
平成２０年度　一般会計補正予算（第６号）の概要
１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

市民税 12,700
□個人市民税 70,000

課税標準額及び納税義務者数増加のため

□法人市民税 △ 49,000

景気の後退により法人税割減少のため

□市町村たばこ税 △ 4,800

売り上げ本数減少のため

□入湯税 △ 3,500

景気の悪化により入湯客減少のため

農林水産業費分担金 △ 2,248
□単県治山事業費

県補助金確定のため

災害復旧費分担金 △ 12,254
□農業施設災害復旧費

事業費及び補助率の確定のため

民生費負担金 △ 9,545
□高齢者施設入所者負担金 4,576

入所者数増加のため

□高齢者施設入所扶養義務者負担金 △ 559

入所・退所による扶養義務者の変更のため

□保育所入所負担金（私立） △ 13,562

入所児童数が見込みより減少したため

商工使用料 △ 1,140
□天草宝島国際交流会館ポルト使用料

当初の使用料積算額より減額となったため

衛生手数料 △ 13,095
□ゴミ収集袋販売手数料

当初見込みより販売枚数減少のため

民生費国庫負担金 △ 24,024
□国民健康保険基盤安定費 △ 2,526

医療制度改正に伴い算出方式変更のため

□更生医療費 7,000

更生医療受給者増加のため

□中国残留邦人に対する生活支援給付金負担金

△ 3,207

所得要件に該当する対象者がいなかったため

□私立保育所運営費 △ 45,719

入所児童数が見込みより減少したため

□児童手当交付金 △ 13,738

支給対象児童数減少のため

□児童扶養手当交付金 △ 1,700

一部支給者の支給額が当初の見込みより下回ったため

□私立保育所運営費過年度分 9,616

平成１９年度私立保育所運営費確定に追加交付

□生活保護費 26,250

医療扶助費増加のため

教育費国庫負担金 16,236
□新本渡中学校建設事業費

単価補正による負担金の追加認定があったため

災害復旧費国庫負担金 △ 35,301
□公共土木施設災害復旧事業費

実施設計及び入札の結果減額となったため

4,905,624 3,060,021

7,877,8601 市税 7,865,160 12,700

738,414 △ 14,235

7,965,64514 国庫支出金

724,179

款 補正予算の内容

12
分担金及び負
担金

679,975 △ 24,047 655,928

13
使用料及び手
数料
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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

