事業

1,838 919 459 460

8 環境衛生課 4.1.4 家庭用発電設備等導入推進事業補助金 6,400 3,200 3,200 0

9 環境衛生課 4.1.4 【新規】 海洋ごみ対策事業 803 803 0

10 環境衛生課 4.2.2 資源ごみ処理施設整備事業 8,250 8,250

11 農政課 6.1.4 中海干拓地水利設備更新事業負担金 202 3,600 ▲ 3,398

12 農政課 6.1.4 【新規】 中海干拓地農地再生事業負担金 660 660

13 水産商工課 7.1.2 【新規】 境港市事業承継支援事業補助金 1,000 1,000 0

14 観光振興課 7.1.3 【新規】
水木しげる記念館文化観光拠点施設
機能強化事業

1,751 1,165 586 0

15 管理課 8.2.1 【新規】 土木災害対策事業 5,243 5,243

16 管理課 8.2.2 除雪機械運転手育成支援事業 121 59 62

17 管理課 8.2.3 【新規】 狭あい道路拡幅整備事業 10,000 5,000 4,500 500

118,463 9,212 5,483 8,100 5,589 90,079

208,135 76,373 6,645 8,100 7,338 109,679

繰越金

境　港　市　　　令 和 ３ 年 度 ９ 月 補 正 予 算

　一般会計補正予算（第４号）　　［令和３年９月７日議案提出］

③（①コロナ対策及び②豪雨対策を除いた事業）計

合計（①＋②＋③）

①（新型コロナウイルス感染症対策分）計

費目 事    業    名 補 正 額

②（令和３年７月豪雨対策分）計

番
号

担 当 課

魚と鬼太郎のまち

境港ふるさと基金

鳥取県内修学旅行バス

代保護者負担金

魚と鬼太郎のまち

境港ふるさと基金

会　計　区　分　等 補　正　額

一般会計補正予算（第４号） ２億　　８１３万５千円

下水道事業費特別会計補正予算（第２号） １，３４０万　　円

介護保険費特別会計補正予算（第１号） ２，１１５万６千円

Ａ 補正前の予算額 １９８億　　７８７万２千円

Ｂ 補正額 ２億　　８１３万５千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ２００億１，６００万７千円
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〇繰越明許費 （単位：千円）

番
号

担 当 課 費目 金　額

1 環境衛生課 4.2.2 8,250

○債務負担行為補正（追加） （単位：千円）

〇地方債補正（追加） （単位：千円）

◎下水道事業費特別会計補正予算（第２号） （単位：千円）

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

1 下水道課 1.2.1 下水道管渠事業 13,400 13,400

13,400 0 0 13,400 0 0

〇地方債補正（変更） （単位：千円）

◎介護保険費特別会計補正予算（第１号） （単位：千円）

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

1 長寿社会課 5.1.2 国県負担金補助金等返還金 21,156 21,156

21,156 0 0 0 0 21,156

繰越金

　下水道事業費特別会計補正予算（第２号）　　［令和３年９月７日議案提出］

　介護保険費特別会計補正予算（第１号）　　［令和３年９月７日議案提出］

計

1 下水道課 下水道事業費 496,800 510,200

番
号

課  名 費目 事    業    名 補 正 額

計

番
号

担 当 課 起　債　の　目　的
限　度　額

補 正 前 補 正 後

2 管理課 狭あい道路拡幅整備事業費 4,500

番
号

課  名 費目 事    業    名 補 正 額

番
号

担 当 課 起　債　の　目　的 限　度　額

1 農政課 中海干拓地水利設備更新事業負担金 3,600

2 観光振興課 市民バス運行管理委託料 R4年度～R6年度 契約に定める額

3 生涯学習課 市民交流センター指定管理委託料 R4年度～R6年度 基本協定に定める額

年度内に完了することが困難なため。

繰越理由

1 水産商工課 令和３年７月豪雨災害特別金融支援事業利子補助金 R4年度～R6年度
融資実行日から３年を経過する日

までの間に生じた利子の額

番
号

担 当 課 事　　項 期　間 限　度　額

資源ごみ処理施設整備事業

事  業  名

Ａ 補正前の予算額 １７億２，８７０万２千円

Ｂ 補正額 １，３４０万　　円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） １７億４，２１０万２千円

