
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

総務費県委託金 60,246

□ 衆議院議員選挙費 60,246

52,109,509 52,109,509

55,739,291 60,246 55,799,537

#REF!

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

衆議院議員選挙費 60,246

□ 衆議院議員選挙費 60,246

46,915,800 46,915,800

55,739,291 60,246 55,799,537

平成２９年度　一般会計補正予算（第３号）の概要

款 補正予算の内容

15 県支出金 3,629,782 60,246 3,690,028

衆議院議員総選挙の執行に係る経費

補正されなかった款

歳出合計

衆議院議員総選挙に係る県委託金

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

2 総務費 8,823,491 60,246 8,883,737



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

地方交付税 △ 521,576

□ 普通交付税 ########

災害復旧費分担金 525

□ 農業施設災害復旧費 525

民生費国庫負担金 6,535

□ 国民健康保険基盤安定費 6,212

□ 児童入所施設措置費 323

災害復旧費国庫負担金 103,080

□ 公共土木施設災害復旧事業費 98,716

総務費国庫補助金 △ 35,430

□ 離島活性化交付金 △ 35,430

土木費国庫補助金 6,026

□ 住宅・建築物安全ストック形成事業費 6,026

民生費県負担金 △ 3,253

□ 国民健康保険基盤安定費 9,277

□ 後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 12,692

□ 児童入所施設措置費 162

農林水産業費県補助金 1,593

□ 経営所得安定対策等推進事業費 592

□ 飼料用米等利用拡大支援事業費 701

□ 中山間農業モデル地区支援事業費 300

災害復旧費県補助金 8,965

□ 農業施設災害復旧費 8,965

総務費寄附金 120

□ 交通安全対策費寄附金 120

警察官友の会天草支部様からの寄附のため

衛生費寄附金 100

□ 環境費寄附金 100

熊本県環境整備事業協同組合様からの寄附のため

1,220 302,421

平成29年度保険基盤安定負担金の確定に伴う減

補助金の追加内示に伴う県補助金の増

助産施設の追加認可に伴う施設入所措置費の増

農地等の災害復旧事業に係る受益者分担金

国民健康保険基盤安定費の確定に伴う増

国民健康保険基盤安定費の確定に伴う増

補助金の追加内示に伴う県補助金の増

助産施設の追加認可に伴う施設入所措置費の増

御所浦地域災害対策貯水槽整備事業の交付決定に伴う減

7,305 3,697,333

道路等の災害復旧事業に係る国庫負担金

市営住宅の石綿含有調査の実施に係る補助金の増

10 地方交付税 23,801,000 △ 521,576 23,279,424

普通交付税交付額の確定のため

15 県支出金 3,690,028

平成２９年度　一般会計補正予算（第４号）の概要

款 補正予算の内容

14 国庫支出金 6,883,646 80,211 6,963,857

12
分担金及び負
担金

550,791 525 551,316

新規モデル地区（立原地区）の指定に伴う県補助金

17 寄附金 301,201

農地等の災害復旧事業に係る県補助金



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

教育費寄附金 1,000

□ 図書購入費寄附金 1,000

錦戸企業グループ様からの寄附のため

財政調整基金繰入金 △ 192,568

□ 財政調整基金繰入金 ########

財源調整のため

産業振興チャレンジ基金繰入金 6,000

□ 産業振興チャレンジ基金繰入金 6,000

6次産業推進事業の追加補正に伴う繰入金の増

繰越金 2,515,764

□ 繰越金 2,515,764

前年度繰越金確定のため

雑入 88,687

□ 86,180

□ 助産施設入所徴収金 332

□ 長寿社会づくりソフト事業費交付金 329

□ 土地改良事業清算金 887

□ 換地清算金補填費 959

教育債 31,200

□ 小学校施設整備事業債 18,900

□ 中学校施設整備事業債 12,300

災害復旧債 78,000

□ 現年発生補助災害復旧事業債（農業） 4,600

□ 現年発生補助災害復旧事業債（公共土木） 51,400

□ 現年発生単独災害復旧事業債（公共土木） 22,000

臨時財政対策債 △ 108,103

□ 臨時財政対策債 ########

33,822,755 33,822,755

55,799,537 1,986,665 57,786,202

#REF!

