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平成２２年度一般会計6月補正予算の概要  

    

平成 2２年度 6 月補正予算は、骨格予算となった平成２２年度当初予算

の肉付け予算として編成するものです。 

補正予算の編成に当たっては、当初予算において計上を見送った政策的

な経費を中心に、ローカル・マニフェストに掲げた基本理念「日本の宝島

“天草”の創造」の実現を目指して、限られた財源の重点的かつ効率的な

配分に努めました。 

とりわけ、新規作物としてのオリーブ栽培を通じた「オリーブの島づく

り」の推進や、平成 23 年春の九州新幹線全線開業に合わせた観光地天草

のＰＲ活動及び記念イベントの開催、更には天草地域における世界ジオパ

ークの認定に向けた新たな事業展開を図ることとしています。 

この結果、一般会計補正予算の総額は 1,357,809 千円で、当初予算と

合わせた６月補正後の予算額は 50,007,759 千円となり、昨年度の当初

予算額と比較すると、1.1％の増となりました。 

補正予算の主な財源は、国及び県支出金が 492,588 千円、繰入金  

47５,９25 千円、市債 344,８00 千円であります。 

歳出予算の主な内容としましては、まず「１．豊かな産業づくり」を推

進していくため、「オリーブの島づくり」を進めていきます。具体的には、

オリーブ栽培指導員や耕作放棄地及びオリーブ適地調査員の配置、（仮称）

オリーブ振興協議会への助成などを通して、市民・農業者・企業などによ

るオリーブの栽培や新商品の開発を支援していきます。 

また、新規就農対策として、就農希望者を新たに雇用し、農家等での研

修を実施するとともに、つくり育てる漁業を推進するため、藻場の現況調

査や放流稚魚の大型化を図り、漁獲量の増大を目指す漁協に対する助成を

行うこととしています。 

次に、「２．魅力ある観光づくり」を推進していくため、来年春の九州

新幹線全線開業に合わせて、天草の魅力を県内外に発信していくこととし

ています。具体的には、来年４月から 1 年間をかけて開催を予定している

海道博や牛深ハイヤ 40 周年記念イベントのＰＲ活動を行うとともに、天
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草の南の玄関口である牛深港を起点とした交通アクセスの改善を図って

いきます。 

また、天草地域における世界ジオパークの認定に向け、天草ジオパーク

構想の策定や展望所の整備等に取り組みます。 

次に、「３．快適な生活環境づくり」を推進していくため、子育て支援

や医療費の負担軽減などに取り組みます。 

具体的には、これまで乳幼児医療費の助成は就学前までとしていました

が、医療費無料化の範囲を小学 3 年生までに広げ、保護者の負担軽減を図

ることとしています。 

また、5 歳児を対象とした発達・発育に関する健康診査を実施し、健診

時に保護者から子育てに関する悩みや相談に応じることにより、不安の解

消に努めていきます。 

なお、子どもの発育や発達、育児に関する問題や児童虐待等の総合的な

相談窓口として、（仮称）子ども未来センターの設置に向け、調査検討を

進めていく経費を計上しています。 

次に、「４．地域を担う人づくり」を推進していくため、地域づくりや

生涯学習、青少年の健全育成などに取り組むまちづくり協議会や地区振興

会の活動を引き続き支援していくこととしています。 

また、天草の未来を担う子どもたちのために、天草の伝統・文化・自然・

歴史などに触れ合う体験活動を小学 3・4 年生の授業の中に取り入れ、ふ

るさと天草の宝を再発見してもらいたいと考えています。 

なお、学校規模の適正化を進めていくため、新和小学校の改修に取り組

むとともに、楠浦小学校、牛深小学校については、耐震性の低い校舎等を

改築することとしています。 

次に、「５．機能的な社会基盤づくり」を推進していくため、住民の意

見を反映しながら、地域の課題を整理し、都市の将来像や都市整備の基本

方針などを盛り込んだ都市計画マスタープランの策定に取り組んでいき

ます。 

また、光ケーブルや地域ＩＣＴの有効活用を進めていくため、天草Ｗｅ

ｂの駅の利用拡大やケーブルテレビ、インターネット通信環境など光ケー
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ブル貸付による地域間の情報格差是正のための需要調査に要する経費を

計上しています。 

次に、「６．環境と共生のまちづくり」を推進していくため、これまで

本市が取り組んできたバイオマスタウン天草づくりを更に進めていくこ

ととし、し尿や浄化槽汚泥等をバイオマスによって資源化するバイオマス

センターの候補地選定作業を進めていくことにしています。 

また、住宅用太陽光発電システムの導入推進についても、国や県と歩調

を合わせながら一層の普及促進を図っていきます。 

なお、新エネルギーとして期待される大規模太陽光発電施設についても、

その可能性について、調査検討していく経費を計上しています。 

 

 

 

 

 

※ 補正予算の主な施策の概要については、１３ページ以降に掲載 
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歳　入

