
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

民生費国庫負担金 109,887

□自立支援給付費 47,995

□児童発達支援事業費 8,655

□生活保護費過年度分 53,237

総務費国庫補助金 11,286

□個人番号カード交付等事務補助金 11,286

教育費国庫補助金 74,577

□ 74577

民生費県負担金 28,325

□自立支援給付費 23,997

□児童発達支援事業費 4,328

農林水産業費県補助金 14,000

□海岸堤防等老朽化対策事業費 14,000

商工費県補助金 11,497

□食料産業・６次産業化交付金 11,497

民生費寄附金 200

□福祉基金寄附金 200

本渡商工会議所女性会様からの寄附のため

土木費寄附金 20,000

□土木総務費寄附金 20,000

新日出雄様からの寄附のため

消防費寄附金 3,000

□災害対策費寄附金 3,000

株式会社シー・エム・エス様からの寄附のため

財政調整基金繰入金 260,093

□財政調整基金繰入金 260,093

財源調整のため

森林環境譲与税基金繰入金 8,420

□ 8,420

新たな森林管理推進事業へ充当のため（財源更正）

海岸堤防等老朽化対策事業に係る県補助金の増

６次産業化推進事業に係る県補助金

学校通信ネットワーク整備事業に係る国庫補助金

個人番号カード交付等事務経費に係る国庫補助金の増

森林環境譲与税基金繰入金

生活介護費、就労継続支援費及びサービス利用
計画作成費に係る国庫負担金の増

児童通所支援費に係る国庫負担金の増

前年度事業費の確定に伴う国庫負担金の増

生活介護費、就労継続支援費及びサービス利用
計画作成費に係る県負担金の増

児童通所支援費に係る県負担金の増

議第２９号　令和元年度一般会計補正予算（第１０号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 6,969,378 195,750 7,165,128

16 県支出金 4,083,985 53,822 4,137,807

18 寄附金 655,101 23,200 678,301

学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費

19 繰入金 2,530,086 268,513 2,798,599
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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

土木債 19,900

□道路橋梁整備事業債 14,400

□河川整備事業債 5,500

教育債 79,800

□学校通信ネットワーク整備事業債 79,800

36,763,676 36,763,676

57,831,926 640,985 58,472,911

#REF!

6,929,400

学校通信ネットワーク整備事業に係る市債

補正されなかった款

歳入合計

国・県道整備事業負担金に係る市債の増

県営砂防事業負担金に係る市債の増

22 市債 6,829,700 99,700
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２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

人事管理費 136,560

□人事管理費職員給 136,560

基金管理費 50,198

□福祉基金積立金 200

□基金積立金 20,000

□森林環境譲与税基金積立金 29,998

公共交通対策費 53,484

□地方バス路線運行維持対策事業 53,484

戸籍住民基本台帳費 11,286

□個人番号カード交付等事務経費 11,286

障害福祉費 137,290

□障害福祉費事務経費 23,991

□生活介護費 40,220

□就労継続支援費 41,870

□児童通所支援費 17,309

□サービス利用計画作成費 13,900

児童福祉総務費 12,323

□児童福祉総務費事務経費 12,323

生活保護総務費 19,318

□生活保護総務費事務経費 19,318

林業振興費 6,520

□有害鳥獣被害対策事業 6520

漁港建設費 28,000

□海岸堤防等老朽化対策事業 28000

６次産業推進費 11,497

□６次産業化推進事業 11,497
6 商工費 2,021,322 11,497 2,032,819

国の補正予算による食品産業の輸出向けHACCP
（ハサップ）等対応施設の整備に伴う補助金

5 農林水産業費 2,484,902 34,520 2,519,422

乗合路線バスの運行経費の確定に伴う補助金の増

定年前早期退職者等の追加に伴う退職手当の増

3 民生費 17,308,199 168,931 17,477,130

本渡商工会議所女性会様からの寄附に伴う積立金

新日出雄様からの寄附に伴うふるさと応援寄附基金
への積立金

森林環境譲与税基金設置に伴う積立金

款 補正予算の内容

2 総務費 13,039,134 251,528 13,290,662

県の追加内示に伴う事業費の増

個人番号カード関連委任事務の実績に伴う負担金の増

前年度事業費の確定に伴う返還金

前年度事業費の確定に伴う返還金

前年度事業費の確定に伴う返還金

利用実績の増加等に伴う扶助費の増

利用実績の増加等に伴う扶助費の増

利用実績の増加等に伴う扶助費の増

利用実績の増加等に伴う扶助費の増

イノシシの捕獲頭数の増加に伴う報償金の増
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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