20 諸収入 516,276 88,687 604,963

19 繰越金 1 2,515,764 2,515,765

△ 186,568 3,441,671

土地改良事業費の確定に伴う清算金

土地改良事業費の確定に伴う補填金

平成28年度療養給付貴負担金の確定に伴う返還金

後期高齢者医療市町村療養給付費負担金
返還金（過年度分）

施設入所に伴う入所者負担金

事業採択による（公財）地域社会振興財団からの交付金

歳入合計

補正されなかった款

18 繰入金 3,628,239

臨時財政対策債発行可能額の確定のため

21 市債 6,406,600 1,097 6,407,697

農地及び農業施設の災害復旧に係る市債の増

道路及び河川の災害復旧に係る市債の増

道路及び河川の災害復旧に係る市債の増

小学校への空調設備設置に伴う市債の増

中学校への空調設備設置に伴う市債の増



２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

交通安全対策費 120

□ 交通安全対策事業 120

基金管理費 1,977,890

□ 基金積立金 1,977,890

地域振興費 5,000

□ 廃屋及び空き家等対策事業 5,000

市長及び市議会議員選挙費 715

□ 市長及び市議会議員選挙費 715

社会福祉総務費 △ 150,847

□ 国民健康保険特別会計繰出金 ########

障害福祉費 5,000

□ 障がい者福祉施設整備等補助金 5,000

高齢者支援費 △ 58,526

□ 介護保険特別会計繰出金 △ 58,529

□ 低所得者保険料軽減負担金返還金 3

後期高齢者医療費 △ 22,626

□ 後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 22,626

ひとり親福祉費 979

□ 児童入所施設措置費 △ 22,626

母子保健費 176

□ 母子保健事業 176

環境総務費 100

□ 環境総務費事務経費 100

799人事異動等に伴う職員給与費の増

人事異動等に伴う職員給与費の増 23,874

1 議会費 265,130 799 265,929

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

款 補正予算の内容

3 民生費 17,297,075 △ 222,246 17,074,829

2 総務費 8,883,737 2,007,599 10,891,336

地方財政法第7条の規定に基づく財政調整基金への積立及び
庁舎建設事業債の償還財源として減債基金への積立

移動式期日前投票の実施に伴うネットワーク構築に係る事業費

人事異動等に伴う職員給与費の増 3,774 3,774

警察官友の会天草支部様からの寄附による看板購入費

799

23,874

事業申請件数の増加に伴う補助金の増

妊娠・出産における緊急通報システムの設置に係る事業費

熊本県環境整備事業協同組合様からの寄附金による
用具や苗木等購入費

障がい者福祉施設の整備等に伴う補助金

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

新たな助産施設の認可に伴う施設入所措置費の増

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

4 衛生費 6,554,839 △ 79,045 6,475,794 人事異動等に伴う職員給与費の増 5,712 5,712

平成28年度決算額の確定等に伴う保険料軽減分の返還金



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

浄化槽市町村整備推進費 △ 717

□ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 △ 717

下水道費 6,259

□ 下水道事業会計補助金 6,259

斎場費 △ 4,448

□ 斎場特別会計繰出金 △ 4,448

水道費 △ 53,145

□ 水道事業会計補助金 △ 53,145

病院費 △ 32,982

□ 病院事業会計補助金 329

□ 国民健康保険診療施設特別会計繰出金 △ 22,500

□ 歯科診療所特別会計繰出金 △ 10,811

農業振興費 892

□ 経営所得安定対策等推進事業 592

□ 中山間農業モデル地区支援事業 300

畜産振興費 701

□ 飼料用米等利用拡大支援事業補助金 701

農地整備費 1,920

□ 土地改良事業（清算事務） 1,920

6次産業推進費 6,000

□ 6次産業推進事業 6,000

観光費 1,150

□ 大会誘致等推進事業 1,150

住宅建設費 6,026

□ 市営住宅ストック総合改善事業 6,026

6 商工費 1,662,048 20,385 1,682,433

人事異動等に伴う職員給与費の増 39,582 39,58245,608 3,246,401

事業申請件数の増加に伴う補助金の増

助成申請件数の増加に伴う補助金の増

市営住宅の石綿含有調査の実施に伴う事業費の増

7 土木費 3,200,793

県補助金の追加内示に伴う事業費の増

人事異動等に伴う職員給与費の増 13,235 13,235

新規モデル地区（立原地区）の指定に伴う事業費

県補助金の追加内示に伴う事業費の増

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

事業費の確定に伴う償還金等の増

人件費の増加に伴う繰出金の増

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

長寿社会づくりソフト事業費交付金の増

平成28年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 8,437 △ 8,4375 農林水産業費 2,599,417 △ 4,924 2,594,493