総務費国庫補助金 2,996,668
□合併市町村補助金 68,000

市町村合併推進体制整備費補助金交付決定のため

□地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金

30,000

交付金事業への交付決定のため

□地域情報通信基盤整備推進交付金 8,200

地域情報通信基盤整備推進交付金事業の交付決定のため

□地域活性化・生活対策臨時交付金 1,299,317

地域活性化・生活対策臨時交付金内示のため

□定額給付金給付事業費 1,591,151

定額給付金及び給付に係る事務費等に対する補助

民生費国庫補助金 52,724
□日中一時支援事業費 △ 1,720

地域生活支援事業費補助金内示額減少のため

□セーフティネット支援対策等事業費 500

 継続事業分の追加交付のため

□子育て応援特別手当交付金 51,444

子育て応援特別手当交付のため

□子育て応援特別手当事務取扱交付金 2,500

子育て応援特別手当支給に要する経費分

衛生費国庫補助金 △ 13,342
□浄化槽設置事業費 △ 2,732

設置希望者減少のため

□地域バイオマス利活用交付金 △ 10,610

国の予算内での配分となり、減額となったもの

土木費国庫補助金 46,021
□浄南小松原線道路改良（交付金）事業費 13,000

交付率が引き上げとなったため

□白木河内西高根線道路改良（交付金）事業費 8,500

交付率が引き上げとなったため

□一町田中央線道路改良（交付金）事業費 15,250

交付率が引き上げとなったため

□長寿命化修繕計画策定事業費 1,500

補助事業交付決定のため

□倉岳・御所浦間みなと振興交流事業費 4,650

国の２次補正に伴う事業費変更のため

□公営住宅ストック総合改善事業費 2,622

国庫補助金確定のため

□公営住宅等関連事業推進事業費 △ 1,128

住宅マスタープラン策定事業に係る補助金確定のため

□耐震改修促進計画策定事業費 1,627

耐震改修促進計画策定事業に係る補助金交付決定のため

教育費国庫補助金 47,471
□スクールバス運行補助金 △ 5,206

国の予算内での配分となり、減額となったため

□教職員住宅整備費 6,075

国の２次補正に伴う事業追加のため

□へき地児童生徒健診事業補助金 231

心臓検診事業の経費が補助金に該当したため

□新本渡中学校建設事業費 43,214

国の２次補正に伴う事業追加のため
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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

□幼稚園施設耐震補強事業費 5,900

国の２次補正に伴う事業追加のため

□放課後子どもプラン事業費 △ 1,243

開催教室数減少のため

□文化的景観保護推進事業費 △ 1,500

委託内容の見直しによる、事業費の減

総務費国庫委託金 △ 26,432
□地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業費

委託金額確定のため

民生費県負担金 △ 67,708
□国民健康保険基盤安定費 △ 23,907

医療制度改正に伴う算出方式の変更のため

□更生医療費 3,500

更生医療受給者増加のため

□私立保育所運営費 △ 44,096

入所児童数が見込みより減少したため

□児童手当交付金 △ 3,978

支給対象児童数減少のため

□私立保育所運営費過年度分 773

平成１９年度私立保育所運営費確定に伴う追加交付

総務費県補助金 275,499
□地方バス運行等特別対策事業費 5,025

県補助対象路線が２路線増になったため

□市町村合併特別交付金 270,474

熊本県市町村合併特別交付金交付決定のため

民生費県補助金 81
□日中一時支援事業費 △ 860

地域生活支援事業費補助金内示額減少のため

□高齢者住宅改造助成事業費 941

助成件数増加のため

衛生費県補助金 △ 2,931
□浄化槽設置事業費

設置希望者減少のため

農林水産業費県補助金 69,040
□中山間地域等直接支払制度推進事業費 △ 740

傾斜度による単価及び傾斜基準による対象外面積分の減額

□家畜導入事業資金供給事業費 △ 1,012

補助金額確定のため

□元気な地域づくり交付金事業費 △ 15,644

入札結果により事業費が確定したため

□園芸新たな挑戦強化対策事業費 754

施設園芸省エネルギー化緊急対策事業追加のため

□単県治山事業費 △ 6,489

補助金額確定のため

□ふるさとの四季を彩る森づくり運動事業費 △ 559

実施箇所減少のため

□林業・木材産業振興施設等整備事業費 △ 5,850

一部補助対象外となったため

□強い水産業づくり交付金事業費 △ 4,970

事業費確定のため

□漁村再生交付金事業費 50,000

国の２次補正に伴う事業追加のため

15 県支出金 3,419,625 289,565 3,709,190
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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