Ａ 補正前の予算額 ３９億３，４６９万７千円

Ｂ 補正額 ２，１１５万６千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ３９億５，５８５万３千円
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◎一般会計補正予算（第４号）①（新型コロナウイルス感染症対策分）

[単位：千円]

日曜休日応急診療所管理事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.1 補正額 2,000 2,000

金額 ■説明

○新型コロナウイルス感染症の流行の長期化により、感染リスクを恐れた受診

　控えが続き、医業収入の不足が見込まれることから、不足する収入につい

　て、指定管理委託料を補正する。

◇補正内容

項　目 金　額

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.2 補正額 7,052 7,052

金額 ■説明

○新型コロナウイルスワクチンの接種体制を整え、市民の円滑なワクチン

　接種を実施するもの。想定より多くなった職員の時間外勤務や増員した

　会計年度任用職員の報酬等の人件費を補正する。

◇補正内容

◇財　源　

　　国庫補助金 10/10

　

新型コロナウイルスワクチン接種事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.2 補正額 25,599 25,599

金額 ■説明

○新型コロナウイルスワクチンの接種促進のため時間外・休日に接種を行った際

　の接種費用の上乗せ措置が設けられたことにより生じる接種費用の不足分につ

　いて、接種委託料を補正する。

◇実績および今後の見込み

◇補正内容

項　目 予算額 見込額 補正額

委託料 155,384 180,983 25,599

◇財　源　

　　国庫負担金 10/10

　

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

健康推進課

　同程度に落ち込むものと見込んで算出

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

節別内訳

12 委託料 2,000

内　容

委託料 2,000

日曜休日応急診療所指定管理料

　４月～６月までの実績をもとに、７月以降の医業収入

　が、新型コロナウイルスの影響を受けた令和２年度と

4 共済費 169

健康推進課

節別内訳

1 報酬 1,987

3 職員手当等 4,896

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 25,599

～７月末実績 ８月以降見込

通常 2,277 60,628 25,404 35,224 138,049,956
予診のみ 1,694 50 10 40 84,700
時間外加算 803 39,836 15,142 24,694 31,988,308

休日加算 2,343 4,635 1,762 2,873 10,859,805

180,982,769

区分 単価 対象者数 金額

合　計

項　目 金　額 内　容

報　　酬 1,987

共 済 費 169

職員手当等 4,896 時間外手当（見込）

合　　計 7,052

会計年度任用職員　人件費
　10月～11月（２か月分）×４人　等
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【新規】 境港市事業者応援給付金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

7.1.2 補正額 50,230 34,510 15,720

金額 ■説明

○緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が多くの都道府県に発令されているほか、

　県内でも新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、地域経済への影響が長引

　いていることを鑑み、休業もしくは売上が減少している市内事業者を対象に支

　援金を給付し、市内事業所の経営の一助とする。

◇制度概要等

（１）給付要件

　　市内に本社または本店となる事業所を有する中小企業者又は個人事業主で、

　　以下の要件に該当する者

　　①令和３年７月以降の売上が前年または前々年同月比30％以上減少している

　　　こと

　　②事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続の意思があること

　　③市税に滞納がないこと

　　④所得等の申告をしていること

（２）給 付 額　　　一律　100千円

◇補正内容

金　額

152

78

50,000

50,230

◇財　源

　　国庫補助金（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）

　

項目 事業費

水産商工課

節別内訳

10 需用費 152

事業名

担当課 費　目

項　目 内　　容

印刷製本費 広報用チラシ

手　数　料 新聞・市報折込手数料

11 役務費 78

18
負担金補助
及び交付金

50,000

給　付　金 ＠100千円×500者(社)

計
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【新規】 鳥取県内修学旅行等支援事業

国 県 市債 その他 一般財源

10.2.2 補正額 2,299 550 1,749

金額 ■説明

〇鳥取県が実施する修学旅行等に係るバス代支援事業費補助金を活用し、

　新型コロナウイルス感染症対策として、県内で実施する修学旅行に係る

　バス代の一部を支援することで、保護者の経済的な負担軽減を図る。

◇支援概要（県補助を活用した支援）

・支援要件：新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、県内修学旅行

　　　　　　又は探求を伴った校外学習等で次のすべての要件を満たし、

　　　　　　県が交付決定した後に実施する事業

①県内において、地域や郷土の理解を深める体験・交流活動を行い

　ふるさとキャリア教育の推進に資すること

②小学校第５・６学年又は中学校第２・３学年を対象にすること

③交付回数は１校あたり１回までとすること

・対象経費：バス借上経費(上限15万円/台）

・支 援 額：対象経費の１／３（上限５万円/台）

◇補正内容

項　目 金　額

役務費 2,299

◇財　源

　　県補助金　１／３

　　諸収入（鳥取県内修学旅行バス代保護者負担金）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費
財　　　　源　　　　内　　　　訳