H22当初
（Ａ）

6月補正
（Ｂ）

H22合計
（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

H21当初
（Ｄ）

比較
（Ｃ）－（Ｄ）

増減率

1 市税 7,505,053 7,505,053 7,680,363 △ 175,310 △ 2.3

2 地方譲与税 623,501 623,501 714,507 △ 91,006 △ 12.7

3 利子割交付金 26,000 26,000 46,000 △ 20,000 △ 43.5

4 配当割交付金 5,000 5,000 17,000 △ 12,000 △ 70.6

5 2,000 2,000 2,300 △ 300 △ 13.0

6 地方消費税交付金 859,000 859,000 890,000 △ 31,000 △ 3.5

7 10,000 10,000 10,000 0 0.0

8 自動車取得税交付金 126,000 126,000 162,000 △ 36,000 △ 22.2

9 地方特例交付金 120,000 120,000 68,000 52,000 76.5

10 地方交付税 24,764,000 24,764,000 24,507,000 257,000 1.0

11 13,500 13,500 13,500 0 0.0

12 分担金及び負担金 642,397 3,150 645,547 657,596 △ 12,049 △ 1.8

13 使用料及び手数料 732,271 732,271 728,518 3,753 0.5

14 国庫支出金 4,952,245 86,428 5,038,673 4,302,609 736,064 17.1

15 県支出金 3,072,999 406,160 3,479,159 3,209,869 269,290 8.4

16 財産収入 135,139 135,139 152,649 △ 17,510 △ 11.5

17 寄附金 4,117 40,346 44,463 4,302 40,161 933.5

18 繰入金 43,947 475,925 519,872 133,187 386,685 290.3

19 繰越金 1 1 1 0 0.0

20 諸収入 643,780 1,000 644,780 541,944 102,836 19.0

21 市債 4,369,000 344,800 4,713,800 5,619,100 △ 905,300 △ 16.1

                 歳入合計 48,649,950 1,357,809 50,007,759 49,460,445 547,314 1.1

歳　出

H22当初
（Ａ）

6月補正
（Ｂ）

H22合計
（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

H21当初
（Ｄ）

比較
（Ｃ）－（Ｄ）

増減率

1 議会費 265,355 265,355 265,398 △ 43 △ 0.0

2 総務費 6,925,194 139,141 7,064,335 7,148,656 △ 84,321 △ 1.2

3 民生費 15,695,750 94,503 15,790,253 13,614,452 2,175,801 16.0

4 衛生費 6,124,886 158,502 6,283,388 5,923,138 360,250 6.1

5 農林水産業費 2,558,757 429,159 2,987,916 2,795,292 192,624 6.9

6 商工費 767,509 88,791 856,300 762,366 93,934 12.3

7 土木費 2,939,057 119,784 3,058,841 3,495,331 △ 436,490 △ 12.5

8 消防費 2,035,052 2,035,052 1,856,103 178,949 9.6

9 教育費 4,121,434 327,929 4,449,363 5,725,133 △ 1,275,770 △ 22.3

10 災害復旧費 37,936 37,936 8,236 29,700 360.6

11 公債費 7,149,020 7,149,020 7,816,340 △ 667,320 △ 8.5

13 予備費 30,000 30,000 50,000 △ 20,000 △ 40.0

                 歳出合計 48,649,950 1,357,809 50,007,759 49,460,445 547,314 1.1

ゴルフ場利用税交付金

平成２２年度 ６月補正予算 一般会計総括表　（目的別）

    （単位：千円 ％）

    （単位：千円 ％）

株式等譲渡所得割交付金

交通安全対策特別交付金

款

款
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歳　入
H22当初
（Ａ）

6月補正
（Ｂ）

H22合計
（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

H21当初
（Ｄ）

比較
（Ｃ）－（Ｄ）

増減率

市税 7,505,053 7,505,053 7,680,363 △ 175,310 △ 2.3

分担金及び負担金 642,397 3,150 645,547 657,596 △ 12,049 △ 1.8

使用料及び手数料 732,271 732,271 728,518 3,753 0.5

財産収入 135,139 135,139 152,649 △ 17,510 △ 11.5

寄附金 4,117 40,346 44,463 4,302 40,161 933.5

繰入金 43,947 475,925 519,872 133,187 386,685 290.3

繰越金 1 1 1 0 0.0

諸収入 643,780 1,000 644,780 541,944 102,836 19.0

自主財源計 9,706,705 520,421 10,227,126 9,898,560 328,566 3.3

地方譲与税 623,501 623,501 714,507 △ 91,006 △ 12.7

利子割交付金 26,000 26,000 46,000 △ 20,000 △ 43.5

配当割交付金 5,000 5,000 17,000 △ 12,000 △ 70.6
株式等譲渡所得割交付金 2,000 2,000 2,300 △ 300 △ 13.0

地方消費税交付金 859,000 859,000 890,000 △ 31,000 △ 3.5

ゴルフ場利用税交付金 10,000 10,000 10,000 0 0.0

自動車取得税交付金 126,000 126,000 162,000 △ 36,000 △ 22.2

地方特例交付金 120,000 120,000 68,000 52,000 76.5

地方交付税 24,764,000 24,764,000 24,507,000 257,000 1.0
交通安全対策特別交付金 13,500 13,500 13,500 0 0.0

国庫支出金 4,952,245 86,428 5,038,673 4,302,609 736,064 17.1

県支出金 3,072,999 406,160 3,479,159 3,209,869 269,290 8.4

市債 4,369,000 344,800 4,713,800 5,619,100 △ 905,300 △ 16.1

依存財源計 38,943,245 837,388 39,780,633 39,561,885 218,748 0.6

48,649,950 1,357,809 50,007,759 49,460,445 547,314 1.1

歳　出
H22当初
（Ａ）

6月補正
（Ｂ）

H22合計
（Ｃ）＝（Ａ）＋（Ｂ）

H21当初
（Ｄ）

比較
（Ｃ）－（Ｄ）

増減率

人件費 10,163,869 6,707 10,170,576 10,019,645 150,931 1.5

扶助費 8,592,990 29,400 8,622,390 7,294,649 1,327,741 18.2

公債費 7,149,020 7,149,020 7,816,340 △ 667,320 △ 8.5

計 25,905,879 36,107 25,941,986 25,130,634 811,352 3.2

補助事業 1,922,898 416,024 2,338,922 3,644,673 △ 1,305,751 △ 35.8

単独事業 2,007,130 314,579 2,321,709 2,239,713 81,996 3.7
県事業負担金・受託事業 187,709 24,700 212,409 283,751 △ 71,342 △ 25.1

災害復旧事業 37,936 37,936 8,236 29,700 360.6

計 4,155,673 755,303 4,910,976 6,176,373 △ 1,265,397 △ 20.5

うち人件費 287,733 287,733 287,990 △ 257 △ 0.1

物件費 4,638,095 250,849 4,888,944 4,785,380 103,564 2.2

維持補修費 365,244 727 365,971 359,499 6,472 1.8

補助費等 7,082,311 314,477 7,396,788 7,212,726 184,062 2.6

積立金 556,639 346 556,985 575,297 △ 18,312 △ 3.2
投資及び出資金・貸付金 335,000 335,000 300,000 35,000 11.7

繰出金 5,581,109 5,581,109 4,870,536 710,573 14.6

計 18,558,398 566,399 19,124,797 18,103,438 1,021,359 5.6

30,000 30,000 50,000 △ 20,000 △ 40.0

48,649,950 1,357,809 50,007,759 49,460,445 547,314 1.1

平成２２年度 ６月補正予算 一般会計総括表　（性質別）

歳出合計

歳入合計

自
　
主
　
財
　
源

予　　備　　費

依
　
存
　
財
　
源

義
務
的
経
費

そ
の
他
の
経
費

区　　　分

区　　　分

投
資
的
経
費

（単位：千円 ％）

（単位：千円 ％）
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平成２２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 3,150
□県営中山間地域総合整備事業費 3,150

