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『補正予算の概要』

●補正予算規模 （単位：千円）

●一般会計款別補正予算規模 （単位：千円）

●特別会計補正予算規模 （単位：千円）

合　　　　　計

国庫 その他

95,8980

財　源　内　訳

1,110

合　　　　　計

県費

1,110

0

5,232

平成３０年度　１０月補正予算のポイント

区　　　分

（台風による災害の復旧のための補正予算）

46,881,340

　台風第２０号、第２１号及び第２４号により被災した公共施設等の復旧を行い、

市民の安全・安心を確保するための補正予算を編成する。

既決予算額

161,981

1,110

県費

3,269

今回補正額

16,556,177

補正後の額

30,163,182

特 別 会 計

一 般 会 計 30,324,053160,871

16,557,287

一般財源起債 その他国庫

財　源　内　訳

7,142

今　回
補正額

合 計 46,719,359

歳　　出　　区　　分

  ２款 総 務 費

　４款

６款

7,142

農林水産業費

衛 生 費 5,232

573

3,269

32,500

42,868

30,007

７款

今　回
補正額

特　別　会　計　名

津 名 港 タ ー ミ ナ ル 事 業

　８款

商 工 費

起債

0

土 木 費

70,217災 害 復 旧 費

９款

１１款

消 防 費 2,136

30,007

2,136

一般財源

0

31,900 5,817

32,473

1,11001,110

160,871 32,500

42,295

0
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一般会計補正予算の概要

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

千円

【財源】 国庫 千円 その他 千円
県費 千円 一般財源 千円
起債 千円

（単位：千円）

1

2

3

4

5

6

7

3,000

0

0

0

農地整備課

　台風第２０号により倒壊した北淡震災記念公園の風力発電設備（風車）について応急対
策を行うとともに、事故調査委員会により倒壊の原因について調査を行う。

学童保育施設災害復旧事業

崩落した法面の復旧工事 生活環境課

31,900

70,217

被災した体育施設等の復旧工事

生活環境課

　台風第２０号及び第２１号により被災した農地・農業用施設等の災害復旧を行い、市民
の安全・安心を確保する。

所管課事業内容

主　な　事　業　名

（３）その他

0

32,500

（１）災害復旧事業

5,817

所管課

0

4,000
北淡エコプラザ災害復旧事業

事業内容

34,612

東浦事務所北庁舎災害復旧事業 屋根及び電気設備の復旧工事

7,600

金額

0

被災した駐輪場の上屋の改修

55,469

　その他、台風により被災した施設の修繕等を行う。

（２）風力発電施設事故調査等

風力発電設備の応急対策及び事故調査

7,400

主　な　事　業　名

体育施設等災害復旧事業

34,612

観光施設管理事業

所管課

生活環境課崩落した法面の応急復旧等

0

事業内容

573

道路維持事業

震災記念公園管理事業

農地施設の復旧に係る測量・設計

0

青少年育成課

農地・農業用施設災害復旧事業 36,100

東浦サンパーク管理事業

社会教育課

主　な　事　業　名

津名公苑墓地災害復旧事業

56,042

0

崩落した法面の復旧工事

金額

公営住宅災害復旧事業 被災した公営住宅の復旧工事 都市計画課 5,197
屋上防水シートの復旧工事

商工観光課 34,612

3,968

市有財産の適正管理

金額

商工観光課 3,000

都市総務課

霊苑施設維持管理事業
水産振興課 3,269

12,280
道路の土砂・倒木撤去及び修復 建設課 17,000

6,032駐車場管理事業

被災した街路灯の改修

管財課 2,200

商工観光課 4,683

漁港管理事業

公営住宅修繕事業 被災した公営住宅の修繕等 都市計画課

漂流ゴミの撤去等
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【一般会計】

駐車場管理事業 （事業内容） 都市総務課

台風第21号により倒壊した東浦バスターミナルの駐輪場を改修
（未来の公共
交通政策室）

する。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　6,032千円

霊苑施設維持管理事業 （事業内容） 生活環境課

台風第20号及び第21号により市営墓地が被災したため、陥没等

の修繕、倒木等の処理、崩落した法面の応急復旧を行う。

（予算額の内訳）

11節　需用費　115千円

　陥没等の修繕（津名、岩屋、仮屋）

12節　役務費　761千円

　崩土撤去、倒木処理等（岩屋）

13節　委託料　309千円

　測量のための雑木伐採、除草作業（津名）

