
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

地方消費税交付金 △ 95,400

□ 地方消費税交付金 △ 95,400

地方消費税の減収に伴う地方消費税交付金の減

農林水産業費負担金 1,908

□ 産地生産基盤パワーアップ事業負担金 1,908

産地生産基盤パワーアップ事業に係る負担金

民生費国庫負担金 54,933

□ 自立支援給付費 54,933

総務費国庫補助金 239,575

□ 239,575

土木費国庫補助金 329,411

□ 78,008

□ 24,640

□ 216,163

□ 10,600

教育費国庫補助金 13,200

□ 13200

民生費県負担金 27,466

□ 自立支援給付費 27,466

民生費県補助金 300

□ 300

農林水産業費県補助金 167,934

□ 162,934

□ 5,000

総務費寄附金 10,000

□ 企業版ふるさと応援寄附金 10,000

産地生産基盤パワーアップ事業費

水産物供給基盤機能保全事業費

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている
地域経済や住民生活を支援するための事業に係
る国庫補助金の増

市道改良（交付金）事業に係る国庫補助金

市道改良（交付金）事業に係る国庫補助金

都市計画道路太田町水の平線整備事業に係る国
庫補助金

公園施設長寿命化対策支援事業に係る国庫補助
金

産地生産基盤パワーアップ事業に係る県補助金

義務教育支援体制整備事業（小学校）及び義務教
育支援体制整備事業（中学校）に係る国庫補助金

住まいの再建支援事業に係る県負担金

学校保健特別対策事業費

令和2年7月豪雨被災者等支援交付金

水産基盤整備事業に係る県補助金の増

信金中央金庫様からの寄附のため

1,843,000

介護給付費に係る国庫負担金の増

介護給付費に係る県負担金の増

4,741,110

1,747,600

新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金

公園施設長寿命化対策支援事業費

都市計画道路太田町水の平線整備事業費

道路メンテナンス事業費

社会資本整備総合交付金（道路）

議第７２号　令和２年度一般会計補正予算（第１８号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 18,017,465 637,119 18,654,584

13
分担金及び負
担金

303,191 1,908 305,099

7
地方消費税交
付金

△ 95,400

1,612,000

16 県支出金 4,545,410 195,700

18 寄附金 1,602,000 10,000



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

財政調整基金繰入金 303,163

□ 財政調整基金繰入金 303,163

財源調整のため

ふるさと応援寄附基金繰入金 △ 1,000

□ ふるさと応援寄附基金繰入金 △ 1,000

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

雑入 14,403

□ 14,403

農林水産業債 51,900

□ 農業共同利用施設整備事業債 46,900

□ 漁港施設整備事業債 5,000

土木債 202,400

□ 道路橋梁整備事業債 71,800

59,000

12,800

□ 河川整備事業債 7,700

7,000

700

□ 港湾改修事業債 2,800

□ 街路整備事業債 98,500

□ 公園整備事業債 13,500

□ 景観整備事業債 8,100

減収補填債 95,400

□ 減収補填債 95,400

32,869,111 32,869,111

68,559,047 1,409,593 69,968,640

#REF!