御所浦地域災害対策貯水槽整備事業の交付決定に伴う
補助金の減



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

教育振興費 △ 50,967

□ スクールバス運行事業 △ 51,967

□ 各種大会出場補助金 1,000

小学校教育振興費 5,149

□ 教科書・指導書等購入事業（小学校） 5,149

小学校建設費 24,577

□ 小学校施設大規模改造事業 19,980

□ 小学校施設営繕事業 4,597

中学校建設費 16,415

□ 中学校施設大規模改造事業 13,036

□ 中学校施設営繕事業 3,379

幼稚園費 2,035

□ 幼稚園施設営繕事業 2,035

図書館費 1,000

□ 図書館費事務経費 1,000

農業施設災害復旧費 14,600

□ 現年発生補助農業施設 14,600

公共土木施設災害復旧費 188,274

□ 現年発生単独公共土木施設 23,730

□ 現年発生補助公共土木施設 154,544

□ 災害応急対策事業 10,000

7,131,848 7,131,848

55,799,537 1,986,665 57,786,202

8 消防費 3,209,560 △ 59 3,209,501 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 59 △ 59

202,874 361,896

道路（11ヵ所）、河川（10ヵ所）に係る災害復旧費

市道等に係る災害応急対策費

道路（14ヵ所）、河川（26ヵ所）に係る災害復旧費

農地（8ヵ所）、農業施設（7ヵ所）に係る災害復旧費

8月14日～16日及び9月27日～28日の豪雨により被災した施設
等の災害復旧費等

特別に支援を要する生徒の入学に伴う施設整備に係る
事業費の増

スクールバス等の運行実績に伴う事業費の減

15,674 5,116,872

幼稚園への空調設備設置に伴う設計委託に係る事業費の増

錦戸企業グループ様からの寄附金による図書購入費

助成対象校の増加に伴う補助金の増

道徳の教科書の新規採択に伴う事業費

特別に支援を要する児童の入学に伴う施設整備に係る
事業費の増

小学校への空調設備設置に伴う設計委託に係る事業費の増

中学校への空調設備設置に伴う設計委託に係る事業費の増

人事異動等に伴う職員給与費の増 17,465 17,465

歳出合計

補正されなかった款

9 教育費 5,101,198

10 災害復旧費 159,022



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

療養給付費等負担金 △ 76,080
□ 療養給付費等負担金 △ 27,012

保険基盤安定費等の確定による減

□ 後期高齢者支援金等負担金 △ 33,632

支援金額の決定による減

□ 介護納付金負担金 △ 15,436

納付金額の決定による減

5 療養給付費交付金 37,284
□ 退職被保険者等分交付金 37,284

交付金額の決定による増

6 前期高齢者交付金 △ 144,418
□ 前期高齢者交付金 ########

交付金額の決定による減

一般会計繰入金 △ 150,847
□ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 8,228

保険基盤安定負担金確定による増

□ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 12,426

保険基盤安定負担金確定による増

□ 職員給与費等繰入金 △ 25,211

平成28年度繰入金精算による減、職員給与費の補正による減

□ 出産育児一時金繰入金 △ 5,997

平成28年度繰入金精算による減

□ 財政安定化支援事業繰入金 △ 14,259

平成28年度繰入金精算による減

□ その他繰入金 △ 126,034

平成28年度繰入金精算による減

その他の繰越金 537,554
□ 一般被保険者分 537,554

平成28年度決算額確定のため

6,266,219 6,266,219

15,422,009 203,493 15,625,502

補正されなかった款

歳入合計

9 繰入金 1,335,106 △ 150,847 1,184,259

10 繰越金 100,001 537,554 637,555

療養給付費交
付金

199,062 37,284 236,346

前期高齢者交
付金

3,494,980 △ 144,418 3,350,562

3 国庫支出金 4,026,641 △ 76,080 3,950,561

平成２９年度　国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容



２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 1,630
□ 一般管理費 △ 1,630

人事異動等に伴う職員給与費の減

連合会負担金 448
□ 連合会負担金 448

一般被保険者療養給付費 230,000
□ 一般被保険者療養給付費

療養給付費の増加が見込まれるため

一般被保険者療養費 4,000
□ 一般被保険者療養費

療養費の増加が見込まれるため

一般被保険者高額療養費 46,000
□ 一般被保険者高額療養費

高額療養費の増加が見込まれるため

退職被保険者等高額療養費 6,900
□ 退職被保険者等高額療養費

高額療養費の増加が見込まれるため

3 後期高齢者支援金 △ 105,991
□ 後期高齢者支援金 △ 105,991

支援金額決定による減

後期高齢者関係事務費拠出金 △ 6
□ 後期高齢者関係事務費拠出金 △ 6

拠出金額決定による減