□佐伊津漁港漁業集落環境整備事業費 37,260

国の２次補正に伴う事業追加のため

□船津漁港漁業集落環境整備事業費 18,540

国の２次補正に伴う事業追加のため

□崎津漁港漁業集落環境整備調査事業費 △ 2,250

入札に伴う事業費確定のため

教育費県補助金 500
□県指定文化財維持補修事業費

文化的景観保護推進事業が県費補助の対象となるため

災害復旧費県補助金 15,084
□農業施設災害復旧費

事業費・補助率確定のため

利子及び配当金 18,088
□財政調整基金等１３基金利子 17,948

運用利率が変更になったことによる増額

□㈱うしぶか配当金 500

㈱うしぶかの利益配当増額のため

□㈱リップルランド出資配当金 △ 360

営業不振により株主配当が無配となったため

不動産売払収入 34,351
□土地建物売払収入

久玉町字吉田外33件の市有地売却に伴う増額

生産物売払収入 △ 166
□太陽光発電余剰電力売電収入

当初の収入積算額より減額となったため

出資金返還収入 6,150
□出資金返還収入

「あまくさ荘」廃業に伴う下田温泉事業協同組合出資金返還金

総務費寄附金 5,280
□ふるさと応援寄附金 5,029

寄附金増額のため

□福祉基金寄附金 100

本渡商工会議所女性会様

□奨学金貸与基金寄附金 151

本渡商工会議所女性会様、天草ば元気にしゅう会様

財政調整基金繰入金 △ 305,384
□財政調整基金繰入金

財源調整のため

減債基金繰入金 △ 56,405
□減債基金繰入金

財源調整のため

雑入 41,821
□ 12,638

派遣職員増加のため

□水道事業会計在職期間退職金負担金 21,430

退職者の増加のため

□コミュニティ助成事業助成金 △ 2,400

一般コミュニティ助成事業の１件が不採択のため

□病院事業会計在職期間退職金負担金 40,700

退職者の増加のため

□基本健診等個人負担分 △ 21,082

個人負担金額・受診人数の変更のため

198,987140,564 58,423

17 寄附金

20 諸収入

18

財産収入

派遣職員等負担金

8,872 5,280 14,152

462,532 41,821 504,353

927,848 △ 361,789 566,059繰入金

16
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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

