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下水道事業特別会計 7月専決

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

2.1.163,010 62,900110 0

事業の説明

地方債（高資本費対策借換債）62,900千円
受益者負担金　110千円の増額

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

下水道高資本費対策借換債
公営企業金融公庫から借入れた市債で、利率が6.0％以上のもののう
ち、62,900千円の借換をおこなうもの
10万円未満の端数があるため、償還元金は63,010千円となる。

歳出積算根拠（金額）

63,009,202円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

下水道課

左の財源内訳
予算科目 金額

公債費（元金）
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一般会計 8月専決

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

2.4.727,649 27,649 0

事業の説明

選挙管理委員会事務局

左の財源内訳
予算科目 金額

衆議院議員総選挙

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

　県委託金　　27,649千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　平成17年8月 8日　衆議院解散
　平成17年8月30日　公示
　平成17年9月11日　投票・開票

歳出積算根拠（金額）

　
　衆議院議員総選挙費　27,649千円
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

2.1.6220,000 220,000

事業の説明

財政課

左の財源内訳
予算科目 金額

減債基金積立金

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

地方財政法第7条（剰余金）
「・・・剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一
を下らない金額は、・・・積み立て、・・・なければならない。」
に基づき、減債基金にこれを積み立てるもの

歳出積算根拠（金額）

　
平成16年度一般会計実質収支　430,286,363円
　430,286,363円×1/2＝215,143,182円≦220,000,000円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

2.1.7-87,500 -87,500 0

事業の説明

上記のとおり

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　本市における情報通信格差の早期解消と、平成２３年までに全てのテ
レビジョン放送がデジタル化されることによる新たな難視聴地域の発生
の予防を図り、その地域住民の福祉の向上と生活の利便性を高めること
を目的として、ケーブルテレビ未整備地域の整備を行う。

対象地区：北谷地区、高城地区　　　対象世帯：820世帯

歳出積算根拠（金額）

総務省に申請していた平成１７年度新世代地域ケーブルテレビ施設整備
事業補助金が不採択となったため、県補助金（国庫分）の８７，５００
千円を減額する。
新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業補助金　306,250千円
 （補正前）87,500（国）+109,375（県）+109,375（市）= 306,250
 （補正後）             153,125（県）+153,125（市）= 306,250
総事業費     350,000千円
　県補助金  (350,000 - 43,750) × 1/2 = 153,125千円
　事業者負担 350,000 × 1/8 = 43,750千円
　市補助金  (350,000 - 43,750) × 1/2 = 153,125千円
　（うち50,000千円は平成17年度支払、残り103,125千円は
　　　　　平成18～平成20年度までの分割払い：債務負担行為）

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

情報政策課

左の財源内訳
予算科目 金額

高度情報化（新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業）
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

3.2.2 41,59527,730 13,865

事業の説明

福祉課

左の財源内訳
予算科目 金額

次世代育成支援対策施設整備補助金

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

上記のとおり

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

本補助金については、昨年度まで「社会福祉施設整備費補助金」として国（1/2）・
県（1/4　地方財政措置）において補助されていましたが、次世代育成支援対策推進
法の施行により、今年度から「次世代育成支援対策施設整備交付金」として国
（1/2）・市（1/4　地方財政措置）において補助することに変更になったもの。

【倉吉市次世代育成行動計画との整合性】
ババール園は平成11年4月に30人定員で開設し、平成14年度には定員を60人に増員し
て運営しているが、その後も利用増の傾向にあり、平成15年度から平成17年度におい
て、平均入所率は120％を超えることが見込まれる。
　また、当該保育所では、現在、地域子育て支援センター、休日保育、延長保育、一
時保育等特別保育事業に積極的に取り組んでおり、これらの事業の充実と推進を掲げ
る本市の次世代育成支援行動計画の目標達成への貢献は大きい。
【整備概要】
　・整備施設　　ババール園（保育所）　　倉吉市山根425-3
　・経営主体　（社）敬　仁　会
　・整備概要　　定員増（60人　→　90人）に伴う施設の増築
　　　　　　　　保育棟（鉄骨２階建　増築）
　　　　　　　　保健室（鉄骨平屋建　増築）
　　　　　　　　厨房・倉庫（鉄骨平屋建　増築）
　　　　　　　　平成18年4月（開所予定）
　・総事業費　　135,087千円

