
平成２１年度　一般会計補正予算（第１号）の概要
１．歳　　入

（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

農林水産業費分担金 3,977
□単県治山事業費 3,977

国の１次補正に伴う事業追加のため

総務費国庫補助金 1,500,000
□地域活性化・経済危機対策臨時交付金 1,500,000

地域活性化・経済危機対策臨時交付金内示のため

民生費国庫補助金 87,313
□母子家庭高等職業訓練促進事業費 513

国の１次補正に伴う事業拡充のため

□子育て応援特別手当交付金 82,800

国の１次補正に伴う事業創設のため

□子育て応援特別手当事務取扱交付金 4,000

国の１次補正に伴う事業創設のため

衛生費国庫補助金 10,229
□女性特有のがん検診推進事業費 10,229

国の１次補正に伴う事業創設のため

農林水産業費国庫補助金 21,600
□地域活性化・公共投資臨時交付金 21,600

国庫補助事業（国の1次補正）に係る地方負担分の90%

　漁村再生交付金事業

教育費国庫補助金 1,040,072
□小学校施設耐震補強事業費 527,709

国の１次補正に伴う事業追加のため

□学校情報通信技術環境整備事業補助金 6,250

（小学校）

国の１次補正に伴う事業創設のため

□ 335,431

国庫補助事業（国の1次補正）に係る地方負担分の55%

　楠浦小学校改築事業、牛深小学校改築事業、

　小学校施設耐震補強事業

□中学校施設耐震補強事業費 101,409

国の1次補正に伴う事業追加のため

□学校情報通信技術環境整備事業補助金 1,875

（中学校）

国の１次補正に伴う事業創設のため

□ 54,404

国庫補助事業（国の1次補正）に係る地方負担分の55%

　中学校施設耐震補強事業

□学校情報通信技術環境整備事業補助金 500

（幼稚園）

国の１次補正に伴う事業創設のため

□ 12,494

国庫補助事業（国の1次補正）に係る地方負担分の90%

　御所浦島開発総合センター改修事業

総務費県補助金 2,500
□地域振興総合補助金 2,500

補助金交付の内示があったため

民生費県補助金 8,248
□熊本県安心こども基金特別対策事業費 8,248

国の1次補正に伴う事業拡充のため

地域活性化・公共投資臨時交付金（小学校）

地域活性化・公共投資臨時交付金（中学校）

地域活性化・公共投資臨時交付金（社会教育）

2,659,214 6,961,823

15 県支出金 3,209,869 76,078 3,285,947

14 国庫支出金 4,302,609

款 補正予算の内容

661,57312
分担金及び負
担金

657,596 3,977



（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

農林水産業費県補助金 51,298
□単県治山事業費 15,298

国の１次補正に伴う事業追加のため

□漁村再生交付金事業費 36,000

国の１次補正に伴う事業追加のため

教育費県補助金 13,882
□離島体験滞在交流促進事業補助金 13,882

国の１次補正に伴う事業創設のため

教育費県委託金 150
□県指定推進校事業費（中学校） 150

「県指定推進校」に倉岳中学校が指定されたため

民生費寄附金 248
□福祉基金寄附金 248

宮口勝廣様、山出勝利様、天草市チャリティゴルフ大会

様、本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ・

天草本渡ライオンズクラブ・天草本渡青年会議所の四

クラブ合同親善ゴルフ大会様からの寄附金

財政調整基金繰入金 504,515
□財政調整基金繰入金 504,515

財源調整のため

雑入 5,200
□ 500

裁判における強制執行停止決定による供託金の返還

□コミュニティ助成事業助成金 3,100

一般コミュニティ助成事業交付決定のため

□コミュニティ助成事業助成金 1,600

コミュニティ助成事業（自主防災組織育成）内定のため

農林水産業債 77,100
□林業整備事業債 76,000

地域活性化・経済危機対策臨時交付金に伴う市債

□漁港施設整備事業債 1,100

地域活性化・公共投資臨時交付金に伴う市債

土木債 513,700
□道路橋梁整備事業債 513,700

地域活性化・経済危機対策臨時交付金に伴う市債

教育債 223,500
□小学校施設整備事業債 123,200

地域活性化・公共投資臨時交付金に伴う市債

□社会教育施設整備事業債 1,300

地域活性化・経済危機対策臨時交付金に伴う市債

□文化施設整備事業債 99,000

地域活性化・経済危機対策臨時交付金に伴う市債

34,991,838 34,991,838

49,460,445 4,063,532 53,523,977

547,144
供託金返還金

4,550

637,702

6,433,400

20 諸収入 541,944 5,200

21 市債 5,619,100 814,300

繰入金

248

補正されなかった款

歳入合計

4,302

133,187 504,515

17 寄附金

18



２．歳　　出
（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

行政管理費 1,390
□訴訟関係経費 1,390

財産管理費 97,025
□低排出ガス車導入事業(臨時交付金) 29,024

公用車13台の更新経費

□本庁舎等営繕工事（臨時交付金） 68,001

焼却炉解体工事、普通財産の建物解体工事

基金管理費 248
□福祉基金積立金 248

地域振興費 43,880
□コミュニティ助成事業 3,100

□天草市空路利用促進事業(臨時交付金)