4 前期高齢者納付金 3,669
□ 前期高齢者納付金 △ 1,087

納付金額決定による増

前期高齢者関係事務費拠出金 △ 7
□ 前期高齢者関係事務費拠出金

拠出金額決定による減

介護納付金 △ 48,312
□ 介護納付金 △ 128,026

納付金額決定による減

保健衛生普及費 600
□ 保健衛生普及費 △ 983

あん摩・はり・灸等施術助成金の増加が見込まれるため

保険福祉総合施設管理費 79
□ 保険福祉総合施設管理費

人事異動等に伴う職員給与費の増

償還金及び還付加算金 1,500
□ 償還金及び還付加算金

国保税還付金の予算不足が見込まれるため

国庫支出金等償還金 57,832
□ 国庫支出金等償還金 93,996

平成28年度分交付金額確定による返還金

予備費 8,411
□ 予備費 93,996

財源調整のため

3,569,325 3,569,325

15,422,009 203,493 15,625,502歳出合計

補正されなかった款

11 諸支出金 10,686 59,332 70,018

12 予備費 50,000 8,411 58,411

6 介護納付金 605,700 △ 48,312 557,388

8 保健事業費 153,916 679 154,595

後期高齢者支
援金等

1,439,105 △ 105,997 1,333,108

前期高齢者納
付金等

1,323 3,662 4,985

第三者行為損害賠償求償の届出推進強化事業に係る負担金

2 保険給付費 9,441,115 286,900 9,728,015

款 補正予算の内容

1 総務費 150,839 △ 1,182 149,657



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

980

□

2,019

□

△ 54,507

□介護給付費繰入金

地域支援事業繰入金 △ 906

□地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

△ 2,434

□地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

その他一般会計繰入金 △ 678

□職員給与費等繰入金 4,086

□事務費繰入金 △ 4,764

低所得者保険料軽減繰入金 △ 4

□低所得者保険料軽減繰入金 △ 4

繰越金 296,172

□繰越金

　 前年度決算額確定のため

4,764,238 4,764,238

11,319,927 240,642 11,560,569

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 9,201

□一般管理費

6,101

3,100

166,833

□財政調整基金積立金

前年度決算の確定に伴う剰余金の積立

国庫支出金等償還金 64,608

□国庫支出金等返還金 64,608

前年度介護給付費等の確定に伴う返還金

11,038,111 11,038,111

11,319,927 240,642 11,560,569

人事異動等に伴う職員給与費の増

平成30年度介護保険法改正に伴うシステム改修補助金

前年度介護給付貴負担金の確定に伴う受入不足額の増

前年度決算の確定に伴う市負担分の超過分の減

前年度決算の確定に伴う市負担分の超過分の減

前年度決算の確定に伴う市負担分の超過分の減、人事異動
に伴う人件費の増及びシステム改修費不足分の増

地域支援事業繰入金

前年度決算の確定に伴う市負担分の超過分の減

前年度決算の確定に伴う事務費超過分の減

前年度決算の確定に伴う保険料軽減分の減

平成２９年度　介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

3 国庫支出金 3,066,233 980 3,067,213
事務費補助金

事務費補助金

5 県支出金 1,604,931 2,019 1,606,950
介護給付費負担金

介護等給付費負担金（過年度分）

7 繰入金 1,874,880 △ 58,529 1,816,351
介護給付費繰入金

268,431 9,201 277,632

8 繰越金 9,645 296,172 305,817

740 166,833 167,573
財政調整基金積立金

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

1 総務費

平成30年度介護保険法改正に伴うシステム
改修委託料の増

6

歳出合計

8 諸支出金 12,645 64,608 77,253

補正されなかった款

基金積立金



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

△ 16,922

□ 保険基盤安定繰入金 #######

平成29年度保険基盤安定負担金の確定による減

事務費繰入金 △ 5,704

□ 事務費繰入金

前年度繰越金確定のため △ 6,253

□ 職員給与費等繰入金

人事異動に伴う職員給与等の増 549

6,253

□ 繰越金 6,253

前年度繰越金確定のため

726,066 726,066

1,208,907 △ 16,373 1,192,534

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 549

□ 一般管理費 549

人事異動に伴う職員給与等の増

△ 16,922

□ 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

#######

36,818 36,818

1,208,907 △ 16,373 1,192,534