バス借上げ手数料（旅行業者へ支払い）
　＠209,000円/台×11台＝2,299,000円
（バス内訳）
　　渡小、外江小、上道小、余子小、中浜小　　各２台
　　境小　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１台

教育総務課

節別内訳

11 役務費 2,299

内　　容
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◎一般会計補正予算（第４号）②（令和３年７月豪雨対策分）

[単位：千円]

【新規】 大雨被害農作物緊急防除対策事業費補助金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

6.1.3 補正額 882 588 294

金額 ■説明

○令和３年７月の記録的豪雨により被害を受けた白ネギ等圃場において、

　病害の蔓延を防ぐための緊急防除に要する経費を助成する。

◇補助概要

・対象経費：大雨の被害を受けた白ネギ等の病害防除に要する経費

・補 助 率：県1/3、市1/6

・実施主体：生産者、生産組織

◇被害状況

対　象 栽培面積 防除面積

夏ネギ 19ha 15ha

秋冬ネギ 28ha 28ha

春ネギ 17ha 6ha

合　計 64ha 49ha

◇補正内容

項　目 金　額

補助金 882

◇財　源

　　県補助金　２／３

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

・冠水により一部のネギは倒れて、収穫できない状況となった。
・畝が崩れ、軟白部が露出したことにより、日光が当たり軟白部
　が青く変色した。

・一定期間の冠水と、大雨後の気温上昇により、生育停滞や腐れ、
　欠株の発生が予想される。

内　　容

＠36千円/1ha×49ha×1/2(県1/3、市1/6）

農政課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

882

被 害 内 容
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【新規】 令和３年７月豪雨災害特別金融支援事業利子補助金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

7.1.2 補正額 48 24 24

金額 ■説明

○令和３年７月の記録的豪雨の影響により、経営の安定に深刻な影響が生じて

　いる市内中小企業者等が「境港市災害等緊急対策資金制度」による融資を受

　けた際の利子について３年間補助する。

◇融資概要

◇補正内容

項　目 金　額

補助金 48

◇財　源

　　県補助金 １／２

◇債務負担行為

　　令和４年度以降の利子補助について債務負担行為を設定する。

体育施設管理費

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

10.5.2 補正額 1,562 1,562

金額 ■説明

○令和３年７月の記録的豪雨に際し、雨漏りした幸神町体育館屋根の防水

　シートを全面貼替後、各トイレ天井の貼替を行う。

◇補正内容

金　額

1,562

事業名

18
負担金補助
及び交付金

48

内　　容

＠5,000千円×2件×1.43％×4か月/12か月

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

水産商工課

節別内訳

内　容

工事請負費 シート防水・ＷＣ天井貼替工事

担当課 費　目 項目 事業費

生涯学習課

節別内訳

14 工事請負費 1,562

項　目

補助対象

資金使途

融資限度額

融資期間

融資金利 1.43％（変動金利） ※利子補助（県1/2，市1/2　最長３年間）

保証料率

２億８千万円

10年以内（据置３年以内を含む）

0.23％～0.68％（９段階）

令和３年７月豪雨災害の影響により経営の安定に深刻な影響が生じている中小事業者
等で、次のいずれかに該当するとき。
　①事業の用に供する施設、設備、製品又は原材料等に被害を受けた者
　②最近１か月間（実績）とその後２か月間を含む３か月の売上高等の見込みが
　　前年同期比５％以上減少した者
　③売上高等の減少が今後の経営に支障を生じるおそれがあると見込まれる者

運転資金、設備資金、借換資金
（借換資金は運転資金又は設備資金に併せて行う場合に限る）
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◎一般会計補正予算（第４号）③（①コロナ対策及び②豪雨対策を除いた事業）

[単位：千円]