□土地改良事業精算金 2,476

精算金確定のため

□換地精算金補填費 2,476

換地清算額確定のため

□㈱うしぶか指定管理施設負担金 1,000

協定書に基づく経常利益に係る負担金発生のため

□消防団員退職報償金 △ 15,417

退職見込人数減少のため

総務債 △ 2,800
□庁舎整備事業債

御所浦支所基本設計及び実施設計額確定のため

衛生債 △ 2,000
□し尿処理施設整備事業債

事業費確定のため

農林水産業債 70,400
□農業農村整備事業債 △ 2,900

県事業負担金確定のため

□林業整備事業債 △ 900

一部補助対象外となり事業費の減額

□沿岸漁場整備事業債 △ 2,700

県事業負担金確定のため

□漁港施設整備事業債 76,900

国の2次補正に伴う事業追加のため

土木債 407,100
□道路橋梁整備事業債 440,800

地域活性化・生活対策臨時交付金事業として事業追加

□急傾斜地崩壊対策事業債 1,100

県事業負担金確定のため

□港湾改修事業債 2,600

県事業負担金確定のため

□街路整備事業債 △ 14,700

県事業負担金確定のため

□本渡中央北地区まちづくり交付金事業債 △ 14,700

事業費確定のため

□天草下田地区まちづくり交付金事業債 △ 8,000

事業費確定のため

教育債 382,400
□中学校施設整備事業債 298,400

国の2次補正に伴う事業追加のため

□社会教育施設整備事業 △ 2,700

熊本県市町村合併特別交付金を充当したため

□文化施設整備事業債 92,600

地域活性化・生活対策臨時交付金事業として事業追加

□体育施設整備事業債 △ 5,900

熊本県市町村合併特別交付金を充当したため

災害復旧債 △ 26,900
□農林水産施設災害復旧事業債 △ 8,800

災害査定、実施設計及び入札の結果減額となったため

□公共土木施設災害復旧事業債 △ 18,100

実施設計及び入札の結果減額となったため

35,149,514 35,149,514

51,651,368 3,895,939 55,547,307歳入合計

補正されなかった款

6,046,60021 市債 5,218,400 828,200

5



２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

人事管理費 206,442
□事務経費 10,107

熊本県からの人事交流職員数増、熊本県等への赴任職員

数減及び健康診断委託料単価減額のため

□退職手当 196,335

勧奨退職者等増加のため

広報広聴費 △ 10,500
□市政だより印刷代

印刷単価、発行ページ数、発行部数減少のため

基金管理費 23,019
□財政調整基金等１１基金積立金 17,964

寄附金分の積み立て及び運用利率変更のため

寄附金分100　利子分17,864

□ふるさと応援寄附基金積立金 5,029

寄附金増額のため

□特別導入型家畜導入事業基金繰出金 26

運用利率変更のため

地域振興費 △ 2,400
□コミュニティ助成事業

申請事業のうち１件不採択となったため

電算情報処理費 △ 8,745
□地域ＩＣＴ利活用モデル構築事業 △ 26,432

国庫委託金減額のため

□地域情報通信基盤整備推進事業 8,200

第３セクター法人（天草ケーブルネットワーク）が行う放送事

業と通信事業のエリア拡大に対する補助

□地域情報化事業【地域活性化】 62,170

通信格差是正のためのＡＤＳＬ通信環境整備に対する補助

□電算機器及び電算システム運用経費 △ 46,568

電算システム保守経費、運用機器リース料等削減のため

□天草広域電算処理負担金 △ 6,115

広域電子計算事業負担金確定のため

支所及び出張所費 44,299
□牛深支所営繕事業【地域活性化】 19,299

非常用電源装置、駐車場、トイレ等整備のため

□河浦支所営繕事業【地域活性化】 25,000

防災資材用倉庫移転新築、非常用電源装置設置のため

アーカイブズ費 32,490
□アーカイブズ施設整備事業【地域活性化】

本館及び牛深書庫改修のため

庁舎建設費 △ 3,054
□御所浦支所庁舎建設事業

基本設計及び実施設計額確定のため

定額給付金費 1,591,151
□定額給付金給付事業

定額給付金及び給付に係る事務費等

課税費 △ 4,127
□固定資産標準地鑑定業務委託事業

事業費確定のため

徴収費 △ 3,100
□納税組合事務費

納税組合数減少のため

款

2 総務費

補正予算の内容

8,421,647 1,865,475 10,287,122
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

社会福祉総務費 △ 42,756
□中国残留邦人生活支援事業 △ 4,277

所得要件に該当する対象者がいなかったため

□社会福祉協議会補助金 △ 3,236

補助対象事業費確定のため

□国民健康保険特別会計繰出金 △ 35,243

保健基盤安定費の医療制度改正に伴う算出方式変更のため

障害者福祉費 16,637
□日中一時支援事業費 2,637

サービス利用者増加のため

□更生医療費 14,000

更生医療受給者増加のため

高齢者福祉総務費 8,735
□敬老祝い金 △ 2,790

受給者減少のため

□シルバー人材センター補助金 △ 1,942

補助金額確定のため

□老人福祉センター整備事業【地域活性化】 13,467

本渡、倉岳老人福祉センターの改修

高齢者支援費 7,900
□高齢者住宅改造助成金 700

助成件数増加のため

□生きがい活動通所支援事業 △ 2,000

利用者減少のため

□老人ホーム措置事業 5,900

措置者及び措置単価増加のため

□ヘルパー派遣事業 3,300

利用者増加のため

後期高齢者医療費 △ 18,621
□後期高齢者医療特別会計繰出金

後期高齢者医療特別会計に高齢者医療制度円滑運営事業

費補助金交付のため

児童福祉総務費 1,351
□過年度国県支出金返納金

平成19年度事業補助金確定のため

母子福祉費 △ 5,100
□児童扶養手当

一部支給者の支給額が当初の見込みより下回ったため

児童育成費 △ 2,649
□児童手当 △ 21,695

支給対象児童数減少のため

□私立保育所運営費負担金 △ 34,898

入所児童数が見込みより減少したため

□子育て応援特別手当事業 53,944

子育て応援特別手当及び支給に係る事務費等

扶助費 35,000
□生活保護費

医療扶助費増加のため

3 民生費 13,474,43149713,473,934
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

