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Ⅰ　令和４年１１月県議会臨時会提出議案

議案第２号　令和４年度宮崎県公営企業会計（電気事業）補正予算（第２号）

１　補正の理由

（１）令和４年台風第14号による多目的ダムの被害を受け、県土整備部において、

多目的ダム復旧工事に係る増額補正を行うことに伴い、局の電気事業会計の修繕費の

予算を増額する。

ア　営業費用（修繕費）＋9,697千円

（２）修繕費の予算の増額に伴い、見込額が減少する消費税及び地方消費税を減額する。

ア　営業外費用（消費税及び地方消費税）△ 882千円

２　補正額

【収益的収入及び支出】 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

4,936,088 0 4,936,088 

5,101,006 8,815 5,109,821 

4,609,160 9,697 4,618,857 

修繕費 867,306 9,697 877,003 

その他 3,741,854 0 3,741,854 

70,674 0 70,674 

13,625 0 13,625 

357,547 △882 356,665 

消費税及び
地方消費税

214,994 △882 214,112 

その他 142,553 0 142,553 

0 0 0 

50,000 0 50,000 

△164,918 △8,815 △173,733 

修繕費の増額に伴う消費
税及び地方消費税の減額

科　　　目 備　　　考

事業収益　Ａ

事業費　　Ｂ

収支残  Ｃ （Ａ－Ｂ）

営業費用

附帯事業費用

特別損失

予備費

財務費用

営業外費用

修繕費（多目的ダム）の
増（事業対象施設：松尾
ダムほか７施設）
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議案第３号　令和４年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業）補正予算（第１号）

１　補正の理由

（１）令和４年台風第14号による被害を受けた施設等の復旧工事を行うことに伴い、

　　修繕費等の予算を増額する。 

ア　営業費用（修繕費・固定資産除却費）＋142,747千円

（２）修繕費等の予算の増額に伴い見込額が減少する消費税及び地方消費税を減額する。

　　 ア　営業外費用（消費税及び地方消費税）△  9,446千円

２　補正額

　 【収益的収入及び支出】【収益的収入及び支出】 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

366,225 0 366,225 

419,958 133,301 553,259 

400,941 142,747 543,688 

修繕費 62,620 141,000 203,620 

固定資産除却
費

3,630 1,747 5,377 

その他 334,691 0 334,691 

13,017 △9,446 3,571 

消費税及び
地方消費税

12,660 △9,446 3,214 

その他 357 0 357 

0 0 0 

6,000 0 6,000 

△53,733 △133,301 △187,034 

科　　　目 備　　　考

予備費

事業収益 Ａ

事業費   Ｂ

営業費用

営業外費用

空調設備等の復旧工事に
伴う除却費の増額

修繕費等の増額に伴う消
費税及び地方消費税の減
額

電機設備等の復旧工事に
伴う修繕費の増額

特別損失

収支残  Ｃ （Ａ－Ｂ）
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Ⅱ その他報告事項

令和４年台風第１４号の被害状況について

１ 被害等の概要

（１）企業局施設の被害総額 約４億５，５００万円（２７箇所）

（２）被害の内訳

① 電気事業 （２５箇所） 被害額 約２億９,２００万円

被害発生箇所 被害状況 復旧状況 概算被害額

(千円)

渡川送電線 電力線・架空地線断 復旧済

線、鉄塔部材損傷 ※被害額は九電送配電の

負担を除く(局負担分) 12,000

祝子発電所 取水口・放水口土砂 年度内復旧予定

流入等 15,000

発電所関係 上水槽・取水口土砂 復旧済

その他12箇所 流入、除塵機破損等 又は年度内復旧予定 26,000

古賀根橋ダム 網場破損等 道路災害復旧後に対策を

検討 23,000

多目的ダム 立花ダム高圧線・通 応急仮復旧済

信線・架空地線断線、 年内本復旧予定

電柱倒壊 ※被害額は県土整備部の

負担を除く(局負担分)

９ダム（祝子、渡川、 災害復旧事業(ダム災)

松尾、立花、田代八 で対応

重、綾北、綾南、岩 ※被害額は県土整備部の

瀬、日南）貯水池流 負担を除く(局負担分)

木等 216,000
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② 工業用水道事業 被害額 約１億５,５００万円

浄水場全面冠水により給水制限（給水制限期間 ４日間 9/19～9/22）

被害発生箇所 被害状況 復旧状況 概算被害額

(千円)

浄水場 導水ポンプ設備・送 応急仮復旧済

水ポンプ設備・天井 年度内本復旧予定

クレーン設備冠水、

濁水処理設備一部浸

水、取水口・沈砂池

土砂流入等 155,000

③ 地域振興事業 被害額 約８００万円

被害発生箇所 被害状況 復旧状況 概算被害額

(千円)

一ツ瀬川 ゴルフコース全面冠 10/ 1 ハーフ営業再開

県民ゴルフ場 水により多量の土砂 10/16 全面営業再開

堆積 8,000

（３）令和４年台風第14号に伴う減収額 総額 約 １７,８００千円

① 電気事業 約 １３,８００千円

発電停止に伴う減収額

② 工業用水道事業 約 １,３００千円

給水制限に伴う減収額

③ 地域振興事業 約 ２,７００千円

営業停止期間の指定管理者の減収額 (クローズ期間 12日間 9/19～9/30)
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２ 被害状況写真

（１）電気事業

施 設 名：渡川送電線

被害設備：34～35号鉄塔間

被害状況：倒木による断線

（２）工業用水道事業

施 設 名：工業用水道

被害設備：浄水場

被害状況：耳川の増水

による冠水

（３）地域振興事業

施 設 名：一ツ瀬川県民

ゴルフ場

被害設備：ゴルフコース

被害状況：一ツ瀬川の増水

による冠水
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