情報発信事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.1.2 補正額 517 517

金額 ■説明

〇日本海新聞発刊45周年企画「山陰ふるさと自慢」特集企画を活用して、境

　港市の魅力を県内外に発信する。

◇補正内容

項　目 金　額

広告料 517

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 66,825 66,825

金額 ■説明

○定期借地契約の締結に伴い、境港市土地開発公社が所有する土地および

　保留地の土地購入費を補正する。　

【新規】 夕日ヶ丘分譲地住宅地貸付制度用地取得事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.1.5 補正額 10,050 10,050

金額 ■説明

○夕日ヶ丘分譲地住宅地貸付制度（土地貸付及び譲渡の特例制度）の締結に

　伴い、保留地の土地購入費を補正する。　

【参考】

土地購入実績（定期借地制度および住宅地貸付制度）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

地域振興課

項目 事業費

都市整備課

節別内訳

11 役務費 517

内　　容

広告媒体：日本海新聞、大阪日日新聞

節別内訳

16
公有財産
購入費

66,825

事業名

担当課 費　目

事業名

担当課 費　目

項目 事業費

都市整備課

節別内訳

16
公有財産
購入費

10,050

件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額 件 数 金 額

公　社 3 25,221 2 20,855 5 45,654 7 69,422 156 1,537,852

保留地 7 68,788 10 101,091 15 165,354 3 29,901 92 970,154

合　計 10 94,009 12 121,946 20 211,008 10 99,323 248 2,508,006

R1 R2 R3(補正後） 累 計
区　分

H30
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地籍調査事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.1.6 補正額 2,667 1,763 904

金額 ■説明

〇令和３年度の県の交付決定額に合わせて、今年度の対象地区に上道地区の

　一部を追加し地籍調査事業の測量業務委託料を増額補正する。

◇補正内容

委託料 29,529 32,196 2,667 2,351 316

◇財　源

　　県（国）補助金 ３／４

戸籍事務システム運用事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

2.3.1 補正額 2,128 2,128

金額 ■説明 　　　　　

〇戸籍法改正に伴うシステム改修および戸籍副本データの全件送信作業に係る

　経費を増額補正する。

◇戸籍法改正内容（令和元年度改正、令和５年度からの開始予定）

①本籍地以外の市町村での戸籍謄抄本の発行

②戸籍の届出および行政手続における戸籍謄抄本の添付省略

◇スケジュール

　10月～12月　システム改修

　12月～1月　 戸籍副本データ送信

◇補正内容

金　額

◇財　源

　　国庫補助金 10/10

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

管理課

うち単市

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

節別内訳

12 委託料 2,667

項　目 当初予算

市民課

節別内訳

12 委託料 2,128

項　目

見込額 補正額
うち

補助対象

内　容

委 託 料 2,128
戸籍システム改修費及び

戸籍副本データ全件送信作業支援費
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【新規】 生理の貧困対策事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

3.1.1 補正額 8 2 6

金額 ■説明 　　　　

○経済的な理由等により生理用品を買うことができない、または買い控える方

　を支援するため、生理用品を無料配布する。

　令和３年５月24日より、防災備蓄品入れ替えによって生じた余剰分を活用し、

　福祉保健部相談窓口や市庁舎の一部トイレ、社会福祉協議会、市内小・中

　学校での配布を実施してきたが、県が新設した補助制度を活用し、今後不足

　が見込まれる需用費を補正する。

◇事業内容

　配布場所：①福祉課・健康推進課・子育て支援課の窓口【手渡し方式】

　　　　　　②第二庁舎および保健相談センターの１階女子トイレと多目的

　　　　　　　トイレ【設置式】

　　　　　　③社会福祉協議会【手渡し方式】

　　　　　　④市内小・中学校の保健室【手渡し方式】

　配布方法：①窓口・相談室・面談室に指差しで意思表示できる掲示物を設置

　　　　　　　し、希望者に配布

　　　　　　②庁内の女子トイレに生理用品が第二庁舎・保健相談センターに

　　　　　　　設置してある旨を掲示

　　　　　　③社会福祉協議会の窓口およびフードエイドにあわせて配布

　　　　　　④小・中学校の保健室に提供し、生徒・児童への配布方法は一任

　　　　　　⑤各種面談の際、職員の判断で必要に応じて配布

　配布数量：原則として生理用品５枚１セットとして生活困窮相談窓口等の案

　　　　　　内を袋に同封の上、配布

◇補正内容

項　目 金　額

◇財　源

　　県補助金 １／３ 

事業費

福祉課

節別内訳

事業名

10 需用費 8

担当課 費　目 項目

内　容

消耗品費 8
生理用品（456枚入） @2,895円×2セット

袋（12枚入） @110円×15パック
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【新規】 雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