森林整備地域活動支援交付金事業に係る森林組
合からの返還金

森林整備地域活動支援交付金返還金

天草市起業創業・中小企業支援センター事業へ企
業版ふるさと応援寄附金充当のため（財源更正）

天草未来人材育成・就職促進事業へ企業版ふる
さと応援寄附金充当のため（財源更正）

6,579,200

21 諸収入 805,174 14,403

22 市債 6,229,500 349,700

819,577

補正されなかった款

歳入合計

産地生産基盤パワーアップ事業に係る市債（過疎）

水産基盤整備事業に係る市債（過疎）の増

地方消費税交付金等の減収に伴う市債

都市計画道路太田町水の平線整備事業に係る市
債（合併）の増

公園施設長寿命化対策支援事業に係る市債（合
併）の増

景観からの島づくり事業に係る市債（合併）の増

県営建設海岸事業負担金に係る市債（合併）の増

国・県道整備事業負担金に係る市債（合併）の増

市道改良（交付金）事業に係る市債（過疎）の増

県営砂防事業負担金に係る市債（緊急自然災害
防止対策事業債）の増

県営港湾事業負担金に係る市債（合併）の増

19 繰入金 2,344,196 296,163 2,640,359



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 219,941

□人事管理費職員給 219,941

基金管理費 216,645

□ 216,645

公共交通対策費 2,549

□出水駅・蔵之元港間シャトルバス運行事業 2,549

障がい福祉費 116,731

□障害福祉費事務経費 6,865

□介護給付費 109,866

児童福祉総務費 7,452

□児童福祉総務費事務経費 7,452

生活保護総務費 20,560

□生活保護総務費事務経費 20,560

災害救助費 300

□住まいの再建支援事業 300

保健衛生総務費 1,366

□保健衛生総務費事務経費 1,366

園芸振興費 211,814

□ 211814

林業振興費 10,803

□ 10,803

漁港建設費 10,000

□水産基盤整備事業 10000

観光施設管理費 19,409

□観光施設管理経費 12,228

□ 7,181

令和2年7月豪雨により被災し、仮住まいを余儀なくさ
れた方の転居費用等に係る補助金

過年度事業費の確定に伴う県への返還金

国の補正予算による選果場建屋及び不知火選果機
改修等に係る補助金

前年度事業費の確定に伴う国・県への返還金

森林整備地域活動支援交付金事業

産地生産基盤パワーアップ事業

前年度事業費の確定に伴う国への返還金

前年度事業費の確定に伴う国・県への返還金

前年度事業費の確定に伴う国・県への返還金

利用実績の増加等に伴う扶助費の増

款 補正予算の内容

2 総務費 10,939,725 439,135 11,378,860

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 25,636,188 145,043 25,781,231

中小企業・小規模事業者緊急支援資金利子補給金
等に係る積立金

新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減
少に伴う負担金の増

新型コロナウイルス感染症対策基金積立金

4 衛生費 6,334,349 1,366 6,335,715

5 農林水産業費 2,568,513 232,617 2,801,130

県の追加内示に伴う事業費の増

6 商工費 2,542,422

新型コロナウイルス感染症の影響による施設使用料
の減少等に伴う指定管理委託料の増

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の増

観光施設指定管理者事業継続支援事業

19,409 2,561,831



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 181,500

□市道改良（交付金）事業 168,000

□国・県道整備事業負担金 13,500

河川改良費 7,750

□県営砂防事業負担金 7,000

□県営建設海岸事業負担金 750

港湾建設費 2,950

□県営港湾事業負担金 2,950

都市計画総務費 8,600

□景観からの島づくり事業 8600

街路事業費 319,923

□ 319,923

公園建設費 24,900

□ 24,900

小学校管理費 15,200

□ 15,200

中学校管理費 11,200

□ 11,200

11,431,913 11,431,913

68,559,047 1,409,593 69,968,640

新型コロナウイルス感染症対策に伴う消毒液及び備
品購入等に係る事業費の増

補正されなかった款

歳出合計

9 教育費 4,691,505

7 土木費 4,414,432

新型コロナウイルス感染症対策に伴う消毒液及び備
品購入等に係る事業費の増

都市計画道路太田町水の平線整備事業

公園施設長寿命化対策支援事業

義務教育支援体制整備事業（中学校）

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

県営道路整備事業の変更に伴う負担金の増

大江教会周辺整備事業の見直しに伴う事業費の増

国の補正予算による県営建設海岸事業の変更に伴
う負担金の増

国の補正予算による県営港湾事業の変更に伴う負
担金の増

国の補正予算に伴う事業費の増

545,623 4,960,055

義務教育支援体制整備事業（小学校）

国の補正予算に伴う事業費の増

国の補正予算に伴う事業費の増

26,400 4,717,905



繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（第１８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
ふるさと応援寄附金推
進事業

