
平成18年度　一般会計補正予算（第３号）の概要
１．歳　　入 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額

2 地方譲与税 1,340,450 △ 37,000 1,303,450 所得譲与税 △ 37,000
□

交付額の確定による減額　630,000　→　593,000

9 地方特例交付金 173,000 △ 5,086 167,914 地方特例交付金 △ 5,086
□

交付額の確定による減額　173,000　→　167,914

10 地方交付税 21,250,000 2,656,387 23,906,387 地方交付税 2,656,387
□

12 分担金及び負担金 758,757 51,253 810,010 災害復旧費分担金 48,487
□ 農業施設災害復旧費分担金

施設　100,000千円×35％×1／2 17,500

農地　120,000千円×50％×1／2 30,000

□ 治山施設災害復旧費分担金

（3,297千円－1,322千円）×1／2 987

民生費負担金 2,766
□ 相談事業負担金 2,114

事業実施に伴う関係市町負担金

□ 652

事業実施に伴う関係市町負担金

13 使用料及び手数料 745,726 △ 2,500 743,226 教育使用料 △ 2,500
□ 切支丹館入館料

14 国庫支出金 3,573,687 794,603 4,368,290 災害復旧費国庫負担金 697,015
□ 公共土木施設災害復旧事業費

総務費国庫補助金 47,200
□合併市町村補助金

民生費国庫補助金 22,791
□ 1,500

□コミュニケーション支援事業補助金 372

□ 200

400千円×1／2

□生活サポート事業補助金 2,100

□成年後見制度利用支援事業補助金 94

□日中一時支援事業費補助金 800

□次世代育成支援対策施設整備交付金 17,725

教育費国庫補助金 1,500
□棚底城跡調査整備事業費

教育費国庫委託金 26,097
□ 25,298

□読書活動推進調査研究事業費 799

耐震化優先度調査への委託金

読書意欲を向上させるための調査研究事業への委託金

1,600千円×1／2

南保育園施設整備交付金増額  19,624→37,349

単独事業から国庫補助事業採択　　3，000千円×1／2

自動車運転免許取得・改造助成事業補助金

学校施設耐震化推進計画等策定支援事業費

4,200千円×1／2

188千円×1／2

補正予算の内容

所得譲与税

地方特例交付金

普通交付税

交付額の確定による増額　18,500,000　→　21,156,387

3,000千円×1／2

戸籍電算化事業

切支丹館改修に伴う入館料条例改正により減額

1,045,000千円×0.667

744千円×1／2

地域生活支援センター機能強化事業補助金

地域生活支援センター機能強化事業負担金
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１．歳　　入 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容

15 県支出金 2,932,519 228,547 3,161,066 総務費県補助金 30,000
□市町村合併特別交付金

民生費県補助金 2,533
□ 750

□コミュニケーション支援事業補助金 186

□ 100

400千円×1／4

□生活サポート事業補助金 1,050

□成年後見制度利用支援事業補助金 47

□日中一時支援事業費補助金 400

農林水産業費県補助金 16,595
□数量調整円滑化推進事業費 △ 677

□地域水田農業ビジョン支援対策事業費 △ 58

□園芸産地”かつ”りょく強化対策事業費 2,513

□くまもと農業の元気づくり活動支援事業費 100

□地域特産物産地づくり支援対策事業費 3,053

9,300千円÷1.05×33％＋394,550円×33％

□食育活動推進事業費 500

□水田営農組織化整備緊急支援事業 5,670

□環境保全型農業総合支援事業費 5,557

11,115千円×1／2

□森林整備地域活動支援推進事業費 △ 63

商工費県補助金 6,107
□まちなかづくり推進事業費補助金 5,692

□市町村相談体制モデル事業補助金 415

災害復旧費県補助金 172,517
□農業施設災害復旧費県補助金 125,000

□林業施設災害復旧費県補助金 46,195

本渡・大江線　9,270千円×65％

その他　　　　80,340千円×50％

□治山施設災害復旧費県補助金 1,322

梅ノ木丸地区　1,340×1／2　　寺中地区　1,957×1／3

11,340千円×1／2

交付決定による減額　66,019千円→65,956千円

商友会街路灯整備　17,076千円×1／3

単独事業から単県事業へ採択　831千円×1／2

施設　100,000千円×65％

農地　120,000千円×50％

単独事業から単県事業へ採択　1,000千円×1／2

交付決定による増額　200千円×1/2

単独事業から単県事業へ採択

交付決定による減額　4,889→4,212

交付決定による減額　535→477

事業費増による増額　7,618千円×33％

1,600千円×1／4

4,200千円×1／4

188千円×1／4

自動車運転免許取得・改造助成事業補助金

本庁舎別館駐車場整備等

3,000千円×1／4

744千円×1／4

地域生活支援センター機能強化事業補助金
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１．歳　　入 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容