老人保健費 △ 20,373
□人間ドック △ 5,030

受診者数の減少及び受診希望者の選択コース確定のため

□成人健診事業 △ 15,343

個人負担金納入方法及び委託料支払方法を変更したため

環境対策費 △ 10,704
□浄化槽設置事業補助金

設置希望者減少のため

塵芥処理費 △ 37,550
□ゴミ袋・シール券販売手数料 △ 2,021

有料ゴミ袋の販売枚数減少のため

□クリーンセンター管理費 △ 11,741

委託料の請負差額等

□塵芥収集業務委託 △ 23,788

委託料の請負差額

し尿処理費 △ 16,708
□し尿処理場管理費 △ 2,087

委託料の請負差額等

□牛深し尿処理場整備事業 △ 2,000

事業費確定のため

□上天草衛生施設組合負担金 △ 2,621

負担金額の確定のため

□し尿収集運搬委託 △ 10,000

収集運搬量減少のため

病院費 4,000
□国民健康保険診療施設特別会計繰出金

手数料(医師紹介料)増額のため

農業委員会費 △ 1,880
□農地流動化奨励金交付事業

賃貸借による利用権設定面積減少のため

農業振興費 △ 18,825
□元気な地域づくり交付金事業（リースハウス）

入札結果により事業費が確定したため

中山間地域活性化費 △ 1,463
□中山間地域等直接支払推進事業

傾斜度による単価及び傾斜基準による対象外面積分の減額

畜産振興費 △ 1,662
□家畜導入事業資金供給事業 △ 1,012

補助金確定のため

□家畜導入事業補助金 △ 650

導入頭数減少のため

園芸振興費 △ 4,891
□単県果樹園芸事業補助金 △ 308

事業費確定のため

□果樹共済掛金補助金 △ 2,583

果樹共済加入者減少のため

□省エネルギー設備導入事業補助金 △ 2,000

同様の単県補助事業へ移行したため

農地整備費 89,950
□農道舗装事業【地域活性化】 94,000

ほ場整備地区内の幹線となる農道及び広域農道の舗装

4 衛生費 5,657,0365,738,371

3,603,4415 農林水産業費 3,266,565 336,876

△ 81,335
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□土地改良事業（精算事務） 4,952

