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平成２６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

財政調整基金繰入金 33,948

□財政調整基金繰入金 504,515

財源調整のため

50,066,576 50,066,576

51,844,630 33,948 51,878,578

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

8 消防費 1,956,723 33,948 1,990,671 災害対策費 33,948

□防災行政無線管理費

49,887,907 49,887,907

51,844,630 33,948 51,878,578

平成２６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

県委託金 62,048

□選挙費県委託金 504,515

衆議院議員選挙費

48,294,794 48,294,794

51,878,578 62,048 51,940,626

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

2 総務費 7,355,969 62,048 7,418,017 衆議院議員選挙費 62,048

□衆議院議員選挙費

44,522,609 44,522,609

51,878,578 62,048 51,940,626

歳入合計

款 補正予算の内容

衆議院議員総選挙執行経費

補正されなかった款

歳出合計

15 県支出金 3,583,784 62,048 3,645,832

補正されなかった款

33,94818 繰入金 1,812,002

款 補正予算の内容

款 補正予算の内容

補正されなかった款

歳出合計

9月4日の落雷により、河浦地区の防災放送設備が使用不能
となったことによる改修工事

補正予算の内容

補正されなかった款

歳入合計

款

1,778,054
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平成２６年度　一般会計補正予算（第７号）の概要

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

財政調整基金繰入金 41,155

□財政調整基金繰入金 504,515

財源調整のため

50,128,624 50,128,624

51,940,626 41,155 51,981,781

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

8 消防費 1,990,671 41,155 2,031,826 災害対策費 41,155

□防災行政無線管理費

49,949,955 49,949,955

51,940,626 41,155 51,981,781

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

民生費国庫負担金 11,479
□国民健康保険基盤安定費 9,033

国民健康保険基盤安定費決定のため

□児童入所施設措置費 2,446

施設入所措置費の増のため

総務費国庫補助金 981
□社会保障・税番号制度システム整備費

共同システム整備に伴う負担金額決定のため

衛生費国庫補助金 △ 6,000
□共聴施設整備事業費

事業費減のため

民生費県負担金 11,112
□国民健康保険基盤安定費 18,893

国民健康保険基盤安定費決定のため

□後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 9,004

後期高齢者医療制度基盤安定費決定のため

□児童入所施設措置費 1,223

施設入所処置費の増のため

農林水産業費県補助金 10,626
□青年就農給付金（経営開始型）事業費 8,250

対象者増のため

□農地台帳システム整備事業費 2,376

事業追加のため

歳出合計

繰入金 1,853,157

五和地区の防災行政無線が、経年劣化により消防本部から
の自動放送設備が使用不能になったことによる改修工事

款 補正予算の内容

補正されなかった款

5,897,211 6,460 5,903,671

補正予算の内容

補正されなかった款

歳入合計

款

1,812,002 41,15518

15 県支出金 3,645,832 21,738 3,667,570

平成２６年度　一般会計補正予算（第８号）の概要

款 補正予算の内容

14 国庫支出金
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（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

