
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

民生費国庫補助金 14,184

□保育所等整備交付金 14,184

総務費県補助金 5,000

□地域づくり夢チャレンジ推進補助金 5,000

農林水産業費県補助金 7,750

□浜の活力再生加速化支援事業費 7,750

教育費県委託金 500

□熊本県指定教育研究推進校事業委託金 500

商工費寄附金 200

□観光費寄附金 200

教育費寄附金 1,000

□青少年育成寄附金 1,000

天草電気工事業協同組合様からの寄附金

財政調整基金繰入金 39,732

□財政調整基金繰入金

財源調整のため

ふるさと応援寄附基金繰入金 19,855

□ふるさと応援寄附基金繰入金 1,000

観光宣伝事業へ充当のため

雑入 10,540

□地域活性化センター助成金 2,000

□地域社会振興財団助成金 340

□自治総合センター助成金 8,200

40,671,809 40,671,809

55,120,900 98,761 55,219,661

#REF!

（公財）地域社会振興財団から交付される地域イベント助成事業
に対する助成金

18

天草二郎後援会様からの寄附金

20 諸収入 505,736 10,540 516,276

繰入金 3,288,001 59,587 3,347,588

平成２９年度　一般会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

15

歳入合計

補正されなかった款

天草漁協牛深総合支所の水揚げ用自動選別機導入
に係る補助金

熊本県教育委員会の委託を受けて実施する「小中学校等
における起業体験推進事業」に係る委託金

17 寄附金 300,001 1,200 301,201

電気自動車を活用したレンタカー事業に係る補助金

（一財）地域活性化センターから交付される移住・定住・交流関連
事業に対する助成金

（一財）自治総合センターから交付されるコミュニティ助成事業
に対する助成金

やまぐち保育園の施設整備に係る国庫補助金の増

14 国庫支出金

3,567,326 13,250 3,580,576県支出金

6,788,027 14,184 6,802,211



２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

財産管理費 17,000

□市有財産施設整備事業 17,000

企画費 10,000

□九州西岸軸電気自動車レンタカー実証事業 10,000

地域振興費 2,000

□

まちづくり支援費 6,200

□

社会福祉総務費 1,159

□民生委員児童委員活動推進事業 878

□地域医療対策事業 281

あまくさメディカルネットへの新規参加に係る補助金の増

保育所費 21,276

□私立保育園等整備事業 21,276

やまぐち保育園の施設整備に係る補助金の増

浄化槽設置事業費 1,574

□浄化槽設置事業 1574

農業施設管理費 1,540

□土地改良施設維持管理適正化事業 1,540

補修整備箇所（排水機場等）の追加内示に伴う負担金等の増

水産業振興費 9,300

□浜の活力再生交付金事業 9,300

商工振興費 3,000

□商工業活性化対策事業補助金 3,000

観光費 23,349

□観光宣伝事業 19,855

福岡都市圏におけるPR及び観光誘客イベントに係る事業費

□広域観光推進事業 3,154

島内周遊バスの路線拡大に伴う事業費の増

□ 340

観光施設管理費 200

□観光施設管理経費 200

天草二郎後援会様からの寄附による電動自転車購入費

天草広域連合南消防署西天草分署の建設に係る土地等
購入費

天草西海岸ルートを中心とした電気自動車の活用による
レンタカー実証事業費

（一財）地域活性化センターの助成を受けて実施する天草町
創生事業に係る補助金

（一財）自治総合センターの助成を受けて実施するコミュニティ
活動に必要な設備の整備に係る補助金

全国民生委員児童委員100周年記念大会への参加費用
に係る補助金の増

全国まるごと朝市物産展の開催に係る補助金

循環型社会形成推進交付金の精算に係る返還金

移住・定住・交流関連助成事業（地域活性化センター助成事業）

地域イベント助成事業（地域社会振興財団助成事業）

（公財）地域社会振興財団の助成を受けて実施する「第17回
漂着物学会熊本・天草大会」の開催に係る補助金

コミュニティ助成事業（自治総合センター助成事業）

天草漁協牛深総合支所の水揚げ用自動選別機導入
に係る補助金

6 商工費 1,542,004 26,549 1,568,553

衛生費 6,524,978 1,574 6,526,552

5 農林水産業費 2,562,686 10,840 2,573,526

款 補正予算の内容

3 民生費 17,273,027 22,435 17,295,462

2 総務費 8,732,355 35,200 8,767,555

4



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

橋梁維持費 663

□橋梁施設管理費 663

教育振興費 500

□熊本県指定教育研究推進校補助金 500

社会教育総務費 1,000

□青少年健全育成事業 1,000

天草電気工事業協同組合様からの寄附による図書等購入費

文化財保護費 0

□文化財保存整備事業 0

10,380,776 10,380,776

55,120,900 98,761 55,219,661

熊本県教育委員会の委託を受けて実施する「小中学校等
における起業体験推進事業」に係る補助金の増

労務単価の上昇に伴う本渡地区瀬戸歩道橋運転操作業務
委託料の増

歳出合計

補正されなかった款

7 土木費 3,141,186

9 教育費 4,963,888

663 3,141,849

（一財）自治総合センター助成金の充当による財源内訳の変更

1,500 4,965,388



債務負担行為の概要

【一般会計補正予算 第１号】
（単位：千円）

№ 事　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

平成30年度
～

平成32年度
2,846

（年度別内訳）

平成30年度
平成31年度
平成32年度

663
949
1,234

【斎場事業特別会計補正予算 第１号】
（単位：千円）

№ 事　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

平成30年度
～

平成32年度
42,593

（年度別内訳）

平成30年度
平成31年度
平成32年度

14,129
14,167
14,297

1
瀬戸歩道橋操作並び
に保守点検業務委託

瀬戸歩道橋の操作及
び保守点検に係る業
務委託

　労務単価の上昇に伴い債務負
担行為等に関する特約条項に基
づき、業務委託料の変更を行う
ため。

1
天草市営天草本渡斎
場指定管理料

天草本渡斎場の運営
に係る指定管理料

　平成29年度で現指定管理者と
の契約が満了することから、新
たな指定管理者の選定を行うた
め。


