
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 88,820

□ 普通交付税 88,820

災害復旧費分担金 1,455

□ 治山施設災害復旧事業費 1,455

民生費国庫負担金 △ 294

□ 国民健康保険基盤安定費 △ 294

災害復旧費国庫負担金 △ 6,893

□ 公立学校施設災害復旧事業費 △ 6,893

総務費国庫補助金 60,757

□ 50,936

□ 9,821

衛生費国庫補助金 39,106

□ 38,000

□ 浄化槽設置事業費 1,106

教育費国庫補助金 70,549

□ 70,549

（新）本渡学校給食センター建設事業に係る国庫補助金

民生費国庫委託金 1,095

□ 基礎年金事務費 1095

民生費県負担金 △ 26,211

□ 国民健康保険基盤安定費 △ 17,904

□ 後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 8,327

□ 20

前年度低所得者保険料軽減負担金の確定に伴う県負担金

民生費県補助金 44,138

□ 44,138

公的介護施設等整備支援事業に係る県補助金

新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業に係
る国庫補助金

16 県支出金 4,425,265 91,809 4,517,074

普通交付税交付額の確定のため

15 国庫支出金 17,650,118 164,320 17,814,438

13
分担金及び負
担金

301,736 1,455 303,191

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る受益
者分担金

議第１２２号　令和２年度一般会計補正予算（第１３号）の概要

款 補正予算の内容

11 地方交付税 22,456,000 88,820 22,544,820

国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う減

浄化槽設置事業補助金に係る国庫補助金の増

学校施設環境改善交付金

国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う減

保険基盤安定負担金の確定に伴う減

災害査定の確定に伴う国庫負担金の減

新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金

個人番号カード交付等事務補助金

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

個人番号カード交付等事務経費に係る国庫補助金の増

地方バス路線運行維持対策事業、漁業経営安定資
金利子等補給事業及び社会教育施設指定管理者事
業継続支援事業に係る国庫補助金の増

国民年金費事務経費に係る国庫委託金の増

低所得者保険料軽減負担金（過年度分）

介護基盤緊急整備特別対策事業費



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

衛生費県補助金 16,132

□ 御所浦地域振興策事業費 15,210

診療所建設事業に係る県補助金

□ 浄化槽設置事業費 922

農林水産業費県補助金 48,050

□ 次代につながる熊本の果樹強化対策事業費 1,550

□ 9,081

多面的機能支払事業に係る県補助金の増

□ 30,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る県補助金

□ 242

特用林産物施設化推進事業に係る県補助金

□ 6,241

有害鳥獣資源化事業に係る県補助金の増

□ 936

災害復旧費県補助金 9,700

□ 治山施設災害復旧事業費 9,700

教育費寄附金 2,000

□ 図書購入費寄附金 2,000

岩﨑一郎様からの寄附のため 1,000

錦戸企業グループ様からの寄附のため 1,000

財政調整基金繰入金 △ 929,100

□ 財政調整基金繰入金 ########

財源調整のため

繰越金 1,518,334

□ 繰越金 1,518,334

前年度決算額確定のため

雑入 22,606

□ 2,500

□ 長寿社会づくりソフト事業費交付金 127

□ 農地集積交付金返還金 493

農林水産業債 12,300

□ 農林業施設整備事業債 4,800

有害鳥獣資源化事業に係る市債（合併）の増