不動産売払収入 4,785
□土地建物売払収入 1,135

県道牛深天草線工事に伴う市有地売払収入

□立木売払収入 3,650

動鳴山団地分収林（有明地区）の処分による収益分収金

交通安全対策費寄附金 100
□交通安全施設整備寄附金

警察官友の会様からの寄附金

社会福祉費寄附金 66
□福祉基金寄附金

市内在住2名様からの寄附金

教育費寄附金 1,000
□図書購入費寄附金

錦戸企業グループ様からの寄附金

財政調整基金繰入金 △ 700,341
□財政調整基金繰入金 -1,352,839

財源調整のため

繰越金 2,986,635
□繰越金 2,376,299

前年度繰越金確定のため

雑入 24,301
□

2,195

国道324号線道工事に伴う防犯灯移設補償費 232

□

平成25年度事業精算に伴う超過負担金 21,637

□長寿社会づくりソフト事業費交付金 237

事業採択のため

総務債 12,100
□天草エアライン航空機更新事業債 12,100

航空機更新補助金の増のため

35,423,482 35,423,482

51,981,781 2,356,844 54,338,625

県道牛深天草線工事に伴うフェンス等移設補償費

後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金（過年度）

4,402,100 12,100 4,414,200

款

18 繰入金 1,853,157

2,986,635

補正予算の内容

4,785

歳入合計

補正されなかった款

8,852 1,16617

19

市債21

繰越金

寄附金 10,018

2,986,6361

△ 700,341 1,152,816

16 財産収入 114,889

道路改良に伴う補償費
20 諸収入 641,042 24,301 665,343

110,104
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

1,059

議会費 526
□議員報酬 5

議員報酬に関する条例の改正による増

□議会費事務経費 521
会派室設置に伴う備品購入費

32,659

交通安全対策費 332
□交通安全施設整備事業 100

寄附金による啓発用品購入費

□防犯灯整備事業 232
五和地区国道拡張工事に伴う防犯灯移設工事費

財産管理費 2,215
□市有財産施設整備事業 2,215

施設解体工事に係る設計委託料の増

財政管理費 1,620
□ふるさと寄附金推進事業 1,620

寄附金の管理システム整備事業費の増

基金管理費 2,193,386
□財政調整基金積立金 1,493,320

地方財政法第7条の規定に基づく財政調整基金への積立て

□産業振興チャレンジ基金積立金 700,000
基金創設による積立て

□福祉基金積立金 66
寄附による積立て

地域振興費 20,707
□天草エアライン航空機更新事業 12,707

円安による補助金の増

□天長フェリー運航対策事業 8,000
中田～諸浦間の運航会社に対する補助金

電算情報処理費 981
□社会保障・税番号制度システム導入事業 981

共同システム整備に係る負担金額決定のため

徴税費 6,500
□徴収費事務経費 6,500

市税還付金及び還付加算金見込み額の増

44,562

社会福祉総務費 △ 16,455
□国民健康保険特別会計繰出金 △ 16,571

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

□社会福祉総務事務経費 116
平成25年度国庫支出金の確定に伴う返還金

高齢者支援費 △ 86,931
□介護保険特別会計繰出金

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

後期高齢者医療費 △ 36,733
□後期高齢者医療広域連合負担金 △ 17,017

□後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 19,716
平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

平成26年度後期高齢者医療広域連合負担金
決定に伴う減

補正予算の内容

17,062,090

1,585 297,730

2,258,400 9,676,417

款

2 総務費 7,418,017

1 議会費 296,145

3 民生費 17,094,608 △ 32,518
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予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

児童福祉総務費 323
□児童福祉総務費事務経費 323

平成25年度国・県支出金の確定に伴う返還金

ひとり親福祉費 4,892
□児童入所施設措置費 4,892

入所措置世帯の増に伴う補正

児童育成費 1,237
□子ども医療費助成事業 1,237

受給者証カード化に伴う経費の増

生活保護総務費 56,587
□生活保護総務費事務経費 61,086

平成25年度国庫支出金の確定に伴う返還金

19,845

保健衛生費 14,614
□保健センター費

東保健センター駐車場舗装改修事業の増

環境対策費 △ 7,143
□テレビ共同受信施設改修事業 1,857

大規模な施設更新、改修に対する補助制度の創設による増

□共聴施設整備事業 △ 9,000
予定事業の完了に伴う減

塵芥処理費 11,069
□牛深クリーンセンター施設整備事業 7,506
□御所浦クリーンセンター施設整備事業 3,563

施設維持のための設備改修事業費の増

し尿処理費 1,568
□本渡衛生センター施設整備事業

施設維持のための設備改修事業費の増

浄化槽市町村整備推進費 △ 2,414
□浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

斎場費 △ 4,011
□斎場事業特別会計繰出金

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

水道費 △ 26,821
□上水道事業会計補助金 568

児童手当対象者の増に伴う補助金の増

□簡易水道事業会計繰出金 △ 27,389
平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

病院費 △ 42,953
□病院事業会計繰出金 237

長寿社会づくりソフト事業費交付金分の増

□国民健康保険診療施設特別会計繰出金 △ 43,190
平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

32,480

農業委員会費 2,376
□農業委員会事務経費 2,376

農地法改正に伴う農地台帳システム改修費の増

農業振興費 9,592
□農業施設機械整備事業 1,342

農作業受託組合の機械整備に係る補助金の増

□青年就農給付金（経営開始型）事業 8,250
新規申請者が見込みを上回ったことに伴う増

農業施設管理費 2,242
□排水機場等維持管理

排水機場ポンプ修繕費等の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

64,4135 農林水産業費 3,201,180 3,265,593

6,121,223△ 36,2466,157,4694 衛生費
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予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