県事業費確定のため

総務費国庫補助金 4,225
□ 4,225

交付額内定のため

民生費国庫補助金 1,500
□セーフティネット支援対策等事業費 1,500

災害時要援護者避難支援システム改修のため

農林水産業費国庫補助金 13,500
□特定広域漁港整備事業費 13,500

久玉漁場並型魚礁設置事業　27,000千円×1/2

土木費国庫補助金 12,200
□ 9,200

社会資本整備総合交付金内定のため　　18,400千円×1/2

□ 3,000

社会資本整備総合交付金内定のため　　6,000千円×1/2

教育費国庫補助金 55,003
□ 47,308

安心・安全な学校づくり交付金　　補助率5.5/10

□ 1,535

補助額内示のため　　3,070千円×1/2

□ 6,160

﨑津地区街なみ環境整備事業　　12,320千円×1/2

総務費県補助金 3,300
□地域振興総合補助金 3,300

補助金交付の内示があったため

民生費県補助金 58,668
□保育所等緊急整備事業費 58,668

和貴保育園施設整備への助成

農林水産業費県補助金 233,654
□中山間地域等直接支払制度推進事業費

国の制度継続決定のため 129,794

交付金事業　170,000千円×3/4、推進事業　4,588千円×1/2

□農業農村整備推進交付金特認事業費 12,000

24,000千円×1/2

□流域育成林整備事業費 25,000

国の地球温暖化防止対策としての事業費増のため

□高性能林業機械等導入事業費 11,590

事業費（天草森林組合）23,180千円×1/2

□養殖共済加入促進緊急対策事業費 1,005

事業創設のため

□地域水産物供給基盤整備事業費 6,400

事業費増額のため　8,000千円×80%

□漁村再生交付金事業費 3,640

事業費内示のため　　補助率 1/2（一般）、6/10（離島）

□水産資源回復・基盤整備交付金 25,225

事業創設のため

□強い水産業づくり交付金事業費 △ 3,500

水産資源回復・基盤整備事業費創設のため

□農山漁村地域整備交付金事業費 22,500

国の制度改正に伴う事業創設　　45,000千円×1/2

都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業費

都市公園等統合事業費

文化的景観保護推進事業費

街なみ環境整備事業費

3,479,15915 県支出金 3,072,999 406,160

645,547

86,428 5,038,673
社会資本整備総合交付金

642,397

款

小学校建設事業費

4,952,24514 国庫支出金

12
分担金及び負
担金

補正予算の内容

3,150
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（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

商工費県補助金 105,985
□緊急雇用創出交付金 105,985

補助金交付の内示があったため

災害復旧費県補助金 3,752
□農業施設災害復旧費 3,752

教育費県委託金 801
□特別支援教育総合推進事業委託費 321

県の委託事業として決定したため

□理科支援員等配置事業費 480

県の委託事業として決定したため

民生費寄附金 346
□福祉基金寄附金 346

土木費寄附金 40,000
□土木費寄附金 40,000

本渡北土地区画整理組合からの寄附金

福祉基金繰入金 4,501
□福祉基金繰入金 4,501

災害時要援護者避難支援システム改修に伴う繰入

財政調整基金繰入金 471,424
□財政調整基金繰入金 471,424

財源調整のため

雑入 1,000
□選挙供託金 1,000

天草市長選挙に伴う供託金

農林水産業債 58,400
□農業農村整備事業債 11,500

県営事業負担金に伴う市債

□沿岸漁場整備事業債 4,000

沿岸漁場整備開発事業に伴う市債

□漁港施設整備事業債 42,900

各漁港施設整備事業費内示に伴う増

土木債 57,700
□道路橋梁整備事業債 46,300

大林橋（本渡地区）架け替え事業に伴う市債

□公園整備事業債 11,400

社会資本整備総合交付金事業費内定に伴う増

教育債 228,400
□小学校施設整備事業債 206,400

牛深小学校及び楠浦小学校改築等に伴う市債

□文化施設整備事業債 22,000

ジオパーク環境整備事業に伴う市債

災害復旧債 300
□農林水産施設災害復旧債 300

平成21年度施越事業に係る市債

34,921,465 34,921,465

48,649,950 1,357,809 50,007,759

木場郁子様、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（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）親善ゴルフ大会様
からの寄附金

643,780 1,000

18 繰入金

20 諸収入

17 寄附金 4,117

平成21年度農業施設災害復旧事業県補助金の
一部が施越しとなったため

15 県支出金

4,713,800

44,463

43,947 475,925 519,872

644,780

40,346

344,8004,369,000

歳入合計

21 市債

補正されなかった款
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２．歳　　出
（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

交通安全対策費 6,690
□防犯灯整備事業 6,690

防犯灯の設置工事（鋼管柱47基、電柱転架132基）

財産管理費 44,940
□本庁舎等営繕工事 44,940

旧赤崎小学校校舎等解体工事及び魚貫崎市有地治山工事

基金管理費 346
□福祉基金積立金 346

地域振興費 63,023
□ 46,382

まちづくり協議会が行う地域づくり活動などに対する交付金

□宝島づくりチャレンジ支援交付金事業 10,000

□宝島地域資源開発事業 6,641

地域資源の旅行商品化及びパンフレットの作成等

電算情報処理費 5,142
□天草Ｗｅｂの駅普及促進委託事業 3,001

□天草地域情報通信基盤整備推進事業 2,141

高速インターネット環境の調査に係る委託経費

支所及び出張所費 9,000
□緊急対応事業 9,000

海岸漂着物の処理など各支所において緊急的に対応するた
めの経費

地域活性化費 10,000
□ハイヤの里づくり事業 5,000

牛深ハイヤに関する観光モニュメントの設置

□コレジヨの里づくり事業 5,000

コレジヨ跡公園の周辺整備に係る測量委託

社会福祉総務費 6,001
□災害時要援護者避難対策事業 6,001

災害時要援護者や避難所、危険地域などを合わせたマップ

の作成

保育所費 88,002
□保育所等緊急整備事業 88,002

和貴保育園における老朽化した園舎等の増改築工事

児童育成費 500
□ 500

（仮称）子ども未来センター設置に向けた先進地視察調査

母子保健費 3,603
□乳幼児健診事業 3,603

5歳児を対象とした発達・発育に関する健康診査の実施

乳幼児医療費 32,124
□子ども医療費 32,124

小学1～3年生までの医療費無料化に伴う助成及び事務経費

環境対策費 43,715
□バイオマスタウン事業 10,252

バイオマスセンター候補地選定業務等委託及びバイオディー
ゼル燃料（ＢＤＦ）品質分析調査

地区振興会等が行うモデル的なまちづくり活動に対する交付金

天草市チャリティゴルフ大会実行委員会様、木場郁子様、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

様からの寄附分

宝島づくりパートナーシップ推進交付金事業

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

天草Ｗｅｂの駅の普及促進を図るための研修会開催に係る経費

6,124,886 158,502

款

2 総務費

3 民生費

4 衛生費 6,283,388

6,925,194 139,141 7,064,335

15,695,750 94,503

補正予算の内容

15,790,253

（仮称）子ども未来センター設置調査事業
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（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□住宅用太陽光発電システム設置費補助金 33,000