歳出積算根拠（金額）

次世代育成支援対策施設整備費補助金　41,595千円
　27,730千円（国） + 13,865千円（市） = 41,595千円
　（単市分13,865千円については国からの地方財政措置）
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

6.1.3 2,285 1,523 762

事業の説明

１台
一式

１台

トラクター
グレイタスローダー

計

県 4,570千円×1/3≒1,523千円
市 4,570千円×1/6≒　762千円
事業主体 4,570千円×1/2≒2,285千円（農事組合法人灘手東部）

∴事業費＝県＋市＝1,523＋762＝2,285千円

県　　　4,570千円×1/3≒1,523千円

3,835千円
735千円

4,570千円

歳出積算根拠（金額）

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

【平成17年度】トラクター（34ps）
　　　　　　　グレイタスローダー

【平成18年度】田植機（6条）

　　　　　　   （トラクターの前に装着するバケット）

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

３集落１農場方式農業生産法人の経営拡大プラン（農事組合法人灘手東部）
　地域の水田は自分たちで守る体制づくりを行い、平成16年に穴沢(１９戸)、
尾原(３２戸)、別所(１８戸)の３集落により農事組合法人灘手東部(構成員６
２名)が設立され、経営面積２１．６ｈａで水稲、大豆、麦を主要作物とし、
生産の安定と生産コストの低減、水田の高度利用に取り組んでいる。先駆的法
人として、地域の水田農業を守るだけでなく、地域生活向上への期待も出てき
たことを受け、集落間を越えた法人の安定経営を実現し、集落営農としての集
落法人モデルを目指す。

農林課

左の財源内訳
予算科目 金額

チャレンジプラン支援事業

6 



一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

6.1.7 2,500 1,250 500 750

事業の説明

積算根拠（金額）

積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

　
  佐野隧道補修工事（Ｌ＝6ｍ）　　2,430千円
　事務費　　　　　　　　　　　 　 　70千円
　総事業費　　　　　　 　　　　　2,500千円

負担割合
　　　　　県　　　50%  2,500千円×5/10=1,250千円
　　　　　市　　　30%  2,500千円×3/10=　750千円
　　　　　地元　  20%  2,500千円×2/10=　500千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　
　佐野井手水路は、松河原地区（佐野）の田(受益者15名、受益面積
4.9ha）に用水を供給している重要な水路である。
　平成17年2月18日受益者から佐野隧道（水路の一部）の崩壊の連絡が
あり、状況を確認した。その結果、隧道の出口から隧道内へ向かって
約8ｍ付近で崩壊していたことが判明。直ちに、隧道を閉鎖したため、
用水の供給ができなくなった。
  その後、補修方法等について、県と協議を行い、単県農業農村整備
事業で対応できることとなった。本年度は、減反等の調整により耕作
に支障がないようにしているが、本年度中に修繕を完了させ、来年度
以降の作付に支障の無いよう対応したい。

農村整備課

左の財源内訳
予算科目 金額

単県農業用用排水施設整備事業(松河原地区)

7 



一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

6.1.9 141 141

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
            対象（誰、何を対象にしているのか）
            意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）
　
　県道改良工事が県によって実施される時に、何らかの占用物件が道
路工事の支障となるときには、占用者の負担で必要な措置をとらなけ
ればならない。
　市の施設である勝負谷地区畑管（かんがい施設）空気弁は、一般県
道上大立大栄線の路肩部分にあり、県から許可を受け使用している。
このたび道路改良工事が県によって実施されるが、工事が完了する
と、路面が現在より高くなる。路面と路肩との間に段差が生じるので
市は畑管空気弁を路面の高さにまで引き上げなければならない。その
ため、空気弁の嵩上げ業務を委託する。