教育費県委託金 795
□豊かな体験活動推進事業費 460

□ 335

17 寄附金 2,301 959 3,260 社会福祉費寄附金 243
□福祉基金寄附金

教育費寄附金 716
□ 316

□文化振興寄附金 200

□視聴覚ライブラリー事業寄附金 200

天草本渡ライオンズクラブ　様

18 繰入金 2,892,306 △ 2,428,630 463,676 財政調整基金繰入金

□財政調整基金繰入金

　2,875,098千円　→　445,000千円

1,468
□家畜導入資金供給事業等基金繰入金

家畜導入頭数の増及び基金管理の移管のため

20 諸収入 379,897 2,795 382,692 雑入 2,795
□ 23

基金管理の移管のためＪＡ天草積立分残金収入

□道路賠償責任保険金 1,872

6/12及び8/1発生事故分

□全国町村会総合賠償補償保険金 900

島子小での事故分

21 市債 4,710,000 363,900 5,073,900 農林水産業債 △ 3,000
□農業農村整備事業債

土木債 4,000
□急傾斜地崩壊対策事業債

災害復旧債 420,600
□農業施設災害復旧事業債 38,000

（220,000千円-172,500千円）×0.8

□林業施設災害復旧事業債 34,700

（89,610千円-46,195千円）×0.8

□公共土木施設災害復旧事業債 347,900

（1,045,000千円－697,015千円）×1.0

臨時財政対策債 △ 57,700
□臨時財政対策債

9,446,125 9,446,125
48,204,768 1,625,228 49,829,996

天草切支丹館振興会解散に伴う寄附金

資料館展示資料取得基金寄附金

昭和１５年度本渡北尋常高等小学校卒業生　様

子どもと親の相談員配置（ニ江小）

天草市チャリティゴルフ大会実行委員会　様

四クラブ合同親善ゴルフ大会　様

家畜導入資金供給事業等基金繰入金

熊本県指定教育研究推進校委託金（下田北小）

子どもと親の相談員活用調査研究委託費

天草歌（唄）と踊りの会　様

歳入合計

補正されなかった款

△ 2,430,098

起債額確定による減額　1,568,000→1,510,300

単県事業採択により特定財源の増額　9,300→6,300

県営砂防事業負担金の増額　19,800→23,800

家畜導入事業資金供給事業基金返還金
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平成18年度　一般会計補正予算（第３号）の概要
２．歳　　出 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額

議会費 6,400
□ 政務調査費 5,400

月額３万円、１０月以降分

□ 議場等整備事業 1,000

議場内のマイクを増設

行政管理費 427
□ 御所浦町教育特区審議会 187

委員報酬、費用弁償

□ 情報公開等事務経費 240

情報公開及び個人情報保護事務に係る手引書印刷

財産管理費 46,355
□ 庁舎等営繕工事、解体工事

本庁舎別館駐車場舗装、旧河浦町庁舎・一町田体育館解体他

基金管理費 243
□ 福祉基金積立金

寄附金分の積み立て

地域振興費 1,500
□ コミュニティ公園施設整備工事

御所浦町越地コミュニティ公園改修

電算情報処理費 47,250
□ 戸籍電算化事業

紙戸籍を電子データ化する経費

支所及び出張所費 198
□ 天草支所事務経費

社会保険料等の増額

社会福祉総務費 8,131
□ 過年度県支出金返納金 263

平成17年度補助金確定による返納金

□ 天草市地域福祉計画策定事業 2,604

合併後の地域福祉計画を策定する経費

□ 災害時要援護者避難支援計画策定事業 3,764

災害時に援護が必要な人の避難支援計画を策定する経費

□ 国民健康保険特別会計繰出金 1,500

出産育児一時金増額に伴う繰出金の増額

障害福祉費 29,278
□ 事務経費 278

障害者自立支援法制定に伴う受給者証等購入費

□ 障害者自立支援法施行に伴う扶助経費 25,260

相談支援事業、生活サポート事業等10月からの新規事業

□ 障害者プラン策定事業 3,740

新たに障害者プランを策定する経費

高齢者福祉総務費 5,290
□ 過年度県支出金返納金

平成17年度補助金確定による返納金

高齢者福祉施設費 1,000
□ 老人福祉センター施設整備事業

本渡老人福祉センターボイラー等修繕

高齢者支援費 7
□ 介護保険特別会計繰出金

地域支援事業増額に伴う繰出金の増額

2 総務費 5,797,179

補正予算の内容

5,701,206 95,973

259,753

13,643,175

1 議会費 253,353 6,400

3 民生費 13,571,382 71,793
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２．歳　　出 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容