□ 漁港施設整備事業債 7,500

県営漁港整備事業負担金に係る市債（過疎）の増

農業水路等長寿命化・防災減災事業費

□

前年度療養給付費負担金の確定に伴う返還金

事業採択による（公財）地域社会振興財団からの交付金

園芸施設整備支援事業に係る県補助金

コミュニティ助成事業（自治総合センター助成事業）に
係る助成金の増

20 繰越金 1 1,518,334 1,518,335

21 諸収入 782,568 22,606 805,174

市債 5,545,100 571,200 6,116,300

19 繰入金 3,194,509 △ 929,100 2,265,409

22

18 寄附金 1,600,000 2,000 1,602,000

漁業経営安定資金利子等補給事業に係る県補助金の増

浄化槽設置事業補助金に係る県補助金の増

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る県補
助金

自治総合センター助成金

農地集積交付金に係る返還金

19,486
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）

特用林産物施設化推進事業費

鳥獣被害防止総合対策交付金

漁業経営安定資金利子等補給事業費

多面的機能支払交付金事業費



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

教育債 594,100

□ 小学校施設整備事業債 9,800

□ 中学校施設整備事業債 7,300

□ 共同調理場施設整備事業債 577,000

災害復旧債 △ 400

□ 現年発生単独災害復旧事業債 3,100

□ 現年発生補助災害復旧事業債 △ 3,500

臨時財政対策債 △ 34,800

□ 臨時財政対策債 △ 34,800

10,648,956 10,648,956

66,604,253 1,531,444 68,135,697

#REF!

（新）本渡学校給食センター建設事業に係る市債（過疎）

歳入合計

中学校施設営繕事業に係る市債（合併）

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る市債
（災害）の増

臨時財政対策債発行可能額の確定のため

補正されなかった款

現年発生補助災害復旧事業（公立学校施設）に係る
市債（合併・財源更正）

現年発生補助災害復旧事業（公立学校施設）に係る
市債（災害）の減



２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

議会費 △ 524

□ 議員報酬 524

基金管理費 774,380

□ 基金積立金 774,380

759,170

15,210

公共交通対策費 71,475

□ 地方バス路線運行維持対策事業 71,475

まちづくり支援費 2,500

□ 2,500

戸籍住民基本台帳費 9,821

□ 個人番号カード交付等事務経費 9,821

社会福祉総務費 △ 20,737

□ 国民健康保険特別会計繰出金 △ 20,737

国民年金費 1,095

□ 国民年金費事務経費 1,095

高齢者福祉総務費 466

□ 高齢者福祉総務費事務経費 466

高齢者支援費 △ 44,815

□ 公的介護施設等整備支援事業 44,138

□ 介護保険特別会計繰出金 △ 88,953

後期高齢者医療費 △ 11,901

□ 後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 11,901

児童福祉総務費 7,009

□ 児童福祉総務費事務経費 7,009

前年度児童扶養手当等の確定に伴う国・県への返還金

3,231

診療所建設事業に係る減債基金への積立金

マイナンバーカードの発行件数増加等に伴う地方公
共団体情報システム機構への負担金の増

国民健康保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出
金の減

前年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

前年度低所得者保険料軽減負担金の確定に伴う国
への返還金

款 補正予算の内容

1 議会費 275,975 △ 1,922 274,053 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,398 401