歳出積算根拠（金額）

勝負谷地区畑管空気弁嵩上げ業務　　140,835円

農林課

左の財源内訳
予算科目 金額

小規模零細地域営農確立促進対策事業
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

6.2.21,008 1,008

事業の説明

農林課

左の財源内訳
予算科目 金額

林道維持管理事業

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　市管理林道全27路線の内、著しく草が茂り通行の支障をきたしてい
る9路線（L=31km）の草刈業務。

・路線名　　立見、栗尾、河来見、高城山、下谷、汗干、円谷広瀬、
　　　　　　円谷広瀬2号、大河原今西
・作業時期　9月下旬予定
・作業手順　各路線の関係公民館等に作業依頼し労務賃金を支払う。

歳出積算根拠（金額）

【除草作業】

5.0人（1km当り作業人員）×31km（作業延長）＝155人
6,500円×155人＝1,007,500円
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

8.2.1 433 433

事業の説明

建設課

除雪対策事業

予算科目 金額
左の財源内訳

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　平成17年3月、市道上井清谷線の融雪装置消雪操作盤（2箇所）の降
雪感知器が故障し、現状では降雪・凍結時に交通事故が起こる危険性
がある。このため、降雪・凍結時期の12月までに感知器の取り替えを
行う。

歳出積算根拠（金額）

　見積（1箇所当り）＠216,300円×2箇所＝432,600円
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

8.2.24,500 4,500

事業の説明

建設課

左の財源内訳
予算科目 金額

道路維持事業（市道和田東町井手畑線舗装補修工事）

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　市道和田東町井手畑線は、急勾配のため、通常の舗装では、冬期に
スリップ事故が増加することから、現在、アスファルト表面を削った
状態で放置している。
　しかし、アスファルト厚が少ないことによる耐久性の低下や経年変
化による路面の老朽化により、路面の陥没等が発生しやすい状態と
なっており交通事故を引き起こす可能性がある。
　このため、路面補修のアスファルト舗装を行う。

歳出積算根拠（金額）

市道和田東町井手畑線舗装補修工事　4,500千円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

8.2.3 4,000 4,000

事業の説明

 市道めいりん中央線道路改良工事  4,000千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

歳出積算根拠（金額）

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

建設課

左の財源内訳
予算科目 金額

一般道路新設改良事業（市道めいりん中央線道路改良工事）

　
 本線は、上流からの排水を流す横断側溝4ヶ所のうち3ヵ所について
は、交通量が多く、特にトラック等の通行による横断側溝の蓋及び側
溝壁の損傷がひどい。そのため騒音、振動による苦情が周辺住民より
出ており、その都度補修対応してきた。しかし、補修では抜本的な振
動等への対応が出来ないため段差解消の工事を行う。
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

8.2.53,600 972 2,628

事業の説明

　諸収入（営林署受益者負担金）972千円
　　3,600千円×0.27＝972千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

  本木橋は、今年2月に桁の破損が発見され、現在通行止めとしてい
る。しかし、通行関係者（水田、畑等の所有者）及び地元公民館より
早期の復旧要望が出されており、年内中に木橋を復旧し交通開放を行
う。

歳出積算根拠（金額）

　耳１号橋架替工事　3,600千円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

建設課

左の財源内訳
予算科目 金額

橋梁維持補修事業（耳１号橋架替工事）
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

8.3.23,000 2,1001,000-100

事業の説明

建設課

急傾斜地崩壊対策事業

予算科目 金額
左の財源内訳

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

寄附金（施工対象地区の自治公民館から・・1/3）
　　　　　　決算見込 20,000千円×1/3＝6,666千円
　　　　　　現計予算 17,000千円×1/3＝5,666千円
     　　　 差引　　　　　　　　　　　1,000千円
起債（自然災害防止事業債・・充当率100%）
            決算見込 20,000千円×2/3＝13,300千円
　　　　　　現計予算 17,000千円×2/3＝11,200千円
     　　　 差引　　　　　　　　　　　 2,100千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　
　県の指定する急傾斜指定区域の崩壊対策事業費に対する地元負担金
　
　平成17年2月23日に自然災害により崩落した穴田地区の急傾斜地危
険箇所の崩壊対策工事（県施行）に伴う地元負担金。県はすでに6月
補正で予算計上している。
　