3.1.3 補正額 1,838 919 459 460

金額 ■説明

○企業が重度障がい者等を雇用するに当たり、障害者雇用納付金制度に基づく

　助成金を活用しても当該重度障がい者等の雇用継続に支障が残る場合や、重

　度障がい者等が自営業として働く場合において、市が必要と認めたときに重

　度障がい者等の通勤や職場等における支援を行う。

◇事業内容

　対象者：①市内に在住している者。

　　　　　②重度訪問介護、同行援護、行動援護の障害福祉サービスの支給

　　　　　　決定を受けている者。

　　　　　③週の所定労働時間が10時間以上の者。または、今後10時間以上の

　　　　　　勤務になることが見込まれる者。

　対象となる支援：喀痰吸引、姿勢の調整等の職場における支援、

　　　　　　　　　４か月目以降の通勤支援

　　　※障害者雇用納付金制度に基づく助成金の対象とならない支援

◇補正内容

項　目 金　額

◇財　源

　　国庫補助金 １／２、県補助金 １／４

家庭用発電設備等導入推進事業補助金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.4 補正額 6,400 3,200 3,200

金額 ■説明

〇令和３年度から新たに補助対象となった蓄電池の補助申請件数が当初見込を

　上回り予算が不足することから増額補正する。　

◇補正内容

項　目 補助内容 補助上限 予算件数 実績件数 今後見込 予算額 見込額 補正額

蓄電池 400千円/件 6 14 8 2,400 8,800 6,400

太陽光 230千円/件 30 13 17 6,900 6,900 0

太陽熱 20千円/件 1 0 1 20 20 0

燃料電池 120千円/件 2 0 2 240 240 0

9,560 15,960 6,400

◇財　源

　　県補助金　１／２

　　繰入金（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金）　

事業費

福祉課

節別内訳

事業名

19 扶助費 1,838

担当課 費　目 項目

担当課 費　目 項目 事業費

環境衛生課

節別内訳

内　容

扶助費 1,838
11月から利用開始した場合の最大値

　@36,743単位×10円×5月

事業名

18
負担金補助
及び交付金

6,400

補助金

合　計
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【新規】 海洋ごみ対策事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.1.4 補正額 803 803

金額 ■説明

〇海洋ごみ対策として市内の河川にネットフェンスを設置し、回収した

　ごみの分別調査を行い、実態を把握する。

◇事業内容

　①川ごみの回収

　②川ごみの分別調査

　③市報やＨＰ、学校等での意識啓発活動

　①～③を繰り返して海洋ごみ軽減を図る。

◇補正内容

金　額

◇財　源

　　繰入金（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金）　

資源ごみ処理施設整備事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

4.2.2 補正額 8,250 8,250

金額 ■説明

〇リサイクルセンターの計量システムの老朽化により不具合が頻発しているため

　トラックスケール本体と合わせて更新費用を補正する。

◇スケジュール

　令和３年11月～令和４年６月　プログラム作成

　令和４年７月　システム一式交換、システム動作確認

◇補正内容

金　額

◇繰越明許

　　年度内に完了することが困難なため

事業費

環境衛生課

節別内訳

事業名

12 委託料 660

17 備品購入費 143

担当課 費　目 項目

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

環境衛生課

項　目 内　容

委 託 料 660
　川ごみ回収及び分別調査委託
　調査期間　３か月
　経費内訳　20千円／回×30回×1.1

備品購入費 143 　ネットフェンス一式（長さ６ｍ）

委 託 料 8,250 トラックスケール本体、データ処理装置等

節別内訳

12 委託料 8,250

項　目 内　容
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中海干拓地水利設備更新事業負担金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