15節　工事請負費　2,783千円

　墓石仮移設及び応急復旧工事（津名）

保健センター管理事業 （事業内容） 健康増進課

岩屋保健センターの駐車場が台風第21号により被災し、舗装が

隆起して駐車できない箇所（7台分）があるため、潜水調査等

を行って復旧方法を検討する。

（予算額の内容）

13節　委託料　1,264千円

　駐車場試掘及び護岸潜水調査

漁港管理事業 （事業内容） 水産振興課

台風第21号及び第24号による漁港及び漁港海岸漂着物の撤去、

施設の修繕等を行う。

（予算額の内訳）

11節　需用費　　624千円

12節　役務費　2,238千円

13節　委託料　　407千円

震災記念公園管理事業 （事業内容） 商工観光課

台風第20号により倒壊した風力発電設備について、倒壊に伴う

応急復旧、倒壊の原因調査関連経費を計上する。

（予算額の内訳）

主　要　事　業　一　覧　表

項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源

10-11 2-1-18 6,032 6,032

10-11 4-1-3 3,968 3,968

10-11 4-1-7 1,264 1,264

10-11 6-3-3 3,269 3,269

10-11 7-1-4 34,612 34,612

補正額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

 8節　報償費　900千円

　事故調査委員会委員に対する報償費　6人 5回分

 9節　旅費　675千円

　事故調査委員会調整会議、国への報告等　3人 5回分

12節　役務費　30千円

　使用材料試験手数料

13節　委託料　31,100千円

　倒壊場所の現況測量　1,100千円

　倒壊原因究明（風向・風速・構造計算）調査　30,000千円

14節　使用料及び賃借料　50千円

　倒壊場所の借地料　12,500円×4か月＝50,000円

15節　工事請負費　1,857千円

　倒壊に伴う応急安全対策工事　1,365千円

　倒壊に伴う電力応急復旧工事　　492千円

観光施設管理事業 （事業内容） 商工観光課

市有財産の適正管理を行う。

（予算額の内訳）

11節　需用費　3,000千円

東浦サンパーク管理事業 （事業内容） 商工観光課

台風第21号により破損等したサンパーク周辺の街路灯の改修を

行う。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　4,683千円

香りの公園管理事業 （事業内容） 商工観光課

台風第20号による園内の倒木撤去及び新植を実施する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　573千円

道路維持事業 （事業内容） 建設課

台風第21号による道路への堆積土砂、倒木撤去を迅速に処理

するとともに、被災した道路の早期修復を行う。

（予算額の内訳）

11節　需用費　2,500千円

　・小規模修繕費　14件

　　津名：1、岩屋：0、北淡：4、一宮：7、東浦：2

12節　役務費　14,500千円

　・崩土倒木等処理手数料　82件

　　津名：17、岩屋：4、北淡：23、一宮：27、東浦：11
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

10-11 7-1-4 3,000 3,000

10-11 7-1-4 4,683 4,683

10-11 7-1-4 573 573 0

公共施設整備等基金繰入金

10-13 8-2-2 17,000 17,000
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

公園管理事業 （事業内容） 都市総務課

台風第21号により志筑修景緑地公園トイレに設置された配電盤

に風雨が浸入したため、基盤等を修繕する。

台風第21号により塩浜公園内の休憩所が倒壊したため、解体撤

去する。

（予算額の内訳）

11節　需用費　333千円

15節　工事請負費　394千円

公営住宅修繕事業 （事業内容） 都市計画課

台風第20号及び第21号により被災した住宅の修繕を行う。

（予算額の内訳）

11節　需用費　12,280千円

災害対策事業 （事業内容） 危機管理課

台風第21号及び第24号の接近及び秋雨前線大雨警報に伴い勤

務した職員に対し、時間外勤務手当を支給する。

（予算額の内訳）

 3節　職員手当等（時間外勤務手当） 2,136千円

農地・農業用施設災害復旧事業 （事業内容） 農地整備課

（30年災） 台風第21号により被災した農地・農業用施設の早期復旧を図

る。

（予算額の内訳）

 3節　職員手当等（時間外勤務手当） 4,200千円

13節　委託料　31,900千円

　査定に係る測量設計費

　　農地：130箇所　16,900千円

　　施設： 30箇所　15,000千円

鵜崎集会所災害復旧事業 （事業内容） 管財課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第20号の暴風雨により、鵜崎集会所の屋上防水シートが （岩屋事務所）