支給月数の改定に伴う期末手当の減

2 総務費 9,897,272 968,245 10,865,517 人事異動等に伴う職員給与費の増 110,069

保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出金の減

税制改正に伴うシステム改修費

25,636,188 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 21,952△ 90,835

介護施設等における簡易陰圧装置の設置に係る補
助金の増

3 民生費 25,727,023

地方財政法第7条の規定に基づく財政調整基金への
積立金

乗合路線バスの運行経費の実績（見込）に伴う補助
金の増

(一財)自治総合センターの助成を受けて実施する自
治公民館の備品購入に係る補助金

コミュニティ助成事業（自治総合センター助成事業）



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

予防費 38,000

□ 新型コロナウイルスワクチン接種体制整備事業 38,000

浄化槽市町村整備推進費 708

□ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 708

浄化槽設置事業費 4,180

□ 浄化槽設置事業補助金 4,180

斎場費 △ 7,670

□ 斎場事業特別会計繰出金 △ 7,670

水道費 5,962

□ 小規模水道施設整備補助金 4,000

□ 上水道事業会計補助金 1,962

病院費 △ 14,933

□ 病院事業会計補助金 127

□ 国民健康保険診療施設特別会計繰出金 △ 7,035

□ 歯科診療所特別会計繰出金 △ 8,025

農業委員会費 6,493

□ 農業委員会費事務経費 493

合意解約に伴う農地集積協力金の返還金

□ 農地流動化奨励金交付事業 6,000

農地の利用権設定の増加に伴う奨励金の増

農山村活性化費 12,109

□ 多面的機能支払事業 12,109

園芸振興費 1,550

□ 園芸施設整備支援事業 1,550

農業施設管理費 30,000

□ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 30,000

ため池のハザードマップ作成に係る委託料

長寿社会づくりソフト事業費交付金の増

△ 33,247

前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及び前年度決算額の
確定等に伴う繰出金の増

申請件数の増加に伴う補助金の増

高料金対策に係る繰出基準変更等に伴う補助金の増

申請件数の増加に伴う補助金の増

新型コロナウイルスワクチンの接種準備に係る事業費

前年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

農地維持及び資源向上（長寿命化）等に係る取組面
積の増加に伴う交付金の増

前年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

5 農林水産業費 2,501,352 67,161 2,568,513 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 19,327 9,994

平坦地・緩傾斜地化等を図る果樹園の基盤整備に係
る補助金

4 衛生費 6,330,545 △ 16,304 6,314,241 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 42,551



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

林業振興費 26,912

□ 特用林産物施設化推進事業 323

炭窯設置に係る補助金

□ 有害鳥獣被害対策事業 15,240

イノシシの捕獲頭数の増加に伴う報償費の増

□ 有害鳥獣資源化事業 11,349

実施設計に伴う事業費の増

水産業振興費 1,872

□ 漁業経営安定資金利子等補給事業 1,872

漁港建設費 7,552

□ 県営漁港整備事業負担金 7,552

商工振興費 15,000

□ 天草市住宅リフォーム助成事業 15,000

中学校建設費 7,691

□ 中学校施設営繕事業 7,691

天草中学校及び稜南中学校に係る営繕工事

学校給食費 647,625

□ （新）本渡学校給食センター建設事業 647,625

（新）本渡学校給食センター建設に係る事業費

社会教育施設費 500

□ 社会教育施設指定管理者事業継続支援事業 500

図書館費 2,000

□ 図書館費事務経費 2,000

林業施設災害復旧費 14,550 10,178

□ 現年発生単独災害復旧事業（治山施設） 14,550

7,195,734 7,195,734

66,604,253 1,531,444 68,135,697

△ 6,452

事業費の変更に伴う県への負担金の増

漁業者の資金繰り支援として、利子に係る補助金の増

2,110,493 人事異動等に伴う職員給与費の減

歳出合計

△ 59,864 10,1789 教育費 4,093,553 597,952 4,691,505 人事異動等に伴う職員給与費の減

補正されなかった款

令和2年7月豪雨により被災した治山施設に係る災害
復旧費の増

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた指定管理
者の支援に係る補助金

岩﨑一郎様及び錦戸企業グループ様からの寄附金
による図書購入費

10 災害復旧費 1,554,722 14,550

△ 1,161

1,569,272

△ 2,498

申請件数の増加に伴う補助金の増

人事異動等に伴う職員給与費の減7 土木費 4,374,211 △ 6,452 4,367,759

6

△ 23,531

8 消防費

商工費 2,542,212 210 2,542,422 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 14,790 16,541