住宅用太陽光発電システムの設置者に対する補助

□大規模太陽光発電施設調査事業 463

大規模太陽光発電施設に係る先進地視察調査

塵芥処理費 75,400
□ 70,400

不法投棄に関する実態調査、回収作業等の実施

□ 5,000

海岸漂着物の処理経費

病院費 3,660
□病院事業会計補助金 3,660

農業振興費 △ 20,071
□新規就農支援事業 6,729

就農希望者に農家等で農業技術研修を実施

□農業女性大学補助金 200

□オリーブの島づくり支援事業補助金 △ 27,000

新しい目（オリーブ推進費）の創設に伴う当初予算の減額

中山間地域活性化費 174,588
□中山間地域等直接支払推進事業 174,588

耕作放棄地の発生防止や解消などに取り組む集落に対する
交付金

園芸振興費 900
□果樹・園芸生産組織育成補助金 900

天草ブランドの確立を図るため天草緑竹生産組合、天草大王

農地整備費 48,700
□排水機場施設整備事業 24,000

排水ポンプの更新に伴う河浦町土地改良区に対する補助

□県営かんがい排水事業（楠浦地区） 8,750

送水管の改修に係る県事業負担金

□ 9,450

区画整理、農道整備に係る県事業負担金

□県営畑地帯総合整備事業（御領南地区） 6,500

パイプライン布設、区画整理に係る県事業負担金

オリーブ振興費 42,110
□オリーブの島づくり推進事業 42,110

オリーブ栽培指導員、耕作放棄地及びオリーブ栽培適地調査
員等の配置、（仮称）オリーブ振興協議会に対する補助等

林業振興費 38,258
□市有林流域育成林整備事業 25,000

牛深、栖本、天草地区における間伐の実施

□緑の産業再生プロジェクト推進事業 13,258

高性能林業機械の導入に伴う天草森林組合に対する補助

林道費 3,706
□森林基幹道下天草東部線開設事業 3,706

林道開設に合わせた用地測量委託

水産業振興費 48,736
□沿岸漁場整備開発事業 27,000

コンクリートブロック等耐久構造物の設置など久玉漁場におけ
る魚礁の整備

□養殖共済加入促進緊急対策事業 2,011

養殖業者に対する養殖共済加入掛け金の補助

ブランド確立推進協議会及び亜熱帯果樹研究会に対する補助

天草クリーンアップ事業（不法投棄対策）

2,558,757 429,1595 農林水産業費 2,987,916

天草クリーンアップ事業（海岸漂着物対策）

ＪＡ本渡五和、ＪＡあまくさが実施する女性大学の開催に対する

医療事務に関する研修を通じた医療人材の養成に係る補助金

補助

県営中山間地域総合整備事業（羊角湾周辺2期地区）
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（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□水産資源保全事業 2,363

牛深地区におけるオニヒトデの駆除委託

□御所浦地区カキ養殖試験事業 4,715

御所浦地区におけるカキ養殖試験の実施

□木材魚礁設置事業 3,000

間伐材を利用した﨑津漁場における魚礁の整備

□藻場現況調査事業 6,229

牛深地区沿岸域における藻場現況調査の実施

□水産振興単独事業 240

藻場造成のためのコンブ種苗の購入等

□中間育成施設設置事業補助金 3,178

アカウニ、アワビ用等の生け簀の設置に対する補助

漁港管理費 8,670
□漁港維持補修事業 8,670

市管理漁港の維持補修（牛深地区、御所浦地区、河浦地区）

漁港建設費 35,965
□漁村再生交付金事業 24,765

□地域水産物供給基盤整備事業 10,600

大浦元浦漁港の整備

□水産基盤機能保全事業 600

大浦元浦漁港における機能保全計画の策定

水産業施設管理費 1,600
□水産施設整備事業 1,600

深海漁港における浮消波堤航路標識の設置

水産研究センター費 727
□水産研究センター施設管理経費 727

水産研究センターにおける指導船（しおはや）の修繕等

漁業集落整備費 45,270
□﨑津漁港漁業集落環境整備事業 45,270

﨑津漁港における雨水排水路測量設計委託等

商工振興費 595
□商店街活性化対策事業補助金 595

天草市商工会が実施する地域活性化事業に対する補助

物産振興費 3,000
□食事処マップ等作成事業 3,000

天草のお土産品や郷土料理に関するマップの作成等

観光費 85,196
□観光バスガイド事業 4,996

島内周遊観光バスに係る観光バスガイドの配置

□新幹線開業対策事業 80,200

橋梁維持費 46,300
□橋梁維持補修事業 46,300

橋梁下部工の崩壊による架け替え工事

港湾建設費 3,000
□港湾統合事業 3,000

越波対策の基本設計委託（上津浦港、赤崎港、下田港）

都市計画総務費 6,084
□都市計画マスタープラン策定事業 6,084

住民へのアンケート調査及び解析等の実施

白戸漁港、栖本漁港などにおける防波堤等の整備

767,509 88,791

7 土木費 2,939,057 119,784

6 商工費

クセスの導入、牛深ハイヤ40周年記念事業費補助等

856,300

3,058,841

新幹線の開業に合わせた海道博の開催、出水天草間交通ア
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（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