換地清算額が確定したため

□県営かんがい排水事業（楠浦地区） △ 6,562

既設管の取替えが一部不要となったため

□ △ 1,440

県事業負担金確定のため

□県営畑地帯総合整備事業（御領北地区） △ 1,000

県事業負担金確定のため

林業振興費 10,426
□ふるさとの四季を彩る森づくり運動事業 △ 559

実施箇所減少のため

□林業・木材産業振興施設等整備事業補助金 △ 6,822

一部補助対象外となったため、事業費の減額

□有害鳥獣捕獲対策事業【地域活性化】 10,100

箱わな、くくりわな購入費

□有害鳥獣捕獲対策事業 7,707

治山費 △ 10,981
□単県治山事業

県補助金減額のため

林道費 15,000
□林道整備事業【地域活性化】

広域基幹林道本渡大江線改修

水産業総務費 △ 643
□熊本県漁港漁場協会負担金

負担金額確定のため

水産業振興費 12,060
□強い水産業づくり交付金事業 △ 4,940

事業費確定のため

□沿岸漁場整備開発事業【地域活性化】 20,000

深海漁場魚礁設置

□県営漁港漁場機能高度化交付金事業 △ 3,000

県事業負担金確定のため

漁港建設費 166,085
□漁村再生交付金事業【２次補正】 100,000

白戸漁港　３号防波堤

□漁港整備事業【地域活性化】 73,000

牛深漁港ほか３漁港整備

□県営漁港整備事業 △ 6,915

県事業負担金確定のため

漁業集落整備費 83,700
□佐伊津漁港漁業集落環境整備事業 62,100

【２次補正】

処理水再利用施設整備

□船津漁港漁業集落環境整備事業【２次補正】 30,900

用地整備（緑地広場等）

□崎津漁港漁業集落環境整備事業 △ 4,500

入札に伴う事業費確定のため

□漁業集落排水事業特別会計繰出金 △ 4,800

事業費増額に伴い事業費支弁人件費を増額したため

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

県営経営体育成基盤整備事業（楠浦地区）
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

商工振興費 94,013
□地域振興券交付事業補助金【地域活性化】 106,000

□設備投資利子補給補助金 2,513

利子補給補助額確定のため

□企業誘致促進事業 △ 14,500

補助対象となる工場の建設等がなかったため

商工施設管理費 △ 3,240
□天草宝島国際交流会館ポルト施設管理経費

電気料金等が当初積算額より減額となったため

観光施設管理費 171,103
□観光施設維持補修事業【地域活性化】 51,103

リップルランド物産館ほか５施設改修

□観光施設整備事業【地域活性化】 120,000

鬼池港ターミナル及び外溝整備

道路橋梁総務費 △ 1,986
□事務経費

積算システムリース料を他の事務費等で対応するため

道路維持費 200,000
□市道維持補修事業【地域活性化】

舗装、側溝等の補修

道路新設改良費 305,650
□市道改良事業【地域活性化】 260,000

離合箇所の設置等小規模改良

□国・県道整備事業負担金 45,650

事業費確定及び国の２次補正による増額

橋梁維持費 48,000
□橋梁整備事業【地域活性化】

橋梁維持補修

河川管理費 24,500
□排水路等整備事業【地域活性化】

排水路の整備

河川改良費 96,000
□河川整備事業【地域活性化】 38,000

護岸改良・嵩上げ等の改良

□宮崎地区災害防除事業【地域活性化】 58,000

土留擁壁設置

港湾管理費 34,000
□港湾台帳整備事業【地域活性化】 22,000

市管理港湾の台帳整備

□港湾施設維持補修事業【地域活性化】 12,000

赤崎港、唐木崎港改修

港湾建設費 7,497
□倉岳・御所浦間みなと振興交流事業 4,057

【２次補正】

棚底港改修

□県営港湾事業負担金 3,440

事業費確定及び国の２次補正による増額

街路事業費 △ 15,500
□太田町・水の平線街路整備事業

県事業負担金確定のため

地域振興券に2割のプレミアムを付けて発行するための補助金

1,015,159

4,410,5113,726,235

261,876

684,276土木費7

6 商工費 753,283
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

公園建設費 5,000
□都市公園整備事業【地域活性化】

むつみ公園外園路等改修

まちづくり交付金費 △ 22,700
□本渡中央北地区まちづくり交付金事業 △ 14,700

事業費確定のため

□天草下田地区まちづくり交付金事業 △ 8,000

事業費確定のため

下水道費 3,815
□公共下水道事業特別会計繰出金

北陵ニュータウン地区の受益者負担金減免分歳入減のため

非常備消防費 △ 15,417
□消防団退職報償金

退職見込人数減少のため

消防施設費 95,400
□消防機械等購入事業【地域活性化】 40,400

消防ポンプ積載車、小型動力ポンプ購入

□消防格納庫整備事業【地域活性化】 23,000

消防格納庫改修

□防火水槽整備事業【地域活性化】 32,000

防火水槽新設、改修

災害対策費 23,000
□ハザードマップ作成事業【地域活性化】

洪水浸水想定区域や避難所を掲載した地図作成

事務局費 240
□公立学校施設整備期成会負担金

負担金及び交付金が増額となり事業割分の負担金が増額

教育振興費 231
□奨学金貸与基金繰出金

寄附金分の積み立て及び運用利率変更のため

住宅管理費 13,200
□教職員住宅整備事業【２次補正】

御所浦北小学校教職員住宅整備

小学校管理費 △ 3,956
□事務局分

臨時職員数の減及びリース料請負差額

小学校教育振興費 14,907