後期高齢者
医療広域連
合納付金 平成29年度保険基盤安定負担金の減

熊本県後期高齢者医療広域連合納付金
1,113,588

補正されなかった款

歳出合計

款

2 1,130,510 △ 16,922

補正予算の内容

平成２９年度　後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）　の概要

款 補正予算の内容

460,214
保険基盤安定繰入金

6,254
繰越金

4 繰入金 482,840 △ 22,626

1

42,1281 総務費 41,579

補正されなかった款

6,253

549

歳入合計

5 繰越金



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 717

□ 一般会計繰入金 △ 717

繰越金 137

□ 繰越金

57,548 57,548

120,746 △ 580 120,166

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

浄化槽市町村整備推進事業総務費 △ 580

□

人事異動に伴う職員給与費の減

31,081 31,081

120,746 △ 580 120,166

89,085

前年度繰越金確定のため

補正されなかった款

平成２９年度　浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

62,4806 繰入金 63,197 △ 717

歳入合計

事務経費

補正されなかった款

人事異動等に伴う職員給与費の減及び前年度繰越金
確定のため

歳出合計

浄化槽市町村
整備推進事業
費

繰越金 1 137 138

款 補正予算の内容

1

7

89,665 △ 580



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 22,500

□ 一般会計繰入金 △ 22,500

繰越金 22,602

□ 繰越金 22,602

前年度繰越金確定のため

99,678 99,678

196,139 102 196,241  

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 102

□ 一般管理費 102

人事異動等に伴う職員給与費の増

43,428 43,428

196,139 102 196,241

人事異動等に伴う職員給与費の増及び前年度繰越金
確定のため

補正されなかった款

歳出合計

歳入合計

款 補正予算の内容

6 繰越金 1 22,602 22,603

補正されなかった款

1 総務管理費 152,711 102 152,813

平成２９年度　国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

5 繰入金 96,460 △ 22,500 73,960



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 10,811

□ 一般会計繰入金 △ 10,811

繰越金 11,366

□ 繰越金 11,366

前年度繰越金確定のため

27,421 27,421

59,003 555 59,558

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 555

□ 一般管理費 555

人事異動等に伴う職員給与費の増

19,023 19,023

59,003 555 59,558

総務管理費 39,980 555 40,535

繰入金 31,581 △ 10,811 20,770

11,367

補正されなかった款

歳出合計

平成２９年度　歯科診療所特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

補正されなかった款

歳入合計

款

1

補正予算の内容

3

4 繰越金 1 11,366

人事異動等に伴う職員給与費の増及び前年度繰越金
確定のため



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 4,448

□ 一般会計繰入金 △ 4,448

前年度繰越金確定のため

繰越金 4,448

□ 繰越金 4,448

前年度繰越金確定のため

3,930 3,930

104,707 0 104,707

補正されなかった款

歳入合計

4,4494,4481繰越金4

平成２９年度　斎場事業特別会計補正予算（第３号）の概要

款 補正予算の内容

96,3283 繰入金 100,776 △ 4,448



◆災害関連補正予算額 202,874 千円

（単位：千円）

箇所数 工事費 委託料 手数料等 合　計

農　地 8 10,600 10,600

農業施設 7 19,900 19,900

15 30,500 30,500

△ 15,900 △ 15,900

15 14,600 14,600

25 63,551 63,551

36 113,043 113,043

61 176,594 10,000 1,680 188,274

76 191,194 10,000 1,680 202,874

【財源内訳】

103,080 千円

8,965 千円

525 千円

78,000 千円

12,304 千円

小計

○市債

災害関連補正予算総括表

（8月14日～16日、9月27日～28日の豪雨による被害状況）

農

業

公
共
土
木

前回補正予算の不用額

小計

計

道　路

河　川

○一般財源

合　計

○国庫負担金

○県補助金

○分担金



(単位：千円)