6.1.4 補正額 202 3,600 ▲ 3,398

金額 ■説明

〇当初予算のとおり弓浜工区加圧機場２号ポンプのオーバーホールを実施した

　結果、追加で部品の交換が必要なことが判明したため、不足する予算を補正

　する。

　　また、交付税措置がある市債を利用するため、今回の補正に合わせ財源の

　振替を行う。

◇補正内容

当　初 補　正 合　計

1,150

-

-

11,000 575 11,575

3,850 201 4,051

3,850 202 4,052

3,300 172 3,472

◇財　源

　　市　債（一般補助施設整備等事業債）

中海干拓地農地再生事業負担金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

6.1.4 補正額 660 660

金額 ■説明

〇（公財）鳥取県農業農村担い手育成機構が実施する、中海干拓地の荒廃農地

　を再生し、新たな担い手農家に貸し出す事業に係る経費の負担金。

◇整備内容

・整備内容：①雑木の伐根・処分、②除草、③耕運

・整備時期：12月～３月

・整備面積：25,202㎡（2.52ha）

（所有者A:15,182㎡(５区画)、所有者B:10,020㎡(３区画)）

・整備事業費：3,300千円

・負担割合：国1/2（農地耕作条件改善事業）、県1/5、市1/5、受益者1/10

※受益者＝整備後に農地を借りる者（貸付までは機構が立替）

・貸付予定：令和４年４月から

◇補正内容

項　目 金　額

負担金 660

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

22,000 23,150用水機場ポンプ施設整備委託 ２号ポンプオーバーホール

排水機場ポンプ施設整備委託 洪水１・２号ポンプオーバーホール

農政課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

202

業 務 名

負担割合

国(50％)

県(17.5％)

市(17.5％)

米川土地改良区(15％)

事業名

作 業 内 容

加圧機場ポンプ施設整備委託 ２号ポンプオーバーホール

内　　容

整備費＠3,300千円×1/5（負担割合）

担当課 費　目 項目 事業費

農政課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

660
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【新規】 境港市事業承継支援事業補助金

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

7.1.2 補正額 1,000 1,000

金額 ■説明

〇市内中小企業者が、後継者不在により第三者の承継先を探すために要する

　経費の一部を助成する。

◇補助概要

・対象経費：自社の事業に係る第三者承継先を探すために専門機関等からの

　　　　　　支援を受ける契約を締結する際に生じる着手金・手付金その他

　　　　　　の初期費用。

・補 助 率：１／２（上限50万円）

◇補正内容

項　目 金　額

補助金 1,000

◇財　源

　　繰入金（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金）　

【新規】 水木しげる記念館文化観光拠点施設機能強化事業

国 県 市債 その他 一般財源

7.1.3 補正額 1,751 1,165 586

金額 ■説明

〇文化庁の補助を活用し、水木しげる記念館の機能強化及び魅力向上を図り、

　文化観光拠点施設として、周辺観光施設との連携や妖怪文化の伝承、情報発

　信を行う。

◇事業内容

①妖怪文化伝承事業

　文化伝承に必要な冊子を作成し、市内小学校児童を対象に妖怪文化に関する

　授業を行うとともに、市民向けの妖怪文化伝承講座（全３回）を開催する。

②ミュージアムネットワーク事業

　中海・宍道湖・大山圏域観光局と連携し、会員証やチケットを各施設で提示

　すると、入館料割引や記念品の贈呈等の特典を受けられる連携事業を実施す

　る。

③妖怪文化情報発信事業

　ＳＮＳを活用したフォトコンテストを開催し、妖怪に対する関心を高め、

　水木しげる記念館及びロードへの訪問意欲の向上を図る。

◇補正内容

金　額

59

807

90

956

495

495

150

150

300

1,751

◇財　源

　　国庫補助金 ２／３

　　繰入金（魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金）　

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

水産商工課

節別内訳

担当課 費　目 項目 事業費
財　　　　源　　　　内　　　　訳

観光振興課

18
負担金補助
及び交付金

1,000

内　　容

＠1,000千円×1/2×２件

事業名

12 委託料 150

13
使用料及び
賃借料

90

節別内訳

7 報償費 59

10 需用費 1,452

小　計

ミュージアム
ネットワーク事業

需 用 費 ガイドブック作成

小　計

事　業 項　目 内　　容

文化伝承事業

報 償 費 妖怪文化伝承講座 講師謝金

需 用 費 冊子・ポスター・チラシ作成、事務用品

使 用 料 講座会場借上料

合　　計

妖怪文化
情報発信事業

需 用 費 チラシ作成

委 託 料 SNSイベント開催委託

小　計
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【新規】 土木災害対策事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

