
平成２０年度　一般会計補正予算（第５号）の概要
１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

地方道路譲与税 △ 2,690
□地方道路譲与税

暫定税率失効期間中における減収分

自動車取得税交付金 △ 5,343
□自動車取得税交付金

暫定税率失効期間中における減収分

地方税等減収補てん臨時交付金 8,033
□地方税等減収補てん臨時交付金

暫定税率失効期間中における減収分補てん

地方交付税 28,082
□普通交付税

再算定による交付額変更　　21,852,726千円　→　21,880,808千円

民生費負担金 10,560
□保育所入所負担金（私立）

入所児童数増のため

災害復旧費分担金 533
□治山施設災害復旧費

台風１５号に伴う豪雨災害復旧　1,600千円×1/3

民生費国庫負担金 47,542
□私立保育所運営費 55,495

入所児童数増加のため

□国民健康保険基盤安定費 △ 7,953

制度改正による減額

教育費国庫負担金 △ 190,040
□新統合中学校建設事業費

安全・安心な学校づくり交付金事業を併用したため

災害復旧費国庫負担金 26,843
□公共土木施設災害復旧事業費

40,244千円×0.667

民生費国庫補助金 2,100
□セーフティネット支援対策等事業費

補助金交付の内示があったため

教育費国庫補助金 322,619
□教職員住宅整備費 5,973

交付決定により増額のため

□小学校施設耐震補強事業費 7,663

交付決定により増額のため

□新統合中学校建設事業費 308,983

交付決定により増額のため

民生費県負担金 △ 15,260
□私立保育所運営費 27,747

□国民健康保険基盤安定費 △ 43,007

制度改正による減額

衛生費県補助金 948
□予防接種事故対策事業費

障害者年金１級認定のため

農林水産業費県補助金 12,500
□

県補助事業新規実施のため

商工費県補助金 9,354
□ 8,354

商店街が実施する共同施設整備事業への補助

□地域振興総合補助金 1,000

補助金交付の内示があったため

24,270,80810 地方交付税 24,242,726 28,082

入所児童数増加のため

耕作放棄地解消緊急対策事業費

まちなかづくり推進事業費

15 県支出金

款 補正予算の内容

4,905,624

3,409,820 9,805 3,419,625

14 国庫支出金 4,696,560 209,064

84,684

12
分担金及び負担
金

668,882 11,093 679,975

9 地方特例交付金 76,651 8,033

232,657

2 地方譲与税 770,496 △ 2,690 767,806

8
自動車取得税交
付金

238,000 △ 5,343
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

消防費県補助金 1,068
□消防施設設備整備費

補助金交付の内示があったため

災害復旧費県補助金 1,073
□林道施設災害復旧費 540

1,351千円×4/10

□治山施設災害復旧費 533

1,600千円×1/3

土木費県委託金 122
□住生活総合調査委託金

住生活に係る総合的な施策の基礎資料を得るための総合調査

総務費寄附金 2,919
□河浦町土地開発公社清算寄附金

河浦町土地開発公社清算に伴う残余金の寄附

民生費寄附金 200
□福祉基金寄附金

光栄会様

教育費寄附金 1,000
□図書購入費寄附金

三和コンクリート工業㈱様、天草石油㈱様、三和電工設備㈱様

財政調整基金繰入金 △ 185,653
□財政調整基金繰入金

491,037千円　→　305,384千円

繰越金 678,409
□繰越金

前年度繰越金確定のため

雑入 64,635
□ 150

「生活ガイドブック（英語・中国語・韓国語版）」発行事業への助成

□架橋建設に伴う補償費 64,485

御所浦第２架橋建設に伴う御所浦北保育所移転補償費

土木債 2,700
□急傾斜地崩壊対策事業債

久玉３地区調査測量設計分

教育債 △ 119,000
□中学校施設整備事業債

新統合中学校への国庫補助金増額のため

災害復旧債 14,000
□農林水産施設補助災害復旧事業債 600

台風１５号に伴う林道施設災害復旧　

□公共土木施設補助災害復旧事業債 13,400

８月16日～19日の豪雨及び台風１５号に伴う災害復旧

9,740,638 9,740,638

50,934,114 717,254 51,651,368

19 繰越金 253,490 678,409

繰入金 927,848

15

歳入合計

補正されなかった款

17 寄附金

20 諸収入

18

県支出金

（財）自治体国際化協会助成金

4,753 4,119 8,872

397,897 64,635 462,532

931,899

1,113,501 △ 185,653

5,218,40021 市債 5,320,700 △ 102,300
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