公園建設費 64,400
□公園施設長寿命化計画策定事業 6,000

公園施設の健全度調査や維持管理計画の策定

□都市公園安全･安心対策緊急総合支援事業 18,400

桜町公園、浜田公園、港町公園の遊具等整備

□都市公園整備単独事業 40,000

（仮称）田島公園の整備工事

事務局費 78
□事務局費事務経費 78

事務点検評価員に係る報酬及び費用弁償

教育振興費 321
□特別支援教育総合推進事業 321

特別支援教育に係る研修会の開催及び巡回相談等

小学校管理費 1,439
□事務局分 1,439

人事異動に伴う嘱託職員経費

小学校教育振興費 4,338
□新和小・大多尾小統合推進事業 2,216

開校及び閉校に伴う準備経費

□理科支援員等配置事業 480

退職教員等を活用した非常勤の理科支援員の配置

□ふるさと体験事業 1,642

小学校3・4年生を対象とした文化施設での学習、農林水産漁

業の体験等

小学校建設費 258,818
□楠浦小学校改築事業 58,589

校舎改修及び外構整備

□牛深小学校改築事業 136,708

校舎及び体育館改築

□小学校施設営繕事業 41,000

本町小学校グラウンド排水工事等

□小学校施設大規模改造事業 22,521

新和小学校における図書室改修、トイレ増設等

看護専門学校管理費 785
□創立20周年記念事業 785

記念誌作成及び記念式典・記念講演会の開催

社会教育総務費 1,294
□自治公民館等整備費補助金 1,124

亀場町食場公民館、亀場町下浜田公民館、宮地岳樫ノ実鶴
公民館、倉岳町浜田公民館の改修に対する補助

□海洋少年団運営補助金 170

第20回日本海洋少年団南九州地区大会の開催に係る助成

資料館費 2,000
□歴史民俗資料館広報事業 2,000

本渡民俗資料館、天草切支丹館、天草ロザリオ館、天草コレ
ジヨ館、御所浦白亜紀資料館の総合パンフレットの作成

世界遺産登録推進費 17,833
□﨑津地区街なみ環境整備事業 12,320

﨑津地区における住環境の現況調査及び整備方針の策定等

□世界遺産登録推進事業 3,072
重要文化的景観の選定に向けた資料作成経費

□重要景観構成要素修景事業 2,441

文化的景観としての重要な構成要素である旧網元の家屋修復

4,449,363327,9299 教育費 4,121,434
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（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

ジオパーク推進費 33,270
□ジオパーク推進事業 6,920

天草ジオパーク構想の策定等

□ジオパーク環境整備事業 26,350
烏峠展望所の整備、伝馬船等係留桟橋の改修、椛木（牧島）
ジオサイトの通路改修

体育施設費 7,753
□体育施設整備事業 7,753

9,517,363 9,517,363

48,649,950 1,357,809 50,007,759歳出合計

補正されなかった款

佐伊津運動広場の危険付属建物（相撲場、ベンチ等）の解体等

－12－



新

新

新 新

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

【　オリーブの島づくりの推進　】

沿岸漁場整備開発事業

農林整備課

御所浦（大浦）地区において漁港施設の整備を行う。

本渡（楠浦）地区において本管改修工事を行う。（県事
業負担金）
　本管改修：L=1,000m

緑の産業再生プロジェクト推進事業 1,326万円

間伐の能率を高めるため、高性能林業機械の導入を図る
天草森林組合に対して補助を行う。

林業振興費

漁港建設費 水産課

中間育成施設設置事業補助金 318万円

農林水産業費 水産業振興費 水産課

中間育成施設を設置してアカウニやアワビなど放流稚魚
の大型化を図り、漁獲量の増大を目指す漁協に対し補助
を行う。

水産課

牛深（久玉漁場）地区において天然礁に準じた魚礁を造
成するため、コンクリートブロック等耐久性構造物を設
置する。

2,700万円 300万円

水産課

木材魚礁設置事業

農地整備費 農林整備課

地域水産物供給基盤整備事業 1,060万円

河浦（﨑津漁場）地区において間伐材を利用した木材魚
礁を設置する。

農林水産業費 水産業振興費

875万円

耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保する観点
から、国が定めた事業に取り組む集落に対して交付金を
支払う。

中山間地域活性化費 農業振興課 農林水産業費 農地整備費農林水産業費 農林整備課

農林水産業費 水産業振興費

県営かんがい排水事業

平成2２年度6月補正予算　主な施策の概要

673万円

945万円 県営畑地帯総合整備事業 650万円

羊角湾周辺2期地区（牛深・河浦地区）において区画整
理、用排水路の整備を行う。（県事業負担金）
　区画整理：0.5ha　用排水路：L=2,270m

五和（御領南）地区において区画整理、用排水路の整備
を行う。（県事業負担金）
　区画整理：2.0ha　用排水路：L=2,000m

県営中山間地域総合整備事業

農林水産業費 農地整備費 農林整備課 農林水産業費

農林水産業費

農林水産業費 農地整備費 農林整備課 農林水産業費

【　新規就農対策の推進　】

オリーブの島づくり推進事業 4,211万円

オリーブ栽培指導員、耕作放棄地及びオリーブ適地調査
員等の配置や（仮称）オリーブ振興協議会への補助など
を行う。

農林水産業費 オリーブ振興費 農業振興課

農林水産業費 農業振興費 農業振興課

新規就農支援事業

1億7,459万円

就農希望者を雇用し、農家等において基本的な農業技術
の研修を行う。

【　つくり育てる漁業の推進　】

河浦（釜排水機場施設）地区のポンプ更新を行う河浦土
地改良区に対して補助を行う。

排水機場施設整備事業 2,400万円

水産課

中山間地域等直接支払推進事業

2,500万円市有林流域育成林整備事業

農林水産業費 林業振興費 農林整備課

藻場現況調査事業 623万円

【　農林水産業の振興と基盤整備　】

藻場造成適地の選定や造成手法の基礎資料とするため、
藻場の現況を調査する。

農林水産業費 水産業振興費

１．豊かな産業づくり

牛深・栖本・天草地区において間伐を行う。
（間伐面積：100ha）
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○ ○