破損したため、施設環境を早期に復旧する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　　　　300千円

15節　工事請負費　1,300千円

東浦事務所北庁舎災害復旧事業 （事業内容） 管財課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第21号の暴風雨により、東浦事務所北庁舎の屋根及び電気 （東浦事務所）

設備が破損したため、修繕により施設環境を回復する。

（予算額の内訳）

12節　役務費　　　　900千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

12-13 8-5-3 727 727

12-13 8-6-1 12,280 12,280

12-13 9-1-4 2,136 2,136

12-13 11-1-3 36,100 31,900 4,200

災害受益者負担金

12-13 11-5-1 1,600 1,600 0

災害復旧債（100％）

12-13 11-5-1 2,200 1,300 900

災害復旧債（100％）
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

15節　工事請負費　1,300千円

北淡エコプラザ災害復旧事業 （事業内容） 生活環境課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 7月豪雨により被災した北淡エコプラザの法面の災害復旧工事

を行う。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　3,000千円

津名公苑墓地災害復旧事業 （事業内容） 生活環境課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第20号及び第21号により津名公苑墓地の法面が崩落（増

破）したため、災害復旧工事を行う。

　復旧延長　L=8.0m

（予算額の内訳）

13節　委託料　500千円

15節　工事請負費　7,100千円

　災害復旧（6,500千円）及び墓石移設（600千円）

北淡自然休養村センター災害復 （事業内容） 商工観光課

旧事業 台風第20号及び第21号により被災した屋根の復旧を行う。

（その他公共・公用施設災害復旧事業） （予算額の内訳）

15節　工事請負費　1,620千円

岩屋ポートビル災害復旧事業 （事業内容） 商工観光課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第21号により破損した施設のガラスの復旧を行う。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　1,500千円

公営住宅災害復旧事業 （事業内容） 都市計画課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第21号により被災した住宅の復旧を行う。

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　5,197千円

体育施設等災害復旧事業 （事業内容） 社会教育課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第20号及び第21号の暴風雨により、体育施設等が破損等を (スポーツ推進室）

したため、施設環境を早期に復旧する。

【対象施設】：津名臨海グラウンド管理棟、津名テニス場、

　　　　　　　岩屋体育センター､生田体育センター、

　　　　　　　野島体育センター

（予算額の内訳）

15節　工事請負費　7,400千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

12-13 11-5-1 3,000 3,000 0

災害復旧債（100％）

12-13 11-5-1 7,600 7,000 600

災害復旧債（100％）

12-13 11-5-1 1,620 1,600 20

災害復旧債（100％）

12-13 11-5-1 1,500 1,500 0

災害復旧債（100％）

12-13 11-5-1 5,197 5,100 97

災害復旧債（100％）

12-13 11-5-1 7,400 7,400 0

災害復旧債（100％）
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項　　　　目 内　　　　　　　　　容 所管課

学童保育施設災害復旧事業 （事業内容） 青少年育成課

（その他公共・公用施設災害復旧事業） 台風第21号の暴風雨により、学童保育志筑の屋上防水シートが

破損したため、施設環境を早期に復旧する。

（予算額の内訳）

13節　委託料　　　　500千円

15節　工事請負費　3,500千円

【津名港ターミナル事業特別会計】

津名港ターミナル管理事業 （事業内容） 商工観光課

台風第21号により破損した樋及び駐車場精算機テントを修繕

する。

（予算額の内訳）

11節　需用費　1,110千円
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（単位：千円）

国 県 地方債 その他 一般財源
補正額

財　　　　源　　　　内　　　　訳

款-項-目

予算書
ページ

予算科目

12-13 11-5-1 4,000 4,000 0

災害復旧債（100％）

6-7 1-1-1 1,110 1,110
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