2,111,654 △ 1,161



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 △ 20,737

□ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） △ 23,675

保険基盤安定負担金交付額の確定による減

□ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） △ 588

保険基盤安定負担金交付額の確定による減

□ 職員給与費等繰入金 3,568

職員給与費の補正による増

□ その他繰入金 △ 42

その他の繰越金 293,071

□ 一般被保険者分

前年度決算額確定のため

11,368,225 11,368,225

12,472,592 272,334 12,744,926

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 4,267

□ 一般管理費

国民健康保険団体連合会負担金 95

□ 国民健康保険団体連合会負担金 448

一般被保険者療養給付費 210,827

□ 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 5,200

□ 一般被保険者療養費

療養費の増加が見込まれるため

保健福祉総合センター管理費 △ 42

□ 保健福祉総合センター管理費

人事異動等に伴う職員給与費の減

保険給付費等交付金償還金 51,987

□ 保険給付費等交付金償還金

2,774,988 2,774,988

12,472,592 272,334 12,744,926

保健福祉総合センター管理費に係る職員給与費の
補正による減

議第１２３号　令和２年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

7 繰入金 1,104,366 △ 20,737 1,083,629

8 繰越金 1 293,071 293,072

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

151,967

国保情報集約システム負担金の一部追加による増

2 保険給付費 9,399,333 216,027 9,615,360

人事異動等に伴う職員給与費及び税制改正に伴う
自庁システム改修費の増

1 総務費 147,605 4,362

9 諸支出金 10,001 51,987 61,988

6 保健事業費 140,665 △ 42 140,623

補正されなかった款

歳出合計

前年度特定健康診査・保健指導国県負担金の確定
等による返還金



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

1,595

□

△ 58,670

□ 介護給付費繰入金

△ 9,583

□ △ 7,637

□ △ 1,946

その他一般会計繰入金 △ 21,559

□ 職員給与費等繰入金 △ 13,437

□ 事務費繰入金 △ 8,122

低所得者保険料軽減繰入金 859

□

繰越金 362,104

□ 繰越金

　 前年度決算額確定のため

6,556,632 6,556,632

11,990,792 274,746 12,265,538

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 △ 3,988

□ 一般管理費 △ 11,658

234,484

□ 財政調整基金積立金

国庫支出金等償還金 44,250

□ 国庫支出金等返還金

11,717,309 11,717,309

11,990,792 274,746 12,265,538

3 国庫支出金 3,214,565 1,595

8 繰越金 14,093

△ 88,953

事業費補助金

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、
人事異動等に伴う職員給与費の減、システム改修補
助金充当分の減、システム改修補助金不足分