新 ○

新

新 新

新 ○

新

○

２．魅力ある観光づくり

【　健康志向に着目したヘルスツーリズムの推進　】

地域活性化費

コレジヨ跡公園周辺の整備に向けた測量委託を行う。

河浦支所

【　九州新幹線全線開業に伴う天草への誘客　】

コレジヨの里づくり事業 500万円

総務費

漁村再生交付金事業 2,477万円

宝島地域資源開発事業

栖本（白戸・栖本）地区において漁港施設の整備を行
う。

農林水産業費 漁港建設費 水産課

664万円

地域振興課総務費 地域振興費

烏峠展望所の整備や伝馬船等係留桟橋の改修、椛木（牧
島）ジオサイトの通路改修を行う。

教育費

【　天草地域における世界ジオパーク認定の推進　】

ジオパーク推進事業

教育費 ジオパーク推進費 文化課

「天草ジオパーク構想」の策定や案内板の設置、パンフ
レットの作成等を行う。

692万円

総務費 地域活性化費 牛深支所

ジオパーク推進費 文化課

【　天草の南の玄関口である牛深港の強化　】

ハイヤの里づくり事業 500万円

出水駅～蔵之元港間のシャトルバスの運行や牛深～本渡
間の観光周遊バスの運行などを行う。

牛深港フェリー発着場周辺に観光モニュメントを設置す
る。

新幹線対策事業のうち
出水天草間交通アクセス導入等事業費
補助

1,300万円

商工費 観光費 商工観光課

ヘルスツーリズムの商品開発及びマーケティング調査を
行う。

新幹線対策事業のうち
ヘルスツーリズム商品開発

100万円

新幹線開業に合わせてお土産品店や食事処のマップ、の
ぼり旗等を作成する。

食事処マップ等作成事業 300万円

商工費 観光費

新幹線開業対策事業 8,020万円

天草の郷土料理など様々な地域資源を旅行商品化すると
ともに、パンフレット及びガイドブックを作成する。

商工観光課

新幹線の開業に合わせた海道博の開催や牛深ハイヤ40
周年記念事業への補助などを行う。

商工費 観光費

商工費 物産振興費 商工観光課

商工観光課

ジオパーク環境整備事業 2,635万円

【　観光振興　】

﨑津漁港漁業集落環境整備事業 4,527万円

河浦（﨑津）地区において雨水対策や道路及び護岸の嵩
上げ等の漁業集落環境の整備を行う。

農林水産業費 漁業集落整備費 水産課
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新 ○

【　医療費の無料化を小学３年生まで拡大　】

新

○

【　大江地区、﨑津地区の世界遺産登録推進　】

新 新

○ ○

○

○ ○

３．快適な生活環境づくり

４．地域を担う人づくり

災害時要援護者避難対策事業

民生費 社会福祉総務費 社会福祉課

小学校１～３年生までの子どもが医療機関に受診した際
に支払う負担金の全額を助成する。

600万円

乳幼児医療費

衛生費 母子保健費 健康増進課

災害時要援護者を支援するため、避難所や危険地域など
を示したハザードマップを取込む。

子育て支援課

【　地域見守りネットワークの推進　】

子ども医療費

保険年金課

3,212万円

衛生費

総務費 地域振興費

（仮称）子ども未来センターを設置するために先進地の
状況を調査する。

360万円（仮称）子ども未来センター設置調査事業 50万円 乳幼児健診事業

【　子育て支援、相談の総合窓口「（仮称）子ども未来センター」の設置　】

5歳児を対象とした発達・発育に関する健康診査を実施
する。

﨑津地区街なみ環境整備事業

1,000万円

まちづくり協議会や地区振興会が行う地域づくりや生涯
学習などの活動に対して助成する。

地区振興会などが行う地域の課題解決や特色ある地域づ
くりなどの活動に対して助成する。

教育費 世界遺産登録推進費 文化課 教育費

4,638万円

施設の長寿命化を図るため、都市公園施設の診断を行
い、維持管理計画を作成する。

重要景観構成要素修景事業 244万円

文化的景観としての重要な構成要素である旧網元の家屋
修復を行う。

世界遺産登録推進費 文化課

公園建設費 都市計画課

地域振興課 総務費 地域振興費 地域振興課

総務費 交通安全対策費 防災交通課

【　まちづくり協議会・地区振興会活動の支援　】

桜町公園・浜田公園、港町公園における遊具などの公園
施設を整備する。

1,840万円
都市公園安全・安心対策緊急総合支援
事業

669万円 公園施設長寿命化計画策定事業 600万円防犯灯整備事業

民生費 児童育成費

﨑津地区における住環境の現況調査及び整備方針の策定
などを行う。

1,232万円

宝島づくりチャレンジ支援交付金事業

【　人にやさしいまちづくり　】

土木費

土木費

宝島づくりパートナーシップ推進交付金
事業

公園建設費 都市計画課

地域住民の生活安全を確保するため、防犯灯を整備す
る。（鋼管柱47基、電柱転架132基）

－15－



○ ○

○

新

新

○ ○

○

○

５．機能的な社会基盤づくり

小学校建設費

楠浦小学校改築事業 牛深小学校改築事業

【　学校規模適正化計画に基づく学校統廃合の推進　】

ふるさと体験事業

天草Ｗebの駅普及促進委託事業

5,859万円

土木費

164万円

【　熊本天草幹線道路の第二瀬戸大橋を含む本渡区間の早期着工　】
【　本渡港みなとまちづくり計画の策定　】

小学3・4年生の児童が天草市の伝統・文化・自然・歴
史等とふれあう体験活動を授業の中に取り入れる。

300万円

総務費

上津浦港、赤崎港、下田港における越波対策の基本設計
を行う。

情報政策課

214万円

電算情報処理費 情報政策課電算情報処理費

河川港湾課

天草地域情報通信基盤整備推進事業

道路整備課

天草Ｗebの駅の機能を活用した情報交流及び販路拡大等
の研修会を実施する。

光ケーブル貸付に伴うインターネット環境調査等を実施
する。

総務費

教育費 小学校教育振興費 教育指導課

教育費

1億3,671万円

小学校建設費

教育施設課

都市計画マスタープラン策定事業 608万円
住民の意見や地域の課題を整理し、都市の将来像や都市
整備の基本方針などを盛り込んだ計画の策定に取り組
む。

【　天草の宝を知るふるさと体験授業の実施　】

300万円港湾統合事業

枦宇土町大林橋の下部工が崩壊したため、橋の架け替え
工事を行う。（計画延長Ｌ＝15.0ｍ）

【　港湾・空港の機能充実　】

都市計画総務費 都市計画課

土木費 港湾建設費

【　光ケーブルや地域ＩＣＴの有効活用の推進　】

土木費 橋梁維持費

4,630万円

【　道路の整備促進　】

橋梁維持補修事業

耐震性の低い不適格校舎及び体育館の改築を行う。
校舎の改築に伴い特別教室棟の大規模改修及び外構の整
備を行う。

新和小学校における図書室の改修、トイレの増設などを
行う。

小学校建設費 教育施設課 教育費

2,252万円

教育費 教育施設課

小学校施設大規模改造事業
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○

○ 新

○

○ ○

６．環境と共生のまちづくり

衛生費 環境対策費 環境課