ふるさと応援寄附金業
務委託
・お礼品代
・お礼品送料

161,000
　寄附件数が大幅に増加したことに伴い、
年度内の事業完了が困難となった。

令和4年3月

2
支所要望対応事業
（御所浦支所）

飛龍山地区避難路整備
工事

5,000
二度の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3年9月

3 災害廃棄物処理事業

家屋解体・撤去委託等
・牛深町　 　4件
・深海町　 　2件
・御所浦町　1件

18,928

令和2年7月豪雨により被災した家屋の公
費解体について、所有者の確認、相続の確
認等に日数を要したため、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9月

4
強い農業・担い手づくり
総合支援事業（被災農
業者支援型）

被災農業者支援補助
19経営体
・被災した農業用施設・
機械等の修繕・再取得

22,417

事業内容に変更が生じ国への変更申請
が必要となり、変更交付決定が年度末の予
定であるため、年度内での事業完了が困難
となった。

令和3年4月

5
養豚農場野生動物侵
入防護柵等整備緊急
支援事業

養豚農場野生動物侵入
防護柵等整備緊急支援
事業補助　5件
・防鳥ネット設置

10,879

補助対象者が行う養豚農場周辺への防
鳥ネット設置事業について、資材調達等の
遅れにより、年度内の事業完了が困難と
なった。

令和3年5月

6
園芸施設整備支援事
業

熊本型樹園地集積モデ
ル事業補助
・小規模基盤整備
・園内道路整備

3,510
補助対象者が行う本事業において、県の

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4月

7
産地生産基盤パワー
アップ事業

産地生産基盤パワー
アップ事業補助　2件
・不知火選果機の改修
・柑橘選果場建屋、不知
火その他の選果機の改
修

211,814
一般会計補正予算（第18号）に提案する

国の補正予算に伴う事業であるため、年度
内の事業完了が困難となった。

令和3年10月

8
農業水路等長寿命化・
防災減災事業

久留排水機場水中ポン
プ分解整備工事等

35,836
（65,836）

排水機場の水中ポンプ分解整備に着手し
たところ、歯車等の破損が判明し、整備点
検及び部品調達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5月

9  単県治山事業
単県治山工事
・宮野河内地区
・大迫地区

6,289
県からの交付決定が遅れたうえ、その後

の入札不調により、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3年8月



【一般会計補正予算（第１８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

10 水産基盤整備事業

大浦元浦漁港水産生産
基盤整備工事
・元浦2号道路1式

横浦漁港水産物供給基
盤機能保全工事
・浮消波堤補修1式

49,000

大浦元浦漁港水産生産基盤整備工事に
ついては、漁船の係留場所を移動する必要
があり漁協及び漁業者と調整を行ったが、
調整に不測の日数を要し、適正な工期が確
保できないため、年度内の事業完了が困難
となった。

横浦漁港水産物供給基盤機能保全工事
については、一般会計補正予算（第18号）
に提案する事業であり、既存事業費と併せ
て事業の完了を図るものであるが、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12月

11 6次産業化推進事業

食料産業・6次産業化推
進事業補助　1件
・輸出用製造ラインス
ペース確保のための施
設増設

50,000

補助対象者が行う本事業において、令和
2年7月豪雨等の影響により、作業人員や重
機等の確保ができず工事が遅れ、年度内
の事業完了が困難となった。

令和3年7月

12 観光客誘客促進事業 誘客促進業務委託等 36,004

冬季における新型コロナウイルス感染拡
大に伴う緊急事態宣言の発出及びGo To ト
ラベルの中断等により、事業の一時中断を
余儀なくされ、年度内の事業完了が困難と
なった。

令和3年11月

13
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　 1件

1,000

補助対象者が行う本事業において、申請
が11月下旬であったため、年度内での事業
完了（引越、既存解体、新築）が困難となっ
た。

令和3年7月

14
交通安全施設整備事
業

交通安全施設整備工事
（﨑津地内）
・L=167.0ｍ

8,360

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急
事態宣言の影響により、受注業者の生産体
制が変更され、主要資材（ガードケーブル）
の納入が遅れる事態となったため、年度内
の事業完了が困難となった。