介護給付費繰入金

前年度決算の確定に伴う保険料軽減受け入れ不足
分の受け入れ

前年度決算の確定に伴う市負担分の超過分の減

地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支
援総合事業）

地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金

前年度決算の確定に伴う事務費超過分の減

地域支援事業繰入金

補正予算の内容

2,205,502

補正されなかった款

17,0938

補正されなかった款

6 基金積立金 328

諸支出金

歳入合計

款

1

歳出合計

256,062 △ 3,988 252,074

61,343

総務費

前年度介護給付費等の確定に伴う返還金

議第１２４号　令和２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

7 繰入金

事業費補助金
3,216,160

低所得者保険料軽減繰入金

2,116,549

44,250

362,104 376,197

人事異動等に伴う職員給与費の減、介護報酬改定
等に伴うシステム改修委託料

234,484

前年度決算の確定に伴う剰余金の積立

234,812
財政調整基金積立金



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

383

□ システム改修費

税制改正に伴うもの

△ 11,102

□ 保険基盤安定繰入金 △ 11,102

保険基盤安定負担金の確定による減

事務費繰入金 △ 799

□ 事務費繰入金 △ 1,638

前年度繰越金等確定のため

□ 職員給与費等繰入金 839

人事異動等に伴う職員給与費の増

3,175

□ 繰越金 3,175

前年度決算額確定のため

△ 67

□ 広域連合派遣職員等負担金 △ 67

連合派遣職員人件費の減

834,971 834,971

1,354,027 △ 8,410 1,345,617

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 2,692

□ 一般管理費

2,692

△ 11,102

□ 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 11,102

36,182 36,182

1,354,027 △ 8,410 1,345,617

人事異動等に伴う職員給与費の増、税制改正に伴う
システム改修委託料

議第１２５号　令和２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

4 繰入金 475,558 △ 11,901 463,657
保険基盤安定繰入金

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金

雑入

5 繰越金 1 3,175 3,176
繰越金

38,249

6 諸収入 43,497 △ 67 43,430

熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

保険基盤安定負担金の減

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 35,557 2,692

補正されなかった款

2 後期高齢者医
療広域連合納
付金

1,282,288 △ 11,102 1,271,186

歳出合計

3 県支出金 0 383 383



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 708

□ 一般会計繰入金 △ 717

繰越金 107

□ 繰越金

60,807 60,807

119,812 815 120,627

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総務費 815

□

人事異動等に伴う職員給与費の増

20,966 20,966

119,812 815 120,627

歳入合計

事務経費

補正されなかった款

議第１２６号　令和２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

59,7126 繰入金 59,004 708

補正されなかった款

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

歳出合計

浄化槽市町村
整備推進事業
費

繰越金 1 107 108

款 補正予算の内容

1

7

98,846 815 99,661

前年度決算額確定のため



１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

診療収入 △ 10,586

□ 診療収入

一般会計繰入金 △ 7,035

□ 一般会計繰入金

繰越金 16,446

□ 繰越金 15,073

前年度決算額確定のため

58,211 58,211

245,625 △ 1,175 244,450  

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 △ 1,175

□ 一般管理費 396

人事異動等に伴う職員給与費の減

38,717 38,717

245,625 △ 1,175 244,450

補正されなかった款

1 総務管理費 206,908 △ 1,175

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

205,733

議第１２７号　令和２年度国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

1 診療収入 92,436 △ 10,586 81,850

新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う診療収入の
減のため

6 繰越金 1 16,446 16,447

5 繰入金 94,977 △ 7,035 87,942

人事異動等に伴う職員給与費の減及び診療収入の
減、並びに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

1 歯科診療収入 歯科診療収入 △ 840

□ 診療収入

一般会計繰入金 △ 8,025

□ 一般会計繰入金 △ 5,945

繰越金 9,431

□ 繰越金 6,282

前年度決算額確定のため

1,407 1,407

50,140 566 50,706

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 566

□ 一般管理費 4

人事異動等に伴う職員手当等の減 △ 64

歯科医師業務委託に伴う委託料の増 630

12,274 12,274

50,140 566 50,706

議第１２８号　令和２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

24,600 △ 840 23,760

支給月数の改定に伴う期末手当の減及び診療収入
の減、並びに前年度繰越金確定のため

新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う診療収入の
減のため

3 繰入金 24,132 △ 8,025 16,107

38,432

4 繰越金 1 9,431 9,432

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 補正予算の内容

1 総務管理費 37,866 566



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 △ 7,670

□ 一般会計繰入金 △ 2,810

前年度繰越金確定のため

繰越金 7,670

□ 繰越金 2,810

前年度決算額確定のため

801,130 801,130

883,698 0 883,698

議第１２９号　令和２年度斎場事業特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

74,8973 繰入金 82,567 △ 7,670

補正されなかった款

歳入合計

7,6717,6701繰越金4



繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第１３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
汚泥再生処理センター
整備事業

国道324号道路改良工事
に伴う下水道管移転工事

16,681

　移転先の埋設ルート選定において、熊本
県（天草広域本部）及び他の地下埋設物設
置者との協議・調整に不測の日数を要し、
年度内の事業完了が困難となった。

令和3年9月

2
農業水路等長寿命化・
防災減災事業

ため池ハザードマップ作成
五和町  13箇所
栖本町    2箇所

30,000
一般会計補正予算（第13号）に提案する

事業であるが、適正工期の確保が難しく、
年度内での事業完了が困難となった。

令和3年8月

3 有害鳥獣資源化事業

資源化処理施設整備
（新和町宮地浦地内）

建屋建築工事費
施設整備工事費
施設備品購入費

53,596
一般会計補正予算（第13号）に提案する

事業であるが、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3年5月

4
市道改良（交付金）事
業

通詞1号線改良事業
橋長： L=184m
車道W=4.5ｍ(１車線)

29,105
国の交付決定の遅れにより、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3年8月

5
景観からの島づくり事
業

大江教会周辺景観整備工
事

29,008

大江教会周辺景観整備工事において、
ワークショップ方式による地域との意見交
換会を開催したうえで設計に反映させるよう
計画していたが、新型コロナウイルス感染
症拡大に伴い意見交換会を見合わせことに
より、実施設計業務に不測の日数を要した
ため、工事の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3年6月