菜の花プロジェクトを推進するためバイオディーゼル燃
料の品質について分析調査を行う。

バイオマスタウン事業 50万円

【　環境にやさしい菜の花プロジェクトの推進　】

衛生費 塵芥処理費 環境課

不法投棄に関する実態調査及び回収作業を実施する。

総務費 支所及び出張所費 各支所

美しい天草を守るため、海岸漂着物の除去などについて
緊急的に対応する。

衛生費 塵芥処理費 環境課

衛生費

バイオマスタウン構想を推進するとともに、バイオマス
センター候補地の選定業務等を委託する。

衛生費 環境対策費 環境課

衛生費 環境対策費 環境課

バイオマスタウン事業 975万円

住宅用太陽光発電システムの設置費用の一部を助成す
る。

【　し尿・浄化槽汚泥などを資源化するバイオマスセンター建設の促進　】

住宅用太陽光発電システム設置費補助
金

3,300万円

新エネルギーとして期待される大規模太陽光発電施設
（メガソーラー）の整備の可能性について調査する。

【　大規模な太陽光発電施設の構想推進　】

【　景観形成の推進　】

天草クリーンアップ事業
（海岸漂着物対策）

1,400万円
天草クリーンアップ事業
（不法投棄対策）

7,040万円

大規模太陽光発電施設調査事業 46万円

環境対策費 環境課
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

緊急雇用創出交付金 1,642
□ 浄化槽等管理台帳整備事業の増

169,730 169,730

171,739 1,642 173,381

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 1,642
□

41,218 41,218

171,739 1,642 173,381

3,651

補正予算の内容

132,163130,521 1,642
熊本県緊急雇用創出基金事業活用
による浄化槽等管理台帳の早期整
備のため

款

補正されなかった款

歳入合計

平成２２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

4 県支出金 2,009 1,642

補正されなかった款

歳出合計

1
浄化槽市町村
整備推進事業
費
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（単位：円）

繰越額 繰　越　理　由

66,500,000

　いずれの携帯電話会社のサービスも受けられない河浦町
板之河内地区内に携帯電話の基地局を整備するものである
が、設計業務委託の結果、伝送路工事に不測の日数を要す
ることが判明したため、年度内の完了が困難となった。

65,469,000

　天草ケーブルネットワーク（株）の放送エリア拡大工事
に伴う国の補助事業であるが、内示額が決定された後、国
及び事業者との設計協議に不測の日数を要したため、年度
内の完了が困難となった。

14,700,000

　選挙期日が、平成２２年３月２８日となり、ポスター掲
示場の設置委託は、撤去完了をもって委託業務の完了とな
るが、選挙終了後、撤去完了には 低１週間を要するた
め、年度内完了が困難となった。

30,255,000

　県道拡張に伴う箱の水保育園の移転改築事業への補助金
であるが、移転用地について変更が生じ、着工が２月に遅
れ、工事期間に５ヶ月を要するため、年度内完了が困難と
なった。

12,000,000

　新型インフルエンザワクチン接種については、優先接種
対象者及び優先接種対象者以外の健康成人等を対象として
実施しているが、４月以降に請求・申請を行うもの及び４
月以降の接種を受けるものについても国補助対象となる見
込みであることから、予算を次年度へ繰越した上で対応す
る必要があるため。

400,000,000
　平成２１年１２月に国の事業採択を受けたが、設計委託
期間に４ヶ月、工事期間に６ヶ月要するため、年度内完了
が困難となった。

2,100,000

　大浦漁港海岸施設である堤防の老朽化に伴う国庫補助事
業であるが、水産庁との協議及び対策計画の策定補助金申
請等に不測の日数を要したため、年度内完了が困難となっ
た。

6,000,000

　橋梁上部工のための架設支保工について、橋梁架設箇所
が県管理の河川区域であるため、協議の結果、出水期間で
ある６月から９月末まで施工ができず、橋梁の完成後に施
工する仮設橋の撤去工事及び取付道路の工事の一部につい
て年度内完了が困難となった。

5,000,000

　切土高が約30ｍの法面保護工と隣接する擁壁工を計画し
ていたが、法面の一部にクラックが確認され、この対策工
法の検討に不測の日数を要し、法面保護工事の完了が２月
末となり、その後実施予定の擁壁工について年度内完了が
困難となった。

新型インフルエンザ対策事業

水産物荷さばき施設整備事業
（公共投資臨時交付金）

大浦漁港海岸保全施設整備事業

浄南小松原線道路改良交付金事
業

白木河内西高根線道路改良交付
金事業

平成２１年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

社会福祉施設整備補助金

地域情報通信基盤整備推進事業

事　　業　　名

携帯電話等エリア整備事業

市長及び市議会議員選挙費
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（単位：円）

繰越額 繰　越　理　由

平成２１年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

事　　業　　名

3,000,000

　本事業は、地域医療センタ－に通じる国道２６６号の交
差点改良に伴う交付金事業であるが、交付決定の時期が平
成２２年１月となり、計画している業務委託期間が４ヵ月
必要であるため、年度内完了が困難となった。

36,000,000

　地域活性化・経済危機対策臨時交付金により行っている
高浜中央線道路改良（高浜隧道）工事は、平成２１年４月
２８日にトンネル上部のコンクリ－トの一部が滑落したた
め、全面交通止を行っている。本トンネルは老朽化が著し
いため、調査や補修工法の選定及び設計に不測の日数を要
し、年度内完了が困難となった。

128,094,000

　天草キリシタン館の建設地が「城山地すべり防止区域」
であることから、工事の実施において梅雨期の安全対策や
輻輳する現場内の安全確保に配慮した工程調整を行ったこ
とにより、展示工事や外構・植栽工事等の年度内完了が困
難となった。

7,210,000

　下田温泉街入り口のゲート改修において、ゲートデザイ
ンや周辺整備の決定に関し、関係機関や地元住民等との協
議に不測の日数を要したため、年度内の完了が困難となっ
た。

3,020,000
　システムの高度化に対応した受信機及び自動起動機の製
造、納品に相当の時間を要することとなったため、年度内
での整備完了が困難となった。

81,555,000
　９月に入札を実施したが応札がなかったため、１月に再
度入札を行った結果、契約締結は出来たものの、年度内に
業務を完了することが困難となった。