人事異動等に伴う職員給与費 △ 223

□ 議場等整備事業 4,500
議場内に、テレビカメラを設置し、インターネット配信等を行うため

人事異動等に伴う職員給与費 40,109

行政管理費 306
□ 訴訟関係経費

過払金差押事件裁判に係る着手金

財産管理費 3,560
□ 海上タクシー及び定期船使用料 1,200

燃料費高騰等に伴い、海上タクシーの使用料が改定されたため

□ 本庁舎等営繕工事 2,360

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　廃校施設８箇所

基金管理費 466,200
□ 財政調整基金積立金 466,000

地方財政法第７条による積立、繰越金931,899千円の1/2以上

□ 福祉基金積立金 200

寄附金分の積み立て

地域振興費 92,971
□ 地方バス路線運行維持対策費 53,260

燃料費の高騰及び利用者の減少に伴う欠損額増加のため

□ 天草エアライン機材維持費補助金 39,711

想定外のエンジン不具合による、整備費等の増加のため

会計管理費 34
□ 地方税等収納事務委託料

市民の利便性向上のため１月からコンビニによる収納を実施

徴収費 71,500
□ 返還金

地方税法の規定で還付できない分の過誤納分及び利息分

人事異動等に伴う職員給与費 △ 6,272

社会福祉総務費 △ 53,295
□ 国民健康保険特別会計繰出金

財政安定化支援事業費の減額等のため

障害者福祉費 1,092
□ 過年度県支出金返納金

平成19年度事業実績確定のため

高齢者福祉総務費 △ 84,601
□ 過年度県支出金返納金 3,348

平成19年度事業実績確定等のため

□ 老人保健医療特別会計繰出金 △ 87,949

平成19年度老人医療費確定等のため

高齢者支援費 △ 139,116
□ 介護保険特別会計繰出金

平成19年度介護給付費確定等のため

後期高齢者医療費 20,890
□ 後期高齢者医療特別会計繰出金

後期高齢者システム改修等のため

児童福祉総務費 1,130
□ 過年度国県支出金返納金

平成19年度事業実績確定のため

補正予算の内容

7,746,967 674,680

13,473,934△ 27,889

266,157

13,501,823

4,277 270,434

8,421,647

款

3 民生費

2

1 議会費

総務費
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

保育所費 86,827
□ 保育所施設整備事業

御所浦第２架橋建設に伴う御所浦北保育所移転建設費等

児童育成費 128,299
□ 私立保育所運営費負担金

入所児童数増加のため

生活保護総務費 17,157
□ 過年度国庫支出金返納金

平成19年度事業実績確定のため

人事異動等に伴う職員給与費 △ 18,937

予防費 1,264
□ 予防接種事故対策事業

障害者年金１級認定のため

環境総務費 189
□ 狂犬病予防事業

バケツ型捕獲器購入費

環境対策費 7,665
□ 五和風力発電施設

抜本的な故障原因の究明と対応策を確立するための調査費

水道費 △ 8,555
□ 小規模水道施設整備補助金 3,622

補助申請箇所増加のため

□ 水道事業会計補助金 △ 3,982

高料金対策費基準額変更等のため

□ 簡易水道事業特別会計繰出金 △ 8,195

起債元利償還金確定等のため

人事異動等に伴う職員給与費 8,383

農業振興費 12,500
□ 耕作放棄地解消緊急対策事業補助金

耕作放棄地の解消と環境保全のため農地復元への補助

林業振興費 7,992
□ 有害鳥獣捕獲対策事業 10,400

電気牧柵設置補助申請件数及びイノシシ捕獲頭数増加のため

□ イノシシ解体処理施設建設事業 △ 2,500

協議会等で検討の結果建設しないことに決定したため

□ 熊本県林業構造改善協議会負担金 92

事業費割分増額のため

林道費 883
□ 治山林道協会負担金

事業費割分増額のため

水産業振興費 202
□ 漁業近代化資金利子補給補助金

新規に資金借入が発生したため

水産業施設管理費 5,000
□ 水産業施設改修負担金

御所浦餌料保管冷蔵庫改修への負担金

漁業集落整備費 △ 1,101
□ 漁業集落排水事業特別会計繰出金