□倉岳小学校整備事業

統合に伴い駐車場用地を取得する必要があるため

小学校建設費 9,500
□小学校施設営繕事業【地域活性化】

浦和小学校校舎等改修

中学校建設費 367,603
□新本渡中学校建設事業【２次補正】

プール・部室棟、運動場整備

幼稚園費 20,979
□幼稚園費事務局分 △ 1,241

幼稚園長へ職員を配置したため

□幼稚園施設耐震補強事業【２次補正】 22,220

本渡北幼稚園耐震補強

8 消防費

5,025,921 5,841,590

1,914,796 2,017,779102,983

9 教育費 815,669

11



２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

社会教育総務費 △ 3,200
□子ども週末活動支援事業 △ 700

補助金申請団体減少のため

□放課後子どもプラン △ 2,500

開催教室数減少のため

社会教育施設費 36,918
□コミュニティセンター整備事業【地域活性化】

町民センター等改修

公民館費 66,718
□公民館改修事業【地域活性化】

公民館施設改修

文化財保護費 10,395
□文化財保存整備事業【地域活性化】

市指定文化財の説明用看板及び道標表示板設置

文化施設費 210,000
□牛深総合センター整備事業【地域活性化】

空調設備改修

世界遺産登録推進費 △ 11,409
□世界遺産登録推進事業

委託内容の見直しによる、事業費の減

体育施設費 83,543
□倉岳地区体育施設 11,594

宮田体育館用地購入

□体育施設整備事業【地域活性化】 71,949

体育館施設トイレ、グラウンド等改修

農業施設災害復旧費 △ 9,188
□現年発生補助農業施設

災害査定、実施設計及び入札の結果減額となったため

公共土木施設災害復旧費 △ 53,425
□現年発生補助公共土木施設

実施設計及び入札の結果減額となったため

利子 △ 27,765
□利子償還金

借入利率減少のため

320,434 320,434

51,651,368 3,895,939 55,547,307

856,545 △ 62,613 793,932

歳出合計

10 災害復旧費

補正されなかった款

8,125,87211 公債費 8,153,637 △ 27,765
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

国民健康保険税 △ 19,372

△ 64,900

45,528

国庫負担金 △ 1,660

国庫補助金 355

県負担金 △ 1,660

療養給付費交付金 △ 39,480

共同事業交付金 △ 96,084

　　高額医療費共同事業費交付金 27,032
　　保険財政共同安定化事業交付金

財産運用収入 4,004

　国保財政調整基金利子額決定のため

一般会計繰入金 △ 35,243

　繰入金額の変更のため

　保険基盤安定費（保険税軽減分） △ 30,191

　保険基盤安定費（保険者支援分） △ 5,052

基金繰入金 113,359

　財源調整のため

3,771,399 3,771,399

14,296,473 △ 75,781 14,220,692

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

共同事業拠出金 △ 80,140

△ 6,640

△ 73,500

基金積立金 4,004

　　　国保財政調整基金利子額決定のため

他会計繰出金 355

　　　直営診療施設保健事業補助金の繰出しのため

12,364,745 12,364,745

14,296,473 △ 75,781 14,220,692

　　国保税収入見込み減のため

　　高額医療費共同事業拠出金額変更のため　

　　交付金額決定のため　

　□高額医療費共同事業費負担金

　　退職被保険者国保税の変更のため　

　□退職被保険者国民健康保険税

　　国保税収入見込み増のため

　□療養給付費交付金

　□特別調整交付金

　　直営診療施設保健事業実施に伴う補助金増のため　

6,5002,496 4,004

△ 80,140 1,803,710

歳 出 合 計

補正されなかった款

歳 入 合 計

補正されなかった款

款

7

9 基金積立金

共同事業拠出金

　　　拠出金額決定のため

3 国庫支出金 3,852,110

4

1,883,850

△ 1,305

739,400

1,305,60278,116

　　　拠出金額決定のため

　□高額医療費共同事業費拠出金

補正予算の内容

　□保険財政共同安定化事業拠出金

△ 123,116

3,850,805

603,802
　□高額医療費共同事業費負担金

　　高額医療費共同事業拠出金額変更のため　

1,877,416
　□共同事業交付金

平成２０年度　国民健康保険特別会計補正予算（第３号）　の概要

1 国民健康保険税 2,085,140 △ 19,372 2,065,768
　□一般被保険者国民健康保険税

補正予算の内容款

5 療養給付費交付金 778,880 △ 39,480

県支出金 605,462 △ 1,660

1,227,486

△ 96,0847 共同事業交付金 1,973,500

　□財政調整基金繰入金

　□一般会計繰入金

8 財産収入 2,496 4,004 6,500
　□利子及び配当金

9 繰入金

11 諸支出金 45,382 355 45,737
　□直営診療施設勘定繰出金

　□財政調整基金積立金
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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 61,580
□ 介護従事者処遇改善臨時特例交付金