地域名 区　分 農　業 公共土木 合　計

箇所数 1 1 2

被害報告額 1,900 1,703 3,603

箇所数 5 19 24

被害報告額 14,500 43,694 58,194

箇所数 0 0 0

被害報告額 0

箇所数 1 0 1

被害報告額 2,400 2,400

箇所数 4 0 4

被害報告額 4,800 4,800

箇所数 0 0 0

被害報告額 0

箇所数 2 3 5

被害報告額 2,900 5,273 8,173

箇所数 0 4 4

被害報告額 6,779 6,779

箇所数 1 7 8

被害報告額 1,300 23,959 25,259

箇所数 1 27 28

被害報告額 2,700 95,186 97,886

箇所数 15 61 76

被害報告額 30,500 176,594 207,094

※被害報告額は概算

地域別被害状況 

本　渡

牛　深

有　明

（8月14日～16日、9月27日～28日の豪雨による被害状況）

河　浦

合　計

御所浦

倉　岳

栖　本

新　和

五　和

天　草



繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（４号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

1 単県治山事業
下半河内地区（本渡町）
L=25m

5,049
　入札不調により適正工期の確保が困難な
状況であるため、年度内での完了が困難と
なった。

平成30年8月

2 漁村再生交付金事業

深海漁港　浮体式係船
岸L=25m
横浦漁港　浮体式係船
岸L=15m

51,000

 　通常と規格が異なる特注品の浮体式係
船岸を製作するため、製造メーカーに納期
を確認したところ、他工事の受注も多く、年
度内の納品が困難であるとのことであるた
め、年度内の事業完了が困難となった。

平成30年10月

3 単独漁港整備事業
牛深漁港鬼塚地区埋立
工事　排水路工
L=200m

94,000

　牛深漁港鬼塚地区の用地埋立に使用す
るボックスカルバートが、受注生産品（特注
品）であるため、製造業者に納期を確認した
ところ、年度内での全数量の納品が困難と
のことであるため、年度内の事業完了が困
難となった。

平成31年3月

4
﨑津観光交流広場整
備事業

﨑津観光交流広場整備
工事

50,000

　設計について、地元と景観整備管理委員
会との意見調整に不測の日数を要したこと
により、適正工期の確保が困難であるた
め、年度内の事業完了が困難となった。

平成30年6月

5
市道改良（交付金）事
業

白木河内西高根線
道路改良工事
L=1.1km

棚底横断線
道路改良工事
L=300m

長手天附線（通天橋）
橋梁改修工事
L=126m

水の平五和線
道路改良工事
L=41m

165,000

　平成29年度社会資本整備総合交付金の
通知が9月12日付けであり、地元関係団体
との協議に不測の日数を要したことにより、
その後に工事を発注しても適正工期が確保
できないため、年度内での完了が困難と
なった。

　水の平五和線は、公安委員会との交差点
協議及び工事施工に伴う用地取得につい
て、地元との協議に不測の日数を要したこ
とにより、年度内の用地取得に伴う登記完
了が困難となった。

平成30年7月

6
都市計画道路太田町
水の平線整備事業

建物等調査委託費
土地購入費
家屋等補償費

56,000
　事業用地の交渉における移転計画におい
て、支障物件の年度内取り壊しが見込めな
いため、年度内での完了が困難となった。

平成31年3月



【一般会計補正予算（４号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

7
熊本天草幹線道路連
絡街路整備事業

土地購入費
家屋等補償費

65,000
　事業用地の交渉における移転計画におい
て、支障物件の年度内取り壊しが見込めな
いため、年度内での完了が困難となった。

平成31年3月

8
市営住宅ストック総合
改善事業

知ケ崎団地、辻団地・辻
団地集会所（本渡町）、
大宮田団地・中浦団地
（倉岳）、白木団地（新和
町）及び池端団地・通山
団地・中村団地・池端一
般住宅（天草町）の外壁
改修工事