20,780

□天草宝島再発見事業（臨時交付金） 5,000

□

15,000

フェリー定期航路等の利用促進のための負担金

支所及び出張所費 14,300
□五和支所改修事業（臨時交付金） 14,300

会議室、職員休憩室等の改修等

徴収費 32,400
□徴収費事務経費 32,400

高齢者福祉施設費 6,378
□高齢者福祉施設整備事業(臨時交付金) 6,378

老人福祉センター等の修繕工事

児童福祉総務費 1,078
□事務経費 1,078

業務事務補助嘱託職員経費

母子福祉費 11,682
□

11,682

保育所費 5,758
□施設整備事業（臨時交付金） 4,263

焼却炉解体工事（４基）

□公立保育所運営経費 1,495

通園バス運行業務委託経費

補正予算の内容

7,148,656 189,243

13,732,495118,04313,614,452

7,337,899

天草地域ﾌｪﾘｰ航路利用促進協議会負担金
（臨時交付金）

財）自治総合センターからの助成決定により、４地区の
地区振興会等に対しての助成

地区振興会の更なる推進のためのモニターツアーの実
施等

損害賠償事件上告審及び差押債権取立金請求事件の
和解に関する弁護士への委任委託料

款

3 民生費

2 総務費

天草空港利用促進のためのキャンペーン等
の実施

宮口勝廣様、山出勝利様、天草市チャリティゴルフ大会
様、本渡ロータリークラブ・天草中央ロータリークラブ、天
草本渡ライオンズクラブ、天草本渡青年会議所の四クラ
ブ合同親善ゴルフ大会様からの寄附分

母子家庭高等職業訓練促進給付金事業
（国１次補正関係）

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

母子家庭の母親に対する高等職業訓練促進給付金の支給



（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

児童育成費 93,147
□子育て応援特別手当事業（国１次補正関係） 86,800

３歳から５歳の児童に36,000円支給

□放課後児童クラブ環境整備事業(臨時交付金)

6,347

老人保健費 10,229
□成人健診事業（国１次補正関係） 10,229

子宮ガン検診、乳ガン検診の自己負担を免除

水道費 132,878
□上水道事業会計補助金(臨時交付金) 130,000

浄水場沈殿池設備工事等に対する補助金

□簡易水道事業特別会計繰出金 2,878

簡易水道料金改定に伴う減収補填

病院費 61,709
□病院事業会計補助金(臨時交付金) 61,709

空調設備並びに医療機器整備等に対する補助金

農業振興費 86,458
□ 86,458

農地整備費 206,100
□農道舗装事業（臨時交付金） 206,100

ほ場整備地区内の農道舗装（６２路線）

治山費 23,253
□単県治山事業（臨時交付金） 23,253

治山工事（１０カ所）

林道費 80,000
□林道整備事業(臨時交付金) 80,000

今田線開設工事、西河内線舗装工事

水産業振興費 14,300
□県営漁港漁場機能高度化交付金事業(臨時交付金)

天草南地区漁港漁場整備に係る県負担金 600

□強い水産業づくり交付金事業(臨時交付金) 3,700

活魚運搬車購入費用への助成

□水産振興事業（臨時交付金） 10,000

有明地区における投石による藻場造成

漁港管理費 1,477
□単独漁港管理費 1,477

分筆登記及び所有権移転登記費用

漁港建設費 80,366
□県営漁港整備事業負担金(臨時交付金) 400

大江漁港整備に係る県負担金

□漁村再生交付金事業（公共投資） 58,766

烏帽子漁港における護岸・防波堤整備

□漁港整備事業（臨時交付金） 21,200

市管理漁港の整備（４漁港）

2,795,292 500,241

204,816

5 農林水産業費

6,127,9545,923,138

3,295,533

・ＪＡ本渡五和が実施する果実選果システム更新経費、
物流センター建設経費、五和育苗センター暖房機更新
経費、五和ライスセンター籾摺機更新経費への助成
・ＪＡあまくさが実施する有明育苗センター整備経費、低
温貯蔵庫改修経費、新和ライスセンター改修経費への
助成

4 衛生費

農産物共同利用施設整備事業(臨時交付金)