6
熊本天草幹線道路連
絡街路整備事業

下川原茂木根線橋梁（市
安橋）拡幅工事
今釜本渡港線橋梁（仮・港
新橋）工事

519,000

市安橋拡幅工事については、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。
（仮）港新橋工事については、交通規制に
関する関係機関との調整・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。

令和3年10月

7
都市計画道路太田町
水の平線整備事業

土地購入
建物等補償

148,000
事業用地の買収補償において、地権者と

の交渉等に不測の日数を要しているため、
年度内の事業完了が困難となった。

令和4年2月

8
公園施設長寿命化対
策支援事業

都市公園長寿命化計画策
定業務委託（測量設計委
託料）

6,448
国の交付決定の遅れにより、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3年6月



【一般会計補正予算（第１３号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

9 中学校施設営繕事業
天草中学校技術室移設工
事

5,184
一般会計補正予算（第13号）に提案する

事業であるが、適正工期の確保が難しく、
年度内での事業完了が困難となった。

令和3年4月

10
（新）本渡学校給食セン
ター建設事業

工事監理業務委託料
建設工事費

647,625
一般会計補正予算（第13号）に提案する

事業であるが、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4年2月

11
現年発生単独災害復
旧事業（治山施設）

牛深町（茂串地区）
有明町（大浦地区）

14,550
一般会計補正予算（第13号）に提案する

事業であるが、適正工期の確保が難しく、
年度内での事業完了が困難となった。

令和3年8月



債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第１３号）】
（単位：千円）

№ 事　　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

令和3年度 5,408

令和3年度 14,867

令和3年度 4,066

令和3年度 1,994

令和3年度 241,729

令和3年度
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和3年度 11,405
令和4年度 11,405
令和5年度 11,405