歳出積算根拠（金額）

　
県施行の急傾斜地崩壊対策事業費のうち、地元負担として10％（公共
関連地区事業負担率）を負担する。
・事業費30,000千円×10%=3,000千円
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

8･4･1 4,1254,125 0

事業の説明

 景観協議会（5名×＠3,000円×5回） 75千円
 景観計画の策定 3,940千円
    景観特性調査・景観区域の設定等
 その他（通信運搬費等） 110千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

歳出積算根拠（金額）

合併市町村補助金
　補助率10/10

 
　良好な景観形成を促進するため、景観計画その他の施策を総合的に講
ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活
環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生
活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目
的として景観法が公布（平成16年6月）、施行（平成16年12月、平成17年
6月）された。
　
　景観法において、地方公共団体の責務は、良好な景観の形成の促進に
関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その区域の自然的社会的諸条
件に応じた施策を策定し、及び実施することである（景観法第4条）
　
　景観行政を主体となって行っていくためには、市町村の場合、知事の
同意を得て「景観行政団体」になる必要があり、本市は県と協議し（平
成17年5月24日協議書提出）同意を得て（6月10日県同意）、平成17年8月
1日をもって景観行政団体となった。

取組内容
○ 景観特性の把握（歴史的景観・自然景観等景観の特性調査）
○ 景観協議会の開催（行為の制限等に関する事項等の検討）
○ 景観計画・景観条例の制定（平成18年3月予定）

管理課

左の財源内訳
予算科目 金額

都市計画総務（景観形成事業）
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.2.1 3,032 3,032

事業の説明

教育総務課

左の財源内訳
予算科目 金額

小学校運営事業（上灘小学校管理特別教室棟屋上防水改修工事）

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

 上灘小学校管理特別教室棟(鉄筋2F)は屋上防水シートの劣化が進み亀裂が多数発
生している。そのため、雨水が防水シート内に溜まり、屋上床コンクリートク
ラック（ひび）に入り込むことによる2階教室の天井雨漏りを引き起こしている。
雨漏りする教室は、コンピューター室と放送室であり、棟の西側部分に集中して
いる。コンピューター室と放送室は学校活動での使用頻度も高く、学習面及び衛
生面において教育環境に支障が生じており、早急な対応が必要である。本来、屋
上全面の防水シート張り替えが必要ではあるが、雨漏りが西側部分に集中してい
ることもあり今回は部分（1/3）補修とする。

■雨漏りする教室
(1)コンピューター室
・教材ソフトを使用してのパソコン学習で各クラス（全12クラス）が週1回の割り
当てで使用している。
(2)放送室
・委員会活動として、担当の児童が交代で毎日使用している。

歳出積算根拠（金額）

上灘小学校管理特別教室棟屋上防水改修工事　3,465千円
26,319千円（決算見込）－23,287千円（現計予算）＝3,032千円（今回補正）

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.2.1 495 495

事業の説明

学校教育課

左の財源内訳
予算科目 金額

小学校運営事業（防犯ブザー購入）

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

 不審者による声かけ事案等が多発する中、児童生徒の安全確保は急
務である。本年度、鳥取県は文部科学省の委託事業「地域ぐるみの学
校安全体制整備推進事業」の研究指定を受け、そのモデル地域として
本市が指定された。本事業(事業費2,000千円）において、県は防犯活
動啓発用品（さすまた、防犯パトロールジャンパーなど）の購入など
を予定している。この委託事業とあわせて防犯ブザーを購入し、小学
校低学年の児童に携帯させ、更なる安全確保に努める。