128,600

　国及び県からの通知により、公営住宅等
の外壁塗材に石綿が含有している可能性
があることが判明し、石綿の含有を確認の
上、適切な措置を講ずることとされたことか
ら、12月補正予算にて石綿含有調査の予
算計上を行うものであるが、本調査後では
今年度予定している工事の適正工期が確
保できないため、年度内での完了が困難と
なった。

平成30年8月

9
防災行政無線整備事
業

防災行政無線戸別受信
機購入

1,079,060

　防災行政無線整備その２工事（同報系設
備）の工期延長に伴い、戸別受信機の電波
伝搬調査に必要な基地局及び中継局装置
の製造設置が遅れたことにより、戸別受信
機整備実施設計の完了工期が遅れたた
め、年度内での納品が困難となった。

平成31年3月

10
小学校施設大規模改
造事業

市内小学校空調設備設
置設計業務委託（17校
分）

19,980

　市内小学校空調設備設置設計業務委託
の実施にあたり、12月補正予算にて予算計
上を行うものであるが、適正な履行期間の
確保が難しく、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成30年9月

11
中学校施設大規模改
造事業

市内中学校空調設備設
置設計業務委託（13校
分）

13,036

　市内中学校空調設備設置設計業務委託
の実施にあたり、12月補正予算にて予算計
上を行うものであるが、適正な履行期間の
確保が難しく、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成30年9月

12
現年発生補助農業施
設

農地　15件
農業用施設　10件

46,600

　8月14日～8月16日及び9月27日～9月28
日の豪雨による補助災害工事施工におい
て、熊本地震による災害査定の遅れ等によ
り、関係資材の入手及び人材確保が困難
な状況であり、年度内の工事完成が困難と
なった。

平成30年12月

13
現年発生単独林業施
設

林道矢筈岳線
L=15m

4,000

　7月5日～7月7日の豪雨による林道災害
の復旧工事において、熊本地震による災害
査定の遅れ等により、関係資材の入手及び
人材確保が困難な状況であり、年度内の工
事完成が困難となった。

平成30年9月



【一般会計補正予算（４号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

14
現年発生単独治山施
設

林地被災2箇所
栖本町古江地区
L=15m
倉岳町宮田地区
L=20m

8,240

　7月5日～7月7日の豪雨による林道災害
の復旧工事において、熊本地震による災害
査定の遅れ等により、関係資材の入手及び
人材確保が困難な状況であり、年度内の工
事完成が困難となった。

平成30年9月

15
現年発生補助公共土
木施設

道路　14件
河川　26件

154,544

　9月27日～9月28日の豪雨による補助災
害工事施工において、熊本地震による災害
査定の遅れ等により、関係資材の入手及び
人材確保が困難な状況であり、年度内の工
事完成が困難となった。

平成30年9月

16
現年発生単独公共土
木施設

道路　6件
河川　 9件
生活関連道  5件
排水路　1件

22,050

　9月27日～9月28日の豪雨による単独災
害工事施工において、補助災害工事と同時
期に発注するため、関係資材の入手及び
人材確保が困難な状況であり、年度内の工
事完成が困難となった。

平成30年9月



債務負担行為の概要

【一般会計補正予算 第4号】
（単位：千円）

№ 事　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

1 広報紙印刷製本費
「市政だより天草」
の印刷製本費

平成30年度 17,470
　「市政だより天草」の印刷につ
いて、年度当初から業務を行う必
要があるため。

2 広報紙配送業務委託料
「市政だより天草」
の配送業務委託料

平成30年度 3,383
　「市政だより天草」の配送につ
いて、年度当初から業務を行う必
要があるため。

3
コミュニティエフエム
行政放送委託料

コミュニティエフエ
ムでの行政放送業務
委託料

平成30年度 12,593
　コミュニティエフエムでの行政
放送について、年度当初から業務
を行う必要があるため。

4
新和町巡回バス運行業
務委託料

新和町での巡回バス
運行業務委託料

平成30年度 13,779
　新たな巡回バスの運行につい
て、年度当初から業務を行う必要
があるため。

平成30年度
～

平成32年度
658,816

（年度別内
訳）

平成30年度
平成31年度
平成32年度

217,588
219,606
221,622

平成30年度
～

平成31年度
10,485

（年度別内
訳）

平成30年度
平成31年度

5,218
5,267

7
コミュニティセンター
指定管理業務委託料
（１施設）

二江地区コミュニ
ティセンターの指定
管理業務委託料

平成30年度 6,758
　コミュニティセンターの管理業
務について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