8.2.1 補正額 5,243 5,243

金額 ■説明

〇近年、多発している大雨や高潮等による浸水対策として、水中ポンプ等

　の備品購入に係る費用を補正するもの。

◇補正内容

項　目 金　額

除雪機械運転手育成支援事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

8.2.2 補正額 121 59 62

金額 ■説明

〇除雪作業に必要となる大型特殊免許取得費用の補助申請件数が当初見込

　を上回る状況であり、予算が不足することから増額補正する。

◇補正内容

補助内容 補助率 予算件数 実績件数 今後見込 予算額 見込額 補正額

大型特殊 2/3 5 5 2 335 478 143

建設機械 2/3 1 0 0 22 0 ▲ 22

357 478 121

◇財　源

　　県補助金 １／２

【新規】 狭あい道路拡幅整備事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

8.2.3 補正額 10,000 5,000 4,500 500

金額 ■説明

〇余子３号線及び余子１５２号線について、市道を拡幅することに

　地権者の同意が得られたため道路拡幅工事に係る測量・設計業務を

　補正する。

◇補正内容

金　額

◇財　源

　　国庫補助金 １／２

　　市　債（公共事業等債）

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

備品
購入費

5,243 水中ポンプ（15基）、発動発電機（15基）、ホース

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

管理課

節別内訳

17 備品購入費 5,243

内　容

合　計

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

管理課

節別内訳

18
負担金補助
及び交付金

121

補助金

内　容

委託料 10,000
用地測量（Ｌ＝200ｍ）、物件補償業務、
道路拡幅設計

管理課

節別内訳

12 委託料 10,000

項　目
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○債務負担行為補正（追加）

[単位：千円]

　令和３年７月豪雨災害特別金融支援事業利子補助金

■説明

　令和３年７月の記録的豪雨の影響により、経営の安定に深刻な影響が生じている市内中小企業者

等が「境港市災害等緊急対策資金制度」による融資を受けた際の利子について３年間補助する。

　令和４年度以降の利子補助について、債務負担行為を設定する。

　市民バス運行管理委託料

■説明

　境港市民バス（はまるーぷバス）の運行管理委託について、令和４年度から令和６年度までの

運行管理に関する契約を締結し、令和４年度当初から運行を開始するため、債務負担行為を設定

する。

　市民交流センター指定管理委託料

■説明

境港市民交流センターの指定管理委託について、令和４年度から令和６年度までの管理運営に

関する協定を締結し、令和４年度当初から管理運営を行うため、債務負担行為を設定する。

◎下水道事業費特別会計補正予算（第２号）

[単位：千円]

下水道管渠事業

国 県 市債 その他 一般財源

1.2.1 補正額 13,400 13,400

金額 ■説明

〇渡町の汚水管路施設の設計業務に必要な経費を補正する。

◇補正内容

金　額

◇財　源

　　市　債（下水道事業費)

事　項

担当課 期　　間 限　度　額

観光振興課 令和４年度～令和６年度 契約に定める額

事　項

担当課 期　　間 限　度　額

水産商工課 令和４年度～令和６年度
融資実行日から３年を経過する日

までの間に生じた利子の額

事　項

担当課 期　　間 限　度　額

生涯学習課 令和４年度～令和６年度 基本協定に定める額

事業名

担当課 費　目 項目 事業費
財　　　　源　　　　内　　　　訳

内　容

委 託 料 13,400
公共汚水桝及びマンホールポンプ
に係る実施設計

下水道課

節別内訳

12 委託料 13,400

項　目
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◎介護保険費特別会計補正予算（第１号）

[単位：千円]

国県負担金補助金等返還金

項目 財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

5.1.2 補正額 21,156 21,156

金額 ■説明

○令和２年度に交付を受けた国庫負担金等の精算に伴う返還金。

◇補正内容

返還先 受入額 確定額 返還額

640,349 627,053 13,296

54,493 50,129 4,364

県 26,851 24,566 2,285

935,493 935,420 73

24,751 23,612 1,139

21,157

項　目 当初予算 返還額 補正額

返還金 1 21,157 21,156

◇財　源 繰越金

事業名

担当課 費　目 事業費

返　　還　　金　　合　　計

国
介護給付費交付金

地域支援事業交付金

地域支援事業交付金

支払基金
介護給付費交付金

地域支援事業交付金

長寿社会課

節別内訳

22
償還金利子
及び割引料

21,156

項　　目
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