令和3年度 29,994

令和3年度 425,884

令和3年度 23,692

6
緊急通報システム運
用業務委託料

災害弱者緊急通報シス
テムの運用に係る業務
委託料

34,215

緊急通報システムの運用業務
について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

1
議会広報紙印刷製
本費

「あまくさ市議会だより」
の印刷製本費

「あまくさ市議会だより」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。

ケーブルテレビでの行
政放送業務委託料

ケーブルテレビでの行政放送
について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

2 広報紙印刷製本費

4
ケーブルテレビ行政
放送委託料

令和２年度で現指定管理者と
の契約が満了することから、新
たに指定管理者の選定を行うた
め。

「市政だより天草」の印
刷製本費

「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。

9
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

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。

3
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

「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。

5
コミュニティセンター
指定管理料（５３施
設）

本渡南地区コミュニティ
センター他５２施設の指
定管理業務委託料

8

一般廃棄物（ごみ）
収集運搬業務委託
料（本渡地区・不燃
及び倉岳地区を除く
全て）

一般廃棄物（ごみ）の収
集運搬業務委託料

一般廃棄物（ごみ）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。

7 ごみ袋作製費 市指定ごみ袋の作製費
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。



【一般会計補正予算（第１３号）】
（単位：千円）

№ 事　　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

令和3年度 90,056

令和3年度
～

令和7年度

（年度別内訳）

令和3年度 133,864
令和4年度 133,384
令和5年度 133,242
令和6年度 133,269
令和7年度 133,361

令和3年度 22,525

令和3年度 175,900

令和3年度
～

令和7年度

（年度別内訳）

令和3年度 41,156
令和4年度 41,156
令和5年度 41,156
令和6年度 41,156
令和7年度 41,156

令和3年度 25,016

令和3年度
～

令和7年度

（年度別内訳）

令和3年度 1,003
令和4年度 1,003
令和5年度 1,003
令和6年度 1,003
令和7年度 2,487

16
本渡北小学校仮設
校舎借上料

本渡北小学校の仮設
校舎に係るリース料

6,499

現在リース契約にて使用して
いる本渡北小学校の仮設校舎
について、令和3年度以降も引
続きリース契約を継続するた
め。

15
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

通学用スクールボートの運航
について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

11
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

667,120

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。

14
瀬戸歩道橋操作及
び保守点検業務委
託料

瀬戸歩道橋の操作及
び保守点検に係る業務
委託料

205,780

瀬戸歩道橋の操作及び保守点
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。

13
道路維持補修業務
委託料

市道等の維持補修業
務委託料

　天草市管内の道路維持補修業
務について、年度当初から業務
を行う必要があるため。

10
一般廃棄物（し尿及
び浄化槽汚泥）運搬
業務委託料

一般廃棄物（し尿及び
浄化槽汚泥）の収集運
搬業務委託料

一般廃棄物（し尿及び浄化槽
汚泥）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。

12
総合交流ターミナル
施設ユメール指定管
理料

総合交流ターミナル施
設ユメールの指定管理
業務委託料

令和２年度で現指定管理者と
の契約が満了することから、新
たに指定管理者の選定を行うた
め。



【一般会計補正予算（第１３号）】
（単位：千円）

№ 事　　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

令和3年度
～

令和4年度

（年度別内訳）

令和3年度 321,788
令和4年度 995,571

令和3年度
～

令和12年度

（年度別内訳）

令和3年度 2,130
令和4年度 2,130
令和5年度 2,130
令和6年度 1,848
令和7年度 1,011
令和8年度 667
令和9年度 502
令和10年度 339
令和11年度 174
令和12年度 9

令和3年度
～

令和12年度

（年度別内訳）

令和3年度 7,055
令和4年度 7,055
令和5年度 7,055
令和6年度 6,517
令和7年度 4,957
令和8年度 667
令和9年度 502
令和10年度 339
令和11年度 174
令和12年度 9

18
漁業経営安定資金
利子等補給

　一般会計補正予算（第13号）に
提案する農林漁業セーフティ
ネット資金の借入れを行った者
に対する利子補給（5年）を行う
ため。

10,940

17
（新）本渡学校給食
センター建設事業

工事監理業務委託料
建設工事費
厨房機器購入費

1,317,359

　事業期間が複数年度にわたる
ことから計画的な事業実施を行
うため。

34,330

熊本県新型コロナ

ウイルス対策緊急

支援資金の借入

れを行った者に対

する利子補給及び

保証料助成

変

更

後

変

更

前

熊本県新型コロナ

ウイルス対策緊急

支援資金の借入

れを行った者に対

する利子補給及び

保証料助成並び

に農林漁業セーフ

ティネット資金の借

入れを行った者に

対する利子補給



１．歳　　入

補正前の額 補正額 補正後の額

災害復旧費国庫負担金 130,026

□ 130,026

財政調整基金繰入金 17

□財政調整基金繰入金 17

財源調整のため

災害復旧債 64,900

□現年発生補助災害復旧事業債 64,900

41,939,550 41,939,550

68,135,697 194,943 68,330,640

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

公共土木施設災害復旧費 194,943

□ 194,943

66,566,425 66,566,425

68,135,697 194,943 68,330,640

補正されなかった款

19 繰入金 2,265,409 17 2,265,426

現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）に係る
市債（災害）

現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）に係る
国庫負担金

歳入合計

22 市債 6,116,300 64,900 6,181,200

公共土木施設災害復旧事業費

議第１３３号　令和２年度一般会計補正予算（第１４号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 17,814,438 130,026 17,944,464

（単位：千円）

款 補正予算の内容

10 災害復旧費 1,569,272 194,943 1,764,215
現年発生補助災害復旧事業（公共土木施設）

補正されなかった款

歳出合計

令和2年7月豪雨及び台風10号により被災した道路、
河川及び海岸施設に係る災害復旧費



繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第１４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
現年発生補助災害復
旧事業（公共土木施
設）

道路　  6件
河川　  8件
海岸　  1件

194,943
（905,852）

　令和2年7月豪雨及び台風10号による公
共土木施設の災害復旧事業について、大
規模な災害発生に伴う災害査定の遅れな
ど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4年2月
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