
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

子ども・子育て支援臨時交付金 159,390

□子ども・子育て支援臨時交付金 159,390

民生費負担金 △ 111,940

□保育所等利用者負担金（公立） △ 2,278

□保育所等利用者負担金（私立） △ 109,662

教育使用料 △ 3,120

□幼稚園使用料 △ 3,120

民生費国庫負担金 152,073

□施設型給付費 147,865

□施設等利用給付費 4,208

民生費国庫補助金 8,592

□地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 7,580

□生活保護適正化推進事業費 1,012

商工費国庫補助金 10,250

□自然環境整備交付金 10,250

土木費国庫補助金 2,500

□耐震改修促進事業費 2,500

総務費県補助金 1,500

□移住支援事業費補助金 1,500

移住・定住促進対策事業に係る県補助金

民生費県補助金 4,568

□介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 12,734

公的介護施設等整備費補助金に係る県補助金

□施設開設準備経費助成特別対策事業補助金 1,967

公的介護施設等整備費補助金に係る県補助金

□多子世帯子育て支援事業費 △ 10,133

幼児教育・保育の無償化に伴う県補助金の減

農林水産業費県補助金 1,277

□畜産経営バックアップ事業補助金 1,277

商工費県補助金 1,000

□商店街にぎわいづくり補助事業補助金 1,000

土木費県補助金 1,250

□耐震改修促進事業費 1,250

商店街共同施設等整備支援事業に係る県補助金

畜産振興対策事業に係る県補助金

幼児教育の無償化に伴う使用料の減

幼児教育・保育の無償化に伴う負担金の減

公的介護施設等整備費補助金に係る国庫補助金

生活保護総務費事務経費に係る国庫補助金

民間建築物耐震改修促進事業に係る国庫補助金

保育所等給付費に係る国庫負担金

幼児教育・保育の無償化に伴う国庫負担金

幼児教育・保育の無償化に伴う負担金の減

14
使用料及び
手数料

645,931 △ 3,120 642,811

20,000 159,390 179,390

幼児教育・保育の無償化に伴う地方特例交付金

13
分担金及び
負担金

525,505 △ 111,940 413,565

令和元年度一般会計補正予算（第４号）の概要

款 補正予算の内容

16

観光施設整備事業に係る国庫補助金

4,077,279 9,595 4,086,874県支出金

15 国庫支出金 6,736,433 173,415 6,909,848

10
地方特例交
付金

民間建築物耐震改修促進事業に係る県補助金
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補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

商工費寄付金 200

□観光費寄附金 200

財政調整基金繰入金 △ 151,835

□財政調整基金繰入金 △ 151,835

財源調整のため

ふるさと応援寄附基金繰入金 △ 200

□ふるさと応援寄附基金繰入金 △ 200

財源調整のため

雑入 324

□公立保育所副食費 324

総務債 64,000

□地域情報化事業債 40,100

天草市コミュニティエフエム局設置事業に係る市債

□体育施設整備事業債 23,900

民生債 13,300

□地域医療対策事業債 13,300

地域医療対策事業に係る市債

商工債 139,000

□観光施設整備事業債 139,000

32,459,460 32,459,460

55,434,899 292,129 55,727,028

#REF!

216,300 6,770,900

スポーツ施設整備事業に係る市債

300,001 200 300,201

6,554,600

21 諸収入 471,737 324 472,061

天草二郎後援会様からの寄附金

幼児教育・保育の無償化に伴う雑入

歳入合計

補正されなかった款

22 市債

19 繰入金 3,643,953 △ 152,035 3,491,918

18 寄附金

観光施設整備事業及び宮地岳観光交流施設整備事
業に係る市債
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２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

電算情報処理費 40,191

□天草市コミュニティエフエム局設置事業 40,191

地域振興費 2,000

□移住・定住促進対策事業 2,000

スポーツ振興費 23,975

□スポーツ施設整備事業 23,975

社会福祉総務費 13,303

□地域医療対策事業 13,303

高齢者支援費 22,281

□公的介護施設等整備費補助金 22,281

7,580

14,701

児童育成費 8,416

□保育所等給付費 8,416

生活保護総務費 1,892

□生活保護総務費事務経費 1,892

畜産振興費 1,277

□畜産振興対策事業 1,277

商工振興費 2,000

□商店街共同施設等整備支援事業 2,000

観光費 4,300

□大会誘致等推進事業 4,300

観光施設管理費 166,303

□観光施設整備事業 55,839

□宮地岳観光交流施設整備事業 110,464

あまくさメディカルネット参加医療機関への機器（パソ
コン等）更新に係る補助金

天草肉用牛ヘルパー組織への資機材購入及び活動
支援（飼養管理）に係る補助金

認知症高齢者グループホームの改修に係る補助金

本渡中央商店街内のLED街路灯及び横渡し看板の
設置に係る補助金

申請件数の増加に伴う補助金の増

砂月海水浴場トイレ等及び新和緑の村トイレの改築
に係る事業費

施設規模見直しや駐車場及び進入路等の整備に係
る事業費

6 商工費 1,867,586 172,603 2,040,189

5 農林水産業費 2,463,108 1,277 2,464,385

款 補正予算の内容

3 民生費 17,310,193 45,892 17,356,085

2 総務費 10,922,558 66,166 10,988,724

深海町（3箇所）の送信施設及び送信アンテナの整備
に係る事業費

起業又は就業を伴う東京23区からの移住者への補
助金

城河原体育館の建設に係る事業費

地域密着型介護老人福祉施設の新設及び介護療養
型医療施設の介護医療院への転換に係る事業費の
補助単価見直しに係る補助金

幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育所利用
及び幼稚園の預かり保育事業等に係る事業費

制度改正に伴うシステム改修に係る経費
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補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