保育所費 26,587
□ 社会福祉施設整備補助金

南保育園改築に対する補助金の増額

災害救助費 1,500
□ 災害見舞金

豪雨災害等に伴い見舞金が増加したため

農業振興費 12,090
□ 数量調整円滑化推進事業 △ 677

補助金交付決定により減額

□ 地域水田農業ビジョン支援対策事業 △ 116

補助金交付決定により減額

□ くまもと農業の元気づくり活動支援事業 100

補助金交付決定により増額

□ 園芸産地“かつ”りょく強化対策事業 3,658

レタス包装機、コンプレッサー等購入への補助

□ 水田営農組織化整備緊急支援事業補助金 6,804

一町田下生産組合のコンバイン購入への補助

□ 食育活動支援事業 350

米づくり体験事業への補助、料理教室等実施の経費

□ 地域特産物産地づくり支援事業費 131

地域特産物産地づくり支援事業推進事業への補助

□ あまくさ元気まるかじり推進事業負担金 1,840

畜産振興費 8,301
□ 家畜導入事業資金供給事業基金返納金 112

基金をＪＡへ移管するため、残金を県へ返納

□ 家畜導入事業資金供給事業 1,380

導入頭数増加のため増額

□ 環境保全型農業総合支援事業補助金 6,669

魚貫堆肥利用組合が実施する浄化槽施設工事への補助金

□ 畜産環境整備リース事業補助金 140

汚水浄化装置のリースに対する補助金

農地整備費 5,592
□ 農業用施設維持補修事業

天草町木原地区農道舗装等の増額

林業振興費 482
□ 水道施設修繕 600

河浦町松崎地区水道施設修繕

□ 森林整備地域活動支援推進事業 △ 118

補助金交付決定により減額

林道費 4,000
□ 単独林道整備事業 4,000

板之河内森林公園管理道路整備工事

漁港管理費 1,840
□ 漁港維持補修事業

島子漁港排土、大島漁港安全施設補修、軍ヶ浦漁港法面補修

水産業施設管理費 4,120
□ 漁村センター維持管理経費 560

大江漁村環境改善総合センター修繕

□ 漁場施設維持管理経費 3,560

深海、牧島、二江地区浮消波堤標識灯修繕

農林水産物の販路拡大、ブランド化等推進事業への負担金

5 農林水産業費 3,705,873 38,040 3,743,913
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２．歳　　出 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容

水産研究センター費 1,615
□ 水産研究センター施設管理経費

水産指導船修繕、水質・気象情報提供システム改修

商工振興費 13,495
□ 商店街共同施設補助金 11,384

南町商友会、図南会街路灯整備補助金

□ 物産館施設整備事業 1,533

御所浦物産館冷凍・冷蔵ショーケース購入費

□ 消費生活相談事業 78

相談員の通勤に要する費用弁償

□ ジャパンブランド育成支援事業補助金 500

天草陶石を基礎とした天草陶磁器のブランド確立への補助金

観光費 1,400
□ 修学旅行等受入態勢整備事業補助金 900

パンフレット、施設看板、横断幕等作成への補助金

□ 阿蘇・熊本・天草観光推進協議会負担金 500

阿蘇・熊本・天草地域の観光ルート整備、観光客誘致を図る

観光施設管理費 3,940
□ 観光施設維持補修事業

下田温泉センター高圧受電設備改修工事

河川改良費 4,000
□ 県営砂防事業負担金

須口地区急傾斜地崩壊対策県事業負担金

港湾管理費 8,715
港湾施設維持補修事業

棚底港浮桟橋撤去工事

災害対策費 5,170
□ 災害応急対策経費 3,000

災害による土砂・流木等取り除き費用

□ 防災訓練事業 2,170

総合防災訓練に要する費用

教育振興費 25,301
□ 耐震化優先度調査事業

小学校教育振興費 676
□ 子どもと親の相談員事業 416

二江小に子どもと親の相談員を配置するための経費

□ 県指定豊かな体験活動推進校補助金 260

下田北小の豊かな体験活動推進への補助金

図書館費 999
□ 視聴覚ライブラリー事業 200

寄附金による青少年健全育成の教材購入費

□ 読書運動推進事業 799

読書意欲を向上させるための調査研究事業への補助金

文化施設費 200
□ 市民センター整備事業

文化振興寄附金による舞台照明器具の購入費

資料館費 3,907
□ 歴史民俗資料館整備事業 3,591

天草切支丹館を、本渡歴史民俗資料館内へ移設に伴う経費

□ 資料館展示資料取得基金繰出金 316

寄附金分積み立てのための繰出金増額

9 教育費

4,496,876

8

4,558,400

7 土木費

4,527,219

消防費 2,001,720

4,509,59112,715

31,181

5,170 2,006,890

新耐震基準以前の非木造2階建以上又は床面積200㎡以上の
建物を調査する経費

752,7516 商工費 733,916 18,835
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２．歳　　出 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容