道路新設改良費 14,475

□国・県道整備事業負担金 14,475

河川改良費 5,500

□県営砂防事業負担金 5,500

教育振興費 154,534

□ 154,534

15,853,381 15,853,381

57,831,926 640,985 58,472,911

9 教育費 3,298,365 154,534 3,452,899

補正されなかった款

歳出合計

7 土木費 3,826,623 19,975 3,846,598

国の補正予算による県営砂防事業の変更に伴う負
担金の増

国の補正予算による県営道路整備事業の変更に伴
う負担金の増

国の補正予算による高速大容量通信が可能な校内
通信ネットワークの整備等に係る事業費

学校通信ネットワーク整備事業
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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10号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容
繰越額

（変更後額）
繰　越　理　由 竣工予定日

1 防犯灯整備事業
御所浦町嵐口外平線防
犯灯設置工事

1,590

御所浦町の通学路における防犯灯整備
について、一部区間の電柱設置が令和2
年度になり、電柱設置後にしか整備できな
いため、年度内での事業完了が困難と
なった。

令和2年12月

2
スポーツ拠点施設整備
事業

スポーツ拠点施設整備
に係る実施設計業務委
託

51,098

スポーツ拠点施設整備事業の実施設計
において、全体事業費の抑制を図る必要
があることから、整備内容の見直し、設計
の修正等が必要になり、年度内の事業完
了が困難となった。

令和2年8月

3 牛深港周辺整備事業
牛深港周辺整備基本構
想策定業務委託

10,164

牛深港周辺整備基本構想、並びに複合
施設基本計画及びうしぶか海彩館改修基
本計画の策定を予定していたが、国の補
助事業を模索する中で事業を一旦休止し
ていたため、年度内での事業完了が困難
となった。

令和2年12月

4
公的介護施設等整備
費補助金

地域密着型介護老人福
祉施設整備及び開設準
備に対する補助

154,251

補助対象者が行う地域密着型介護老人
福祉施設整備について、消費税引上げ後
の補助単価による申請となり、工事着工
が1月にずれ込んだことや、令和元年8月
の九州北部豪雨及び同年9月の台風17号
による被害等のため建設用資材が不足
し、年度内の事業完了が困難となった。

令和3年1月

5
養豚農場野生動物侵
入防護柵整備緊急支
援事業

養豚農場野生動物侵入
防護柵整備緊急支援事
業補助金

10,500

補助対象者が行う養豚農場周辺への防
護柵の設置について、資材調達の遅れな
どにより、年度内での事業完了が困難と
なった。

令和2年5月

6
海岸堤防等老朽化対
策事業

海岸保全施設長寿命化
計画策定
7漁港海岸（下平、戸の
崎、小田床、白戸、栖
本、猪子田及び魚貫崎）

31,000
事業費の追加内示があったが、適正工

期の確保が難しく、年度内の事業完了が
困難となった。

令和2年12月
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【一般会計補正予算（第10号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容
繰越額

（変更後額）
繰　越　理　由 竣工予定日

7
水産物供給基盤機能
保全事業

御領漁港
　沖の畑物揚場補修工
事

﨑津漁港
　３号物揚場補修工事

深海漁港
　浮消波提補修工事

横浦漁港
　浮消波提補修設計
　浮消波提補修工事

121,000

御領漁港については、工法の再検討が
必要となり、国、県と工法協議を行ったとこ
ろ、協議に不測の日数を要したため、年度
内の事業完了が困難となった。

﨑津漁港については、工事発注後、請
負者より、当初想定していなかった粉じん
及び臭いによる加工品への影響が懸念さ
れるとの申し出があり、地元加工業者と協
議を行ったところ、対策の検討、実施に不
測の日数を要したため、年度内の事業完
了が困難となった。