令和3年6月

15 市道維持補修事業
出河内線道路改修工事
・L=50ｍ

2,500
大規模な災害発生に伴う測量設計の遅れ

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3年10月

16
市道改良（交付金）事
業

横浦与一ヶ浦線（学校
線）道路改良工事
水の平五和線道路改良
工事
草積線（通山トンネル）
補修工事
白木河内西高根線道路
改良工事
亀川馬場線用地補償費
橋梁補修工事（6橋）
橋梁補修設計業務委託
（8橋）

242,522
（271,627）

横浦与一ヶ浦線（学校線）道路改良工事
については、汚濁防止フェンスの入手に不
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。

水の平五和線道路改良工事については、
隣接する橋梁上部工工事との工程調整に
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。

その他の事業については、一般会計補正
予算（第18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3月



【一般会計補正予算（第１８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

17 市道改良（単独）事業

道路改良工事
・出の串下の倉線
　L=50ｍ
・第二坪内線　L=30ｍ
・横浦与一ヶ浦線（学校
線）　L=60ｍ
・柳原九両線　L=100ｍ
・山浦1号線　L=60ｍ

35,000

　出の串下の倉線、第二坪内線について
は、大規模な災害発生に伴う測量設計の遅
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。
　横浦与一ヶ浦線（学校線）については、汚
濁防止フェンスの入手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。
　柳原九両線、山浦１号線については、用
地取得における地元との協議に不測の日
数を要したため、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12月

18 単独河川整備事業

小和田川河川改修工事
・ボックスカルバート　L
＝30m、フラップゲート2
基
大坪川河川改修工事
・L型水路　L＝30m
高取川河川改修工事
・ブロック積工　A＝50㎡

27,000

牛深地区の各河川整備工事について 大
規模な災害発生に伴う測量設計の遅れな
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3月

19
景観からの島づくり事
業

大江教会周辺景観整備
工事

8,600
（37,608）

新設遊歩道やロザリオ館駐車場の動線、
施設配置の見直し等に伴い、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

20
熊本天草幹線道路連
絡街路整備事業

建物等調査業務委託
市安橋上部工事
土地購入
建物等補償

511,193
（1,030,193）

国の第3次補正予算に伴う事業であるが、
適正工期の確保及び事業用地の取得が不
可能であるため、年度内の事業完了が困
難となった。

令和4年3月

21
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

308,689
（456,689）

一般会計補正予算（第18号）に提案する
事業であるが、年度内の事業完了が困難と
なった。

令和4年3月

22
公園施設長寿命化対
策支援事業

本渡地区公園測量設計
業務委託
うしぶか公園整備工事
広瀬公園整備工事

32,700
（39,148）

一般会計補正予算（第18号）で提案する
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9月

23
都市公園整備単独事
業

西の久保公園駐車場増
設整備工事

21,940

試掘調査により判明した路床盛土の不足
について、流用可能な盛土材を確保するた
め、工事の一時中断を行ったことにより、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5月

24 消防施設整備事業
消防積載車購入
・普通自動車２台
・軽自動車２台

16,194

新型コロナウイルス感染拡大の影響によ
り、受注業者が部品を調達する製造工場
（国外）の運転休止に伴い、車体の納入が
遅れる事態となったため、年度内の事業完
了が困難となった。

令和3年9月
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25
義務教育支援体制整
備事業（小学校）

消毒液等購入
・市内小学校（17校）

15,200
　一般会計補正予算（第18号）に提案する
国の補正予算に伴う事業のため、年度内の
事業完了が困難となった。

令和4年3月

26
義務教育支援体制整
備事業（中学校）

消毒液等購入
・市内中学校（13校）

11,200
　一般会計補正予算（第18号）に提案する
国の補正予算に伴う事業のため、年度内の
事業完了が困難となった。

令和4年3月

27
現年発生単独災害復
旧事業（普通財産）

排水路復旧工事
・L＝15.3m

2,000

令和2年7月豪雨による排水路の災害復
旧事業については、大規模な災害発生に伴
う実施設計の遅れや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3年8月
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