体育施設費 98
□ 体育施設維持管理経費 98

社会保険料等の増額

農業施設災害復旧費 215,710
□ 現年発生補助災害復旧費

６月～７月の梅雨前線豪雨による農業施設災害復旧

農地１１９件、施設２７件

林業施設災害復旧費 91,341
□ 現年発生補助災害復旧費 88,044

６月～７月の梅雨前線豪雨による林業施設災害復旧、１２件

□ 現年発生単独災害復旧費 3,297

６月～７月の梅雨前線豪雨による治山施設災害復旧、２件

公共土木施設災害復旧費 1,009,000
□ 現年発生補助災害復旧費

６月～７月の梅雨前線豪雨による公共土木施設災害復旧

河川１７４件、道路１３６件、合計３１０件

文教施設災害復旧費 21,400
□ 現年発生単独災害復旧費

６月～７月の梅雨前線豪雨による文教施設災害復旧、２件

13 予備費 20,000 7,670 27,670

13,079,628 13,079,628

48,204,768 1,625,228 49,829,996

補正されなかった款

歳出合計

10 災害復旧費 113,595

　財源調整

1,451,0461,337,451

7



１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

保険財政共同安定化事業交付金 790,000

一般会計繰入金 1,500

財政調整基金繰入金 △ 23,250

11,181,989 11,181,989

12,994,803 768,250 13,763,053

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

出産育児諸費 2,250

共同事業拠出金 766,000

3,829,557 3,829,557

12,994,803 768,250 13,763,053

766,000 1,062,297

8,868,949 8,871,199

歳 入 合 計

補正されなかった款

款

歳 出 合 計

補正されなかった款

　□保険財政共同安定化事業拠出金

2,250
　□出産育児一時金

補正予算の内容

5 共同事業拠出金 296,297

　□出産育児一時金等繰入金

　□財政調整基金繰入金

款

8 繰入金 1,627,534 △ 21,750 1,605,784

2 保険給付費

平成１８年度　国民健康保険特別会計補正予算（第１号）　の概要

6 共同事業交付金 185,280 790,000 975,280
　□保険財政共同安定化事業交付金

補正予算の内容
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

国庫補助金 14
□

支払基金交付金 18
□ 地域支援事業支援交付金

県補助金 7
□ 地域支援事業交付金(介護予防事業）

一般会計繰入金 7
□ 地域支援事業繰入金(介護予防事業）

繰越金 474
□ 前年度からの繰越金

1,699,061 1,699,061

9,206,352 520 9,206,872

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

総務管理費 0
一般管理費
□ 8,960
□ 1,165
□ 570
□ 905
□ △ 14,000
□ 公用車リース料 1,000
□ 1,400

介護サービス等諸費 0
□ 施設介護サービス給付費 △ 175,000

□ 居宅介護サービス計画給付費 175,000

介護予防事業費 59
□ 介護予防特定高齢者施策事業費

償還金及び還付加算金 474
国庫支出金等償還金
□ 国庫支出金（事業費補助金）返納金

33,010 33,010

9,206,352 520 9,206,872

7 諸支出金 1,001 474

59146,891地域支援事業費4

2 8,299,762 0 8,299,762保険給付費

146,950

介護予防サービス計画作成委託料

補正予算の内容

1 総務費 600,062 0 600,062

非常勤職員（介護予防支援員）報酬

　　〃　　　　社会保険料等

コンピュータ購入費

　　〃　　　　費用弁償

地域支援事業交付金(介護予防事業）

2,611,500 18

1,291,818

475474

7

消耗品及び自動車燃料費

4 支払基金交付金

5 県支出金

補正されなかった款

歳入合計

款

2,129,907

2,611,518

1,291,811

8 繰越金 1

1,474,093

平成18年度　介護保険特別会計補正予算（第1号）の概要

款 補正予算の内容

3 国庫支出金 2,129,893 14

7 繰入金 1,474,086 7

予備費 △ 13

歳出合計

1,475

8 予備費 125,626 △ 13 125,613

補正されなかった款
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