深海漁港については、浮消波堤の補修
工事にあたり、国に対し事業計画の変更
申請を行う必要が生じ、変更承認後の着
手となるため、年度内の事業完了が困難
となった。

横浦漁港については、横浦養殖場に設
置されている浮消波堤の補修工事を早急
に行う必要があり、事業計画の変更申請
を行ったが、承認に不測の日数を要した
ため、年度内の事業完了が困難となった。

令和3年3月

8 水産基盤整備事業

大浦元浦漁港水産生産
基盤整備工事
　物揚場　Ｌ=50m
　浮体式係船岸　L=45m

55,000

当初、６号物揚場、１号道路、泊地浚渫
及び元浦物揚場（改良）を予定していた。
工事期間中の漁船の移動について地元
漁協と協議を行ったところ、元浦物揚場に
移動させることとなったため、６号物揚場
等の完了後にしか元浦物揚場の改良工
事に着手できなくなり、適正工期の確保が
難しく、年度内の事業完了が困難となっ
た。

令和2年12月

9
プレミアム付商品券事
業

商品券取扱業務委託
プレミアム付商品券事
業補助金　等

5,925

令和2年3月使用期限のプレミアム付商
品券の事業所換金期間が5月までであり、
また換金完了後、事業精算する必要があ
るため、年度内の事業完了が困難となっ
た。

令和2年8月

10 ６次産業化推進事業
食料産業・６次産業化推
進事業補助金

11,497
一般会計補正予算（第10号）に提案する

国の補正予算に伴う事業のため、年度内
での事業完了が困難となった。

令和2年10月

11
御所浦白亜紀資料館
改築整備事業

御所浦白亜紀資料館改
築に伴う建築及び展示
設計業務委託

22,473

公募型プロポーザル方式による設計委
託業務に係る手続きに、当初計画より期
間を要したため、年度内での基本設計分
の出来高完了が困難となった。

令和2年8月

12
民間建築物耐震改修
促進事業

民間建築物耐震改修促
進事業補助金

2,000
補助対象者が行う耐震改修等につい

て、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10号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容
繰越額

（変更後額）
繰　越　理　由 竣工予定日

13 市道維持補修事業
嵐口外平線床版補修
　L=2.0m

5,500
入札不調により、適正工期の確保が難し

く、年度内の事業完了が困難となった。
令和2年9月

14
市道改良（交付金）事
業

横浦与一ヶ浦線
  L=30m

水の平五和線
  L=41.0m

通詞１号線
  L=184m

68,473
（234,373）

横浦与一ヶ浦線については、入札不調
により、適正工期の確保が難しく、年度内
の事業完了が困難となった。

水の平五和線については、既設橋台部
の事前調査を行った結果、橋台の構造が
想定と異なっており、仮設土留工の再検
討に不測の日数を要したため、年度内の
工事完了が困難となった。

通詞１号線については、事前調査を行っ
た結果、使用する伸縮装置の遊間を再確
認する必要が生じ、規格の確定に不測の
日数を要したため、年度内の工事完了が
困難となった。

令和2年9月

15 市道改良（単独）事業
横浦与一ヶ浦線
  L=30m

8,000
（13,000）

入札不調により、適正工期の確保が難し
く、年度内の事業完了が困難となった。

令和2年9月

16
土砂災害危険住宅移
転促進事業

土砂災害危険住宅移転
促進事業補助金

3,000
補助対象者が行う移転事業について、

年度内の事業完了が困難となった。
令和2年5月

17
学校通信ネットワーク
整備事業

学校ネットワーク機器等
設定設置工事
・校内LAN整備
・電源キャビネット（タブ
レット端末保管庫整備）

154,534
一般会計補正予算（第10号）に提案する

国の補正予算に伴う事業のため、年度内
での事業完了が困難となった。

令和3年3月
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