平成19年度繰越金確定及び異動等に伴う人件費補正等のため

民生費

5 農林水産業費

5,738,371△ 18,3745,756,745

3,232,706 33,859 3,266,565

3

4 衛生費
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

人事異動等に伴う職員給与費 38,587

商工振興費 16,708
□ 商店街共同施設補助金

本渡商店街振興組合が実施するアーケード改修事業への補助

観光施設管理費 1,082
□ 観光施設管理費

海上コテージ及び十三仏公園のトイレ用中継ポンプ修繕のため

物産振興費 2,005
□ 物産振興事業

天草ブランド戦略策定のための基礎調査業務

人事異動等に伴う職員給与費 △ 32,244

道路維持費 3,080
□ 市道清掃ボランティア支援事業

市道清掃ボランティア団体の登録数増加のため

河川改良費 3,000
□ 県営砂防事業負担金

久玉３地区調査測量設計分

下水道費 △ 1,682
□ 公共下水道事業特別会計繰出金 △ 8,078

人事異動等に伴う人件費減等のため

□ 6,396

人事異動等に伴う人件費増等のため

住宅管理費 122
□ 住生活総合調査

調査員報酬

人事異動等に伴う職員給与費 306

消防施設費 14,499
□ 消防施設管理費

初期消火体制充実のため消火栓ボックス等購入経費

人事異動等に伴う職員給与費 △ 56,314

教育委員会費 340
□ 教育委員会事務経費

教育委員の1名増員に伴う報酬

小学校教育振興費 2,347
□ 各種大会出場補助金

本渡北小学校吹奏楽団が日本管楽合奏コンテストへ出場のため

小学校建設費 4,130
□ 小学校施設営繕事業

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　１４箇所

中学校建設費 1,885
□ 中学校施設営繕事業

修繕料増額及び焼却炉の解体撤去費設計委託　３箇所

幼稚園費 885
□ 幼稚園施設営繕事業

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　３箇所

学校給食費 2,255
□ 本渡学校給食センター

人事異動に伴う職員減分の嘱託職員報酬増額

社会教育総務費 595
□ 過年度県支出金返納金

平成19年度事業実績確定等のため

753,283

△ 27,724 3,726,2357

6 商工費 694,901

3,753,959

58,382

教育費 △ 37,207

土木費

8 消防費

5,063,128 5,025,921

1,899,991 1,914,79614,805

9

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

社会教育施設費 1,180
□ コミュニティーセンター整備事業

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　４箇所

公民館費 2,950
□ 公民館整備事業

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　１０箇所

図書館費 1,000
□ 図書館費事務経費

寄附金に伴う図書購入費

資料館費 295
□ 資料館施設整備事業

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　１箇所

保健体育総務費 950
□ 天草国際トライアスロン大会

第２５回記念大会へ早期から参加者を募集するための広告料

体育施設費 295
□ 体育施設整備事業

使用していない焼却炉の解体撤去費設計委託　１箇所

林業施設災害復旧費 2,951
□ 現年発生補助林業施設 1,351

台風１５号に伴う災害復旧費　林道１件

□ 現年発生単独治山施設 1,600

台風１５号に伴う災害復旧費　１箇所

公共土木施設災害復旧費 39,494
□ 現年発生補助公共土木施設

８月16日～19日の豪雨及び台風１５号に伴う災害復旧費

河川５件　　道路件

8,203,637 8,203,637

50,934,114 717,254 51,651,368歳出合計

10 災害復旧費

補正されなかった款

814,100 42,445

9 教育費

856,545

6