歳出積算根拠（金額）

防犯ブザー　1個　330円（税込）
小学校1年生から3年生児童に貸与　1,500個

330円×1,500個＝495,000円
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.2.22,774 2,774

事業の説明

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　市内の小学校において、児童に対するきめ細やかな指導をより一
層推進するため、10月より教員補助員を配置する。小学校3名の配置
を予定。
　
　教員免許を有しなくても、子どもが好きで情熱のある地域人材を
活用し、不登校傾向の児童への対応、施設入所児童への支援、障害
児学級に在籍する児童への支援、軽度発達障害のある児童への支援
などを行う。その結果、児童が、明るく楽しく落ち着いた学校生活
をおくることができるようになる。

歳出積算根拠（金額）

賃金・・・6,500円(日額)×21日×6月×3人＝2,457,000円
社会保険料・・・2,457,000円×128.62/1000＝316,019円
合計・・・2,457,000円＋316,019円＝2,773,019円

積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

学校教育課

左の財源内訳
予算科目 金額

小学校元気はつらつプラン
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.3.112,390 12,390

事業の説明

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　
　西中学校特別教室棟(鉄筋4F)は屋上防水シートの劣化が進み、亀裂や破れが広
範囲にわたっている。そのため、屋上床コンクリートクラック（ひび）から雨水
が入り込み、長時間の雨が降ると４階教室の天井から雨漏りする状況である。雨
漏りする教室は、視聴覚教室と生徒会議室の２教室であり、この２教室は授業で
の使用頻度も高く、学習面及び衛生面において教育環境に支障が生じている。ま
た、音楽室は天井ボードの染みだしが全面にわたり、今後天井ボードの腐食によ
る広範囲の雨漏りが予想される。

■雨漏りする教室
(1)視聴覚教室
・教材ソフトを使用してのパソコン学習（国語、社会、理科、総合学習）で各学
  年が使用している。使用時間は毎日１～２時間程度。
(2)生徒会議室
・主に１年生が数学の少人数指導として毎日３時間程度使用している。

■天井ボードが腐食している教室
(1)音楽室
・各学年の音楽の授業に使用。毎日３時間程度使用している。

歳出積算根拠（金額）

西中学校特別教室棟屋上防水改修工事　12,390千円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

教育総務課

左の財源内訳
予算科目 金額

中学校運営事業（西中学校特別教室棟屋上防水改修工事）
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.3.21,849 1,849

事業の説明

学校教育課

中学校元気はつらつプラン

予算科目 金額
左の財源内訳

積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　市内の中学校において、生徒に対するきめ細やかな指導をより一
層推進するため、10月より教員補助員を配置する。中学校2名の配置
を予定。
　
　教員免許を有しなくても、子どもが好きで情熱のある地域人材を
活用し、不登校傾向の生徒への対応、施設入所生徒への支援、障害
児学級に在籍する生徒への支援、軽度発達障害のある生徒への支援
などを行う。その結果、生徒が、明るく楽しく落ち着いた学校生活
をおくることができるようになる。

歳出積算根拠（金額）

賃金・・・6,500円(日額)×21日×6月×2人＝1,638,000円
社会保険料・・・1,638,000円×128.62/1000＝210,680円
合計・・・1,638,000円＋210,680円＝1,848,680円
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.3.3 8,742 8,742

事業の説明

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　鴨川中学校屋内運動場の建設位置変更に伴い、建設位置下の地下構造物（用水
路及び敷地内水路）の経路変更が必要となった。また、経路変更することにより
寄宿舎浄化槽雑排水処理、既存校舎の浄化槽排水処理も併せて必要となった。

増加工事（17年度:18年度＝4:6）
・建設位置変更に伴う雑工事　1,869千円
　　（18年度　2,804千円＝債務負担行為の増額）

附帯工事（17年度のみ）
・敷地内水路の経路変更及び用水路変更　19,992千円
・既存校舎の浄化槽排水処理（公共下水への仮接続）　1,866千円
・寄宿舎浄化槽雑排水処理（公共下水への接続）　1,215千円