放課後児童クラブ施設の改修経費等に対す
る助成



（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

水産業施設管理費 8,287
□漁村センター改修事業(臨時交付金) 8,287

五和及び軍ヶ浦漁村センター改修

商工振興費 26,100
□就職支援事業（臨時交付金） 26,100

雇用安定のための企業への雇用奨励金

観光施設管理費 37,593
□観光施設維持補修事業(臨時交付金) 37,593

観光施設の維持修繕

道路維持費 324,067
□市道維持補修事業（臨時交付金） 324,067

側溝整備や舗装工事等

道路新設改良費 322,000
□市道改良事業（臨時交付金） 322,000

離合箇所の設置や凹凸箇所の解消等

河川管理費 58,400
□河川維持事業（臨時交付金） 31,200

河川の掘削や護岸の補強工事等

□排水路等整備事業（臨時交付金） 27,200

排水路未整備地区の解消

河川改良費 192,490
□河川整備事業（臨時交付金） 191,240

河川氾濫を防止するための整備

□県営建設海岸事業負担金(臨時交付金) 1,250

県が実施する海岸保全事業に対する負担金

港湾管理費 20,700
□港湾施設維持補修事業（臨時交付金） 20,700

浚渫工事等

港湾建設費 980
□県営港湾事業負担金(臨時交付金) 980

県が実施する港湾環境整備事業に対する負担金

公園緑地費 11,316
□公園維持管理事業(臨時交付金) 11,316

公園の営繕工事、公園管理機器購入

常備消防費 40,058
□天草広域連合負担金(臨時交付金) 40,058

高規格救急自動車整備に対する負担金

消防施設費 7,220
□消防施設管理費(臨時交付金) 4,620

消火栓付属装置等の整備等

□消防機械等購入事業(臨時交付金) 2,600

小型動力ポンプ更新経費２台

災害対策費 2,600
□防災行政無線管理費(臨時交付金) 1,000

県防災行政無線無停電電源装置の更新費用負担金

□自主防災会育成事業 1,600

4,425,284

826,059

3,495,331

63,693

929,953

消防費

土木費7

6 商工費

8

762,366

1,856,103 1,905,98149,878

財）自治総合センターからの助成決定により、城河原地
区自主防災会への助成



（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

小学校管理費 18,412
□学校ＩＣＴ環境整備事業(臨時交付金) 12,721

デジタルテレビ５０台設置経費

□事務局分 5,691

人事異動に伴う嘱託職員経費

小学校建設費 1,270,954
□楠浦小学校改築事業(公共投資) 71,602

改築に係る設計経費等

□牛深小学校改築事業（公共投資） 80,304

改築に係る設計経費等

□小学校施設耐震補強事業(公共投資) 1,097,251

耐震補強工事(17校)

□小学校施設営繕事業（臨時交付金） 21,797

焼却炉解体工事（14基）

中学校管理費 3,817
□学校ＩＣＴ環境整備事業(臨時交付金) 3,817

デジタルテレビ１５台設置経費

中学校教育振興費 150
□熊本県指定教育研究推進校補助金 150

倉岳中学校が新たに県指定を受けたもの

中学校建設費 352,377
□(仮称)五和中学校建設事業(臨時交付金) 124,569

校舎建設に係る設計経費等

□中学校施設耐震補強事業（公共投資） 200,327

耐震補強工事(４校)

□中学校施設営繕事業（臨時交付金） 27,481

有明中学校グランド便所改修等、焼却炉解体工事(３基)

幼稚園費 6,519
□学校ＩＣＴ環境整備事業(臨時交付金) 1,018

デジタルテレビ４台設置経費

□幼稚園施設営繕事業（臨時交付金） 5,501

焼却炉解体工事

看護専門学校費 2,940
□看護専門学校施設営繕事業(臨時交付金) 2,940

雨漏れ防止工事

社会教育施設費 40,553
□御所浦島開発総合センター改修事業（公共投資）

御所浦島開発センター改修工事 27,765

□コミュニティセンター整備事業（臨時交付金） 12,788

五和コミュニティセンター改修、焼却炉解体工事

公民館費 35,953
□公民館改修事業(臨時交付金) 35,953

図書館費 15,535
□移動図書館整備事業(臨時交付金) 15,435

移動図書館車更新

□事務経費 100

(資）ダスキン天草様からの図書購入寄附金

文化施設費 104,275
□天草市民センター整備事業(臨時交付金) 104,275

空調改修、駐車場舗装整備

2,007,6655,725,1339 教育費

倉岳地区公民館、城河原公民館、御領公民館の改修工
事、焼却炉解体工事

7,732,798



（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

資料館費 23,425
□資料館施設整備事業(臨時交付金) 23,425

天草ロザリオ館のスクリーン改修等、焼却炉解体工事

体育施設費 132,755
□体育施設整備事業（臨時交付金） 131,327

体育施設の整備・改修、焼却炉解体工事

□本渡地区体育施設 1,428

社会体育施設管理事務嘱託職員経費

8,139,974 8,139,974

49,460,445 4,063,532 53,523,977

53,523,977

１．歳　入

予算現額 補正額 補正後の額

簡易水道使用料 △ 2,578

□ 簡易水道使用料 △ 1,600

□ 水道メーター器使用料 △ 978

簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う減額

一般会計繰入金 2,878

□ 一般会計繰入金

使用料及び加入金の減収に伴う補填

加入金 △ 300

□

簡易水道事業給水条例の一部改正に伴う減額

1,139,267 1,139,267

2,424,799 0 2,424,799

3,793
新規給水加入金

補正されなかった款

歳入合計

8 諸収入 4,093 △ 300

505,258

6 繰入金 773,603 2,878 776,481

2
使用料及び手
数料

507,836 △ 2,578

平成21年度 簡易水道事業特別会計補正予算（第1号）の概要
（単位：千円）

款 補正予算の内容

歳出合計

補正されなかった款