介護報酬改定による介護保険料の急激な上昇抑制等のため

の交付金

7,105,638 7,105,638

9,267,038 61,580 9,328,618

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

基金積立金 61,580
□ 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金

国からの交付金の基金積立て

8,954,989 8,954,989

9,267,038 61,580 9,328,618

平成２０年度　後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の概要
１．歳　　入 （単位：千円）

款 予算現額 補正額 補正後の額

3 国庫支出金 0 18,621 18,621 国庫補助金 18,621
□ 高齢者医療円滑運営事業費補助金

後期高齢者システム改修に係る事業費10/10

4 繰入金 470,481 △ 18,621 451,860 一般会計繰入金 △ 18,621
□ 一般会計繰入金（事務費繰入金）

後期高齢者システム改修業務委託分

767,670 767,670

1,238,151 0 1,238,151

補正予算の内容

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

6

平成２０年度　介護保険特別会計補正予算（第４号）の概要

款 補正予算の内容

3 国庫支出金 2,161,400 61,580 2,222,980

歳出合計

312,049 61,580 373,629

補正されなかった款

補正されなかった款

歳入合計

基金積立金
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

公共下水道費負担金 △ 3,815
北陵ニュータウン地区の受益者負担金減免による

一般会計繰入金 3,815

1,152,158 1,152,158

1,821,749 1,821,749

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

漁業集落排水事業費県補助金 473,500
国の補正予算（第２号）による補助事業費の増額

一般会計繰入金 △ 4,800

下水道債 473,400
国の補正予算（第２号）による地方債の増額

38,366 38,366

1,019,683 942,100 1,961,783

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

漁業集落排水施設整備費 942,100
国の補正予算（第２号）による補助事業の増額

189,862 189,862

1,019,683 942,100 1,961,783

1,771,921

補正されなかった款

歳出合計

1
漁業集落排水事
業費

829,821 942,100

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

事業費支弁人件費の増額に伴う一般会計繰入金の減額

8 市債 366,300 473,400 839,700

5 繰入金 210,362 △ 4,800

平成２０年度　漁業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）　の概要

款 補正予算の内容

3 県支出金 404,655 473,500 878,155

205,562

平成２０年度　公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）　の概要

款 補正予算の内容

1
分担金及び負担
金

74,039 △ 3,815 70,224

補正されなかった款

歳入合計

受益者負担金の減による
599,3674 繰入金 595,552 3,815
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

浄化槽市町村整備推進事業費分担金

△ 2,888
Ｈ20年度新規設置基数減による減額

浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金

△ 8,238

下水道債 △ 18,000
Ｈ20年度新規設置基数減による減額

131,186 131,186

187,054 △ 29,126 157,928

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

浄化槽市町村整備推進事業費 △ 29,126
Ｈ20年度新規設置基数減による減額

35,024 35,024

187,054 △ 29,126 157,928

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

基金運用収入 112
□ 基金積立金利子

運用利率変更のため

一般会計繰入金 4,000
□ 一般会計繰入金

医師紹介業者への手数料増額のため

169,077 169,077

183,224 4,112 187,336

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費

□ 事務手数料 4,000
医師紹介業者への手数料

□ 財政調整基金積立金 112
運用利率変更のため

42,075 42,075

183,224 4,112 187,336

130 基金積立金

補正されなかった款

歳出合計

3 基金積立金
18 112

補正予算の内容

1 総務管理費
141,131 4,000 145,131

18,129

補正されなかった款

歳入合計

款

4 繰入金
14,129 4,000

平成２０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

3 財産収入 18 112 130

補正されなかった款

歳出合計

8,1193 国庫支出金 16,357 △ 8,238

1

9 市債

款

34,200

補正されなかった款

歳入合計

浄化槽市町村整
備推進事業費

△ 18,000

平成２０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

Ｈ20年度新規設置基数減による減額

1
分担金及び負担
金

5,311 △ 2,888 2,423

補正予算の内容

122,904152,030 △ 29,126

16,200
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