8
コミュニティエフエム
局管理事業費

コミュニティエフエ
ム局の放送機器保守
点検業務委託料

平成30年度 5,768
　コミュニティエフエム局の放送
機器について、年度当初から保守
点検業務を行う必要があるため。

平成30年度
～

平成32年度
24,035

（年度別内
訳）

平成30年度
平成31年度
平成32年度

7,938
8,012
8,085

10 ごみ袋作製費
市指定ごみ袋の作製
費

平成30年度 38,520
　市指定ごみ袋の製作について、
年度当初から業務を行う必要があ
るため。

11
一般廃棄物収集運搬業
務委託料（本渡地区・
不燃を除く全て）

一般廃棄物の収集運
搬業務委託料

平成30年度 379,731
　一般廃棄物の収集運搬業務につ
いて、年度当初から業務を行う必
要があるため。

本渡南地区コミュニ
ティセンター他50施
設の指定管理業務委
託料

　コミュニティセンターの管理業
務について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

9
御所浦保育所通園バス
運行業務委託料

御所浦保育所の通園
バス運行業務委託料

　御所浦保育所の通園バス運行業
務について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

6
コミュニティセンター
指定管理業務委託料
（１施設）

一町田地区コミュニ
ティセンターの指定
管理業務委託料

　コミュニティセンターの管理業
務について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

5
コミュニティセンター
指定管理業務委託料
（５１施設）



【一般会計補正予算 第4号】
（単位：千円）

№ 事　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

12
御所浦クリーンセン
ター運転管理業務委託
料

御所浦クリーンセン
ターの運転管理業務
委託料

平成30年度 21,233
　御所浦クリーンセンターの運転
管理業務について、年度当初から
業務を行う必要があるため。

平成30年度
～

平成32年度
370,515

（年度別内
訳）

平成30年度
平成31年度
平成32年度

122,328
123,591
124,596

14
道路維持補修業務委託
料

市道等の維持補修業
務委託料

平成30年度 160,023
　天草市管内の道路維持業務につ
いて、年度当初から業務を行う必
要があるため。

15
防災行政無線整備事業
費

戸別受信機の設置工
事請負費

平成30年度 371,030

　戸別受信機の設置について、平
成30年度までに工事を完了するに
は、早期に民間事業者へ工事発注
を行う必要があるため。

16
スクールボート運航管
理業務委託料

御所浦小中学校のス
クールボート運航管
理業務委託料

平成30年度 23,158
　通学用スクールボートの運行に
ついて、年度当初から業務を行う
必要があるため。

17
スクールバス運行管理
業務委託料（4小中学
校）

牛深東小中、本渡東
小、有明小のスクー
ルバス運行管理業務
委託料

平成30年度 103,316
　通学用スクールバスの運行につ
いて、年度当初から業務を行う必
要があるため。

18
天草キリシタン館入館
者等整理誘導警備業務
委託料

天草キリシタン館へ
の入館者の整理誘導
警備業務委託料

平成30年度 2,495
　天草キリシタン館入館者の整理
誘導警備業務について、年度当初
から業務を行う必要があるため。

平成30年度
～

平成32年度
7,848

（年度別内
訳）

平成30年度
平成31年度
平成32年度

2,592
2,616
2,640

13
天草市汚泥再生処理セ
ンター運転管理業務委
託料

汚泥再生処理セン
ターの運転管理業務
委託料

　天草市汚泥再生処理センターの
運転管理業務について、年度当初
から業務を行う必要があるため。

19

天草キリシタン館エス
カレーター・エレベー
ター保守点検業務委託
料

天草キリシタン館の
エスカレーター・エ
レベーター保守点検
業務委託料

　天草キリシタン館のエスカレー
ター・エレベーター保守点検業務
について、年度当初から業務を行
う必要があるため。