建築指導費 5,000

□民間建築物耐震改修促進事業 10,000

5,000

幼稚園費 1,191

□幼稚園費事務局分 1,191

15,798,873 15,798,873

55,434,899 292,129 55,727,028

幼児教育の無償化に伴う副食費に係る扶助費

申請件数の増加に伴う補助金の増

歳出合計

補正されなかった款

7 土木費 3,785,683

9 教育費 3,286,898 1,191 3,288,089

5,000 3,790,683
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

繰越金 2,909

□ 繰越金

前年度繰越金（支払基金交付金精算分のみ） 2,909

11,799,564 11,799,564

11,799,565 2,909 11,802,474

11,802,474

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

国庫支出金等償還金 2,909

□ 国庫支出金等償還金

2,909

11,796,564 11,796,564

11,799,565 2,909 11,802,474

5,910

1 2,909 2,910

補正されなかった款

歳出合計

補正されなかった款

歳入合計

款

8

前年度の支払基金交付金の精算による返還金

補正予算の内容

令和元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

繰越金

8 諸支出金 3,001 2,909
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

斎場事業債 20,400

□斎場整備事業債 86,100

新火葬場建設事業に係る市債

73,186 73,186

110,786 20,400 131,186

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

斎場建設費 20,400

□新火葬場建設事業 97,063

新火葬場の建設に係る事業費

9,065 9,065

110,786 20,400 131,186

令和元年度斎場事業特別会計補正予算（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

58,00020,40037,600市債6

補正されなかった款

歳出合計

款 補正予算の内容

1 斎場事業費 101,721 20,400 122,121
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繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第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 観光施設整備事業

砂月海水浴場トイレ、シ
ャワー・更衣室の整備
施設整備工事
施工監理業務委託

新和緑の村公衆トイレ
の整備
施設整備工事
施工監理業務委託

56,139

・砂月海水浴場トイレ、シャワー更衣室
海水浴シーズン終了後に着手し、年度内
に事業完了するよう計画していたが、シー
ズン終了後の着手では適正工期が確保で
きないことが判明し、年度内の事業完了が
困難となった。

・新和緑の村公衆トイレ
令和元年度自然環境整備交付金の内示
を受け実施する事業であるが、交付決定後
に事業に着手する必要があり、事業実施の
ための適正な履行期間が確保できず、年度
内の事業完了が困難となった。

令和2年8月

2
宮地岳観光交流施設
整備事業

施設改修工事
駐車場及び進入路整備
工事
施工監理業務委託
備品、消耗品等購入

339,414
トイレ棟の整備について、施設規模の変
更等に伴う設計変更が必要となったため、
年度内の事業完了が困難となった。

令和2年5月
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【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 城河原体育館建設事業
建築工事一式
施工監理業務委託

令和２年度 151,593
地元との協議が整い、実施設計
の完了により、事業費が確定した
ため。

令和２年度
～ 22,968

令和５年度

（年度別内訳）

令和２年度 5,742
令和３年度 5,742
令和４年度 5,742
令和５年度 5,742

令和２年度
～ 9,158

令和３年度

（年度別内訳）

令和２年度 4,579
令和３年度 4,579

令和２年度
～ 51,402

令和４年度

（年度別内訳）

令和２年度 17,134
令和３年度 17,134
令和４年度 17,134

令和２年度
～ 133,588

令和４年度

（年度別内訳）

令和２年度 44,610
令和３年度 44,489
令和４年度 44,489

令和２年度
～ 115,986

令和４年度

（年度別内訳）

令和２年度 38,750
令和３年度 38,618
令和４年度 38,618

【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

1 新火葬場建設事業
建築工事一式
火葬炉設備工事一式
施工監理業務委託

令和２年度 756,312
実施設計の完了により、事業費
が確定したため。

新和町高齢者生活福祉セン
ター指定管理料

5

新和町高齢者生活福祉セン
ターの指定管理料

天草市民センターの指定管
理料

4
天草宝島国際交流会館ポル
ト指定管理料

債務負担行為の概要

　令和元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。

2 河浦中央児童館指定管理料

3

天草市民センター指定管理
料

河浦中央児童館の指定管
理料

　令和元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。

　令和元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。

6
牛深総合センター指定管理
料

牛深総合センターの指定管
理料

　令和元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。

天草宝島国際交流会館ポル
トの指定管理料

　令和元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。
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