779,792,000

　本渡北小他１２校の補強設計について、熊本県建築住宅
センター構造評価委員会が行う改修計画の評価が、県全体
の件数増大により遅延していることから、不測の日数を要
したため、年度内の完了が困難となった。

505,275,000
　平成２２年３月の実施設計業務完了後の工事着工となっ
たため、年度内の事業完了が困難となった。

809,509,000
　平成２２年３月の実施設計業務完了後の工事着工となっ
たため、年度内の事業完了が困難となった。

110,000,000
　平成２２年３月の実施設計業務完了後の工事着工となっ
たため、年度内の事業完了が困難となった。

29,236,000
　９月に入札を実施したが応札がなかったため、１月に再
度入札を行った結果、契約締結は出来たものの、年度内に
業務を完了することが困難となった。

中学校施設耐震補強事業

小学校施設耐震補強事業
（公共投資臨時交付金）

本渡中央北地区まちづくり交付
金事業

下田地区まちづくり交付金事業

全国瞬時警報システム整備事業

新本渡中学校建設事業

梨の木地蔵園線道路改良交付金
事業

市道改良事業
（経済危機対策臨時交付金）

小学校施設耐震補強事業

楠浦小学校改築事業
（公共投資臨時交付金）

牛深小学校改築事業
（公共投資臨時交付金）
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（単位：円）

繰越額 繰　越　理　由

平成２１年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

事　　業　　名

177,678,000

　牛深東中他２校の補強設計について、熊本県建築住宅セ
ンター構造評価委員会が行う改修計画の評価が、県全体の
件数増大により遅延していることから、不測の日数を要し
たため、年度内の完了が困難となった。

48,710,000
　建設予定地の確保に相当数の日数を要するため、年度内
に基本設計業務の完了が困難となった。

26,623,000

　地域活性化・生活対策臨時交付金事業として御所浦島開
発総合センターのバリアフリー化及び施設改修をするもの
であるが、１２月に交付決定なされたことから、年度中に
は設計委託までしか施行できなくなり、工事請負費及び工
事監理委託料については年度内の完了が困難となった。

15,345,000
　経済危機対策臨時交付金の事業であるため、各都道府県
の注文が集中し、移動図書館車が特殊な改造車であり業者
が限定されるため、年度内の納品が困難となった。

7,100,000

　体育館耐震診断業務について、契約を行ったが、構造計
算の技術者の確保が出来ておらず、年度内の完了が困難と
なった。また、市民会館耐震補強設計業務については９月
に入札を実施したが応札がなかったため、１月に再度入札
を行った結果、契約締結は出来たものの、年度内の完了が
困難となった。

23,428,000

　平成２１年１０月１日～１０月２日の豪雨により被災を
受けた土木施設の災害査定が１１月３０日から１２月４日
に実施され、査定後に工事発注を行ったものの適正工期が
確保できず、年度内の完了が困難となった。

16,000,000

20,000,000

120,000,000

22,000,000

9,680,000

20,000,000

80,000,000

205,000,000

52,655,000

農道整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

農業公園整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

林道整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

漁港整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

漁村センター整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

観光施設維持補修事業
（きめ細かな臨時交付金）

市道維持補修事業
（きめ細かな臨時交付金）

橋梁維持補修事業
（きめ細かな臨時交付金）

市道改良事業
（きめ細かな臨時交付金）

（仮称）五和中学校改築事業
（経済危機対策臨時交付金）

中学校施設耐震補強事業
（公共投資臨時交付金）

現年発生補助公共土木施設災害
復旧事業

　２月議会に提案した国の２次補正に伴う地域活性化・き
め細かな臨時交付金の事業であるため、年度内での業務完
了が困難となった。

移動図書館整備事業
（経済危機対策臨時交付金）

御所浦島開発総合センター改修
事業（公共投資臨時交付金）

天草市民センター耐震補強事業
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（単位：円）

繰越額 繰　越　理　由

平成２１年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

事　　業　　名

19,300,000

23,500,000

21,850,000

5,198,000

10,475,000

13,324,000

183,680,000

33,840,000
天草市民センター整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

都市公園整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

牛深総合センター整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

コミュニティセンター整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

公民館整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

小学校施設営繕事業
（きめ細かな臨時交付金）

排水路等整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

図書館整備事業
（きめ細かな臨時交付金）

 ２月議会に提案した国の２次補正に伴う地域活性化・きめ
細かな臨時交付金の事業であるため、年度内での業務完了
が困難となった。
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（単位：円）

繰越額 繰　越　理　由

96,900,000

　当初配水管布設予定であった箇所が、熊本県の経済対策
事業による県道天草牛深線緊急舗装改修工事の実施に伴
い、配水管布設が施工できなくなった。このため、布設
ルートの変更を余儀なくされ、ルート選定に不測の日数を
要し、年度内での事業完了が困難となった。

188,700,000

　浄水場建設にあたり詳細設計を実施したところ、処理施
設の追加が必要となり築造予定地が、砂防指定区域内にま
で及ぶこととなった。このため、施設配置等について関係
機関（県）との協議に不測の日数を要し、年度内での事業
完了が困難となった。

84,800,000

　楠甫浄水場施設改修にあたり、より効果的な処理方法や
規模を決定するため、設計業務を委託し、水質・水量調査
を実施した結果、天候不良等により調査に不測の日数を要
したため、年度内の適正な工期による工事を実施すること
ができなくなった。

（単位：円）

繰越額 繰　越　理　由

82,000,000
　本町・枦の原地区の実施設計において水利計算の見直し
に不測の日数を要し、年度内での事業完了が困難となっ
た。

179,780,000

　手野地区の管路布設替え工事においては、耐震型高性能
ポリエチレン管による工法の電気融着に時間を要するこ
と、又、浦越浄水場改修においては浄水場を稼動しながら
工事を施工することから、水処理に影響を及ぼさない工事
内容の再検討や既存設備の確認に時間を要し、年度内での
事業完了が困難となった。

平成２１年度　天草市水道事業会計予算繰越計算書に係る繰越理由書

事　　業　　名

本町・枦の原地区水道未普及地
域解消事業

管路布設替及び浄水場施設更新
事業

一町田簡易水道再編推進事業

有明町簡易水道整備事業

平成２１年度　簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

宮野河内簡易水道生活基盤近代
化事業

事　　業　　名
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