解体工事（18年度のみ）
・建設位置変更に伴う解体工事の翌年度施工による減　△16,200千円

歳出積算根拠（金額）

増加工事　   1,869千円
附帯工事　  23,073千円
解体工事　△16,200千円

計           8,742千円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

教育総務課

左の財源内訳
予算科目 金額

鴨川中学校屋内運動場改築事業
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一般会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

10.4.3 9,1013,622 5,479

事業の説明

文化財課

左の財源内訳
予算科目 金額

伝統的建造物群保存地区保存事業（伝建火災跡地整備事業）

国庫補助金（まちづくり交付金）　　9,101千円×　39.8％　＝3,622千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

 平成15年5月13日に発生した火災の跡地を復興し、歴史的景観を整備するととも
に地域の住民が安心して暮らせる環境を整えるとともに、市民が交流し触れ合う
施設を造る。

中庭整備
復元した町家「くら用心」と残存する土蔵の間を整備する。庭に残る庭石や燈篭
を活かし、さらに第6回緑の彫刻賞受賞作品の設置と併せて中庭の整備を図り、
併せて隣接する民家との境に高さ2.4ｍ・長さ60ｍの土塀を設置する。

土蔵再生
敷地内に残る三棟の土蔵の内部の修復と整備を行う。土蔵内部を多目的に利用で
きるようにするため、電気配線・つり金具の設置などの環境整備を行う。これに
より町家「くら用心」との一体化利用が可能と考える。

積算根拠（金額）

工事費　　　中庭整備　　　　　　　　　1,804千円
　　　　　　塀の整備　　　　　　　　　4,950千円
　     　　 土蔵内部整備　　　　　　　1,792千円
事務費　　　　　　　　　　　　　　　　  555千円
計　　　　　　　　　　　　　　　　　  9,101千円

積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

22 



国民健康保険事業特別会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

1.1.14,946 4,946 0

事業の説明

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

高額療養費貸付金元利収入　4,946千円
貸付金は、被保険者の高額療養費の給付から全額返還を受ける。

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　
　国民健康保険被保険者に係る高額な療養給付については、一部負担
金を医療機関窓口で全額支払い、高額療養費として後から保険者に申
請し返還を受けるが、窓口での全額負担が困難な被保険者に対して、
後から返還を受ける高額療養費の９割を上限として貸付を行うことに
より、被保険者の福祉の増進を図る。

歳出積算根拠（金額）

平成16年度　　　 85件　11,213,266円
平成17年度6月末　36件   7,193,000円
　　　　計　　　121件　18,406,266円
1月平均　　　　　 8件
1件平均　　 152,118円
今後所要額　152,118円×8件×9ヶ月＝10,952,496円

6月末執行額　7,193,000円＋今後所要額　10,952,496円＝決算見込額
18,145,496円
決算見込額　18,145,496円－現計予算額　13,200,000円＝今回補正額
4,945,496円

国民健康保険課

左の財源内訳
予算科目 金額

総務管理費（高額療養費貸付事業）

23 



下水道事業特別会計 9月補正

担当課

事業名

単位：千円

国庫 県 地方債 その他 一般財源

1･1･1 500 500 0

事業の説明

一般会計繰入金　500千円

事業の概要（手段、具体的なやり方、手順、開催時期、場所等）
      対象（誰、何を対象にしているのか）
      意図（対象をどう変えるのか、何を狙っているのか）

　関金地区の特定環境保全公共下水道事業が完了したため、全体計画
を見直す必要がある。
　
　なお、公共下水道事業の変更と併せて実施することにより、コスト
の縮減を図る。

歳出積算根拠（金額）

特定環境保全公共下水道全体計画変更業務委託料　500千円(H17)
    債務負担行為　H18　511千円

歳入積算根拠（特定財源）
　補助対象経費、補助率など

地域整備課

左の財源内訳
予算科目 金額

特定環境保全公共下水道汚水維持管理業務
（特定環境保全公共下水道事業全体計画変更業務）
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