
補正予算（一般会計）の概要
平成１６年度は、以下のような補正予算を計上しています。

（単位：千円）

事業名等 事業費

当初予算 22,392,106

合併に伴う電算システムの改修等 28,722
出産手当金 1,400

６月補正 68,060 米の数量調整円滑化推進 2,245
畜産振興総合対策事業費補助金 920
森づくり作業道整備事業費補助金 1,056
大型スーパー特別対策資金保証料補助金 2,965
地域づくりアドバイザー利用費 300
打吹まつり実行委員会補助金 4,500
いきいきライフカレッジ事業費 450
子ども週末活動支援事業費 1,190
伝統的建造物群防災センター建設 23,077
学校給食用器具（トレイ）購入 1,004

下水道事業特別会計繰出金 -6,217 
７月補正 -6,217 
(専決)

第10次総合計画策定業務委託料 2,000
合併に伴う電算システムの整備等 406,314

９月補正 448,876 飲料水供給施設整備費補助金 1,050
障害者地域生活支援センター委託料 4,000
農業者チャレンジプラン支援事業費補助金 20,550
21世紀園芸産地づくり事業費補助金 -9,300 
森づくり作業道整備事業費補助金 800
生きがい林業促進事業費補助金 1,310
農道管理委託料 2,885
ふるさと産業規模拡大事業費補助金 2,000
河川改修・浚渫工事 2,233
住宅明渡訴訟等弁護士手数料 600
街なみ環境整備方針策定委託料 2,000
小鴨小学校校舎等基本設計委託料 9,833
旧牧田家建物調査委託料 1,500

農林水産業施設補助災害復旧 8,000
10月補正 21,104 公共土木施設災害復旧 8,590

(専決) その他の公共施設災害復旧 4,514

議員報酬等 -3,187 
合併に伴う議場録音システム改修 1,916
合併に伴う庁内電話統合業務 5,762

12月補正 -403,655 退職手当（早期退職者） 51,062
事務賃金（臨時職員） 6,777
国県支出金等還付金 17,209
地域ケーブルテレビ施設事業費補助 -102,433 
合併に伴う電算システムの改修等 13,260
ごみ分別収集手引き等印刷製本費 1,249
廃食用油のリサイクル推進費 6,079
し尿くみ取り委託料 -4,924 

区分 補正の金額 補正の概要

　当初予算編成後の事由によ
り、当面欠くことのできない経費
について計上したもの。

　９月７日の台風１８号による被
害に伴うもの。

　おおむね年度末までの各事業
の決算を見込んだもの。
　また、新たな状況等が生じた
ため、補正を行うもの。

主な内容

下水道事業高資本費対策借換
債及び平準化債の増額に伴い
特別会計への繰出金を減額し
たもの。
　前年度繰越金が明確となった
こと。また当初予算編成時から
半年を経過し、その間の事由に
対応するためのもの。



国民健康保険事業特別会計繰出金 -13,147 
特別医療扶助費 -26,530 
老人保健事業特別会計繰出金 20,422
身体障害者施設訓練等支援費 -11,391 
児童手当 -23,920 
乳児保育促進事業委託料 -16,124 
介護保険事業特別会計繰出金 9,215
保全松林緊急保護整備事業委託料 -3,300 
松くい虫防除事業委託料 -1,630 
林業・木材産業構造改革事業促進 6,360
農業集落排水事業特別会計繰出金 -4,199 
農林水産業施設災害復旧 38,564
企業立地促進補助 42,811
緊急雇用創出特別基金事業 20,995
商工振興資金貸付金 -387,311 
県道改良事業費地元負担金 30,050
県街路改良事業費地元負担金 23,288
地方特定道路整備 -14,100 
下水道事業特別会計繰出金 -53,199 
市営野球場整備 5,000
体育施設整備維持管理委託料 -6,610 
中部ふるさと広域連合負担金 -2,425 
その他の公共施設災害復旧 3,319

12月補正 30,400 園芸施設復旧対策事業費補助 30,400
(追加分)

退職手当 74,036

法人税還付金 36,850
合併処理浄化槽設置費補助 -10,731 
児童扶養手当 3,085
シルバー倉吉改修工事 -5,364 
チャレンジプラン支援事業費補助 -9,227 
堆肥等処理施設緊急整備費補助 -6,792 
団体営基盤整備促進事業（北面地区） 2,020

３月補正 2,233,253 農地農業用施設補助災害復旧 -2,196 
グリーンスコーレせきがね貸付金 80,000
県道改良事業負担金 5,550
県街路改良事業負担金 2,627
除雪自動車借上 3,600
公共土木施設補助災害復旧 -11,000 
上井羽合線沿道土地区画整理事業

特別会計繰出金 -12,700 
教員加配費用協力金 -6,390 
上井公民館改築 -4,050 
庁舎管理 10,939
長期債償還元利金 370,351
教育委員会支援事業給与負担金 1,360
関金町一時借入金返済 887,142
総合行政システム保守委託 2,198
地域情報通信基盤整備事業 70,361
合併処理浄化槽設置費補助 1,856
簡易水道事業特別会計繰出金 4,300
戸籍・住民基本台帳システム保守委託 2,167
国民健康保険事業特別会計繰出金 13,069
老人保健事業特別会計繰出金 53,167

　９月７日の台風１８号による水
耕栽培施設の被害に伴うもの。

　また、3月22日合併において、
関金町から債権債務の承継を
するため、予算計上するもの。
　（2,094,425）

　12月補正予算計上後における
事業費の確定及び新たな状況
等が生じたため、補正を行うも
の。
　（138,828）



保育所運営費 2,321
介護保険事業特別会計繰出金 50,959
田園空間整備事業 30,189
森林整備地域活動支援交付金 6,881
農業集落排水事業特別会計繰出金 76,200
農地農業用施設補助災害復旧 10,120
除雪自動車借上 1,500
一般道路新設改良費 66,434
地方道路整備臨時交付金事業 142,874
河川浚渫工事 2,858
公共土木施設補助災害復旧 8,786
公共土木施設単独災害復旧 2,845
下水道事業特別会計繰出金 184,900
公営住宅整備（マロニエ団地） 64,815
中学校整備 7,872
合併に伴う庁内電話統合業務 -525 

中部ふるさと広域連合負担金 -1,238 
３月補正 4,938 退職手当基金積立金 90,000
(専決) 関金町一時借入金返済 -37,142 

合併に伴う電算システムの改修等 -41,314 
県道改良事業負担金 -3,271 
下水道事業特別会計繰出金 3,842
農地農業用施設補助災害復旧 -4,755 
公共土木施設補助災害復旧 -986 

補正後予算額 24,788,865

　12月補正予算計上後における
事業費が確定したため、補正を
行うもの。
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