農業集落整備費 △ 989
□農業集落排水事業特別会計繰出金

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

水産業総務費 1,262
□熊本県漁港漁場協会負担金 2,040

今年度事業の増に伴う負担金の増

水産業振興費 273
□漁業近代化資金利子補給補助金 2,040

新規申請に伴う利子補給補助金の増

漁港管理費 10,600
□漁港維持補修事業 2,040

市管理漁港施設の補修事業費の増

漁港建設費 3,600
□単独漁港整備事業 2,040

市管理漁港施設の整備事業費の増

水産研究センター費 8,000
□水産研究センター施設管理費 2,040

指導船の故障による修繕費の増

漁業集落整備費 △ 5,023
□漁業集落排水事業特別会計繰出金 △ 7,556

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

△ 12,261

商工費 60,408
□天草市住宅リフォーム助成事業 2,040

9,825

河川管理費 7,600
□排水路等整備事業

排水路整備事業費の増

河川改良費 5,100
□単独河川整備事業 2,040

河川改良事業費の増

下水道費 △ 13,926
□公共下水道事業特別会計繰出金 △ 9,342

平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

□ △ 4,584
平成25年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

住宅管理費 2,800
□市営住宅管理経費 2,040

駐車場用地購入費の増

2,289

△ 17,260

小学校教育振興費 16,770
□小学校教育環境整備事業

駐車場用地購入費の増

小学校建設費 15,880
□小学校施設営繕事業

小学校施設の特別支援教室整備、老朽箇所等改修事業費の増

中学校教育振興費 1,011
□中学校教育環境整備事業

用地購入費、補償費の増

中学校建設費 3,500
□中学校施設営繕事業

中学校施設の老朽箇所等改修事業費の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の減

8 消防費 2,031,826 2,289

9 教育費 3,995,760 39,375

7 土木費 2,918,712

6

4,035,135

1,060,297商工費 48,147 1,108,444

2,034,115

2,930,111

申請見込み件数の増に伴う補助金の増

11,399

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増

給与改定、人事異動等に伴う職員
給与費の増
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予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

幼稚園費 444
□幼稚園就園奨励費補助金 2,040

途中入園者等の増による補助金の増

図書館費 1,000
□図書館費事務経費 2,040

錦戸企業グループ様からの寄附金による図書購入費

世界遺産登録推進費 6,113
□世界遺産登録推進事業 2,040

集落内の電線等の景観整備検討に係る調査委託料の増

体育施設費 11,917
□体育施設整備事業 1,000

グラウンド改修事業費の増

7,807,767 7,807,767

51,981,781 2,356,844 54,338,625歳出合計

補正されなかった款
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１．歳　　入

予算現額 補正額 補正後の額

2,135,910 △ 113,600 2,022,310 国民健康保険税 △ 113,600

□

軽減拡充等に伴う調定額の減 △ 113,600

4,260,956 △ 46,362 4,214,594 国庫負担金 △ 50,200

□

交付金・拠出金の補正による減 △ 50,200

国庫補助金 3,838

□

直営診療施設整備による増 3,838

813,335 △ 2,200 811,135 県補助金 △ 2,200

□

交付金・拠出金の補正による減 △ 2,200

851,000 15,420 866,420 療養給付費交付金 15,420

□ 療養給付費交付金

退職者分交付金の増により 15,420

3,114,000 △ 157,360 2,956,640 前期高齢者交付金 △ 157,360

□ 前期高齢者支援金

26年度額の確定により △ 157,360

決定額　2,956,640－当初額　3,114,000　＝　

1,428,001 △ 16,571 1,411,430 繰入金 △ 16,571

□ 一般会計繰入金

繰入金額の変更のため

　　　保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 19,169

　　　保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 18,068

　　　職員給与費等繰入金　　　　　　　　　　　　　 △ 16,238

　　　（内訳H25分△12,170、H26分△4,068）

　　　出産育児一時金等繰入金　 △ 9,840

　　　財政安定化支援事業繰入金 △ 11,968

△ 15,762

50,001 567,108 617,109 繰越金 567,108

□その他繰越金 567,108

1,934,568 1,934,568

14,587,771 246,435 14,834,206

特別調整交付金

　　　その他繰入金
　  　（保健センター運営費・保健事業）

6

9 繰入金

10 繰越金

　　決算剰余金617,108－当初計上額50,000

補正されなかった款

平成２６年度　国民健康保険特別会計補正予算（第２号）　の概要

（単位：千円）

款

3 国庫支出金

歳 入 合 計

都道府県財政調整交付金

補正予算の内容

前期高齢者交
付金

療養給付費等負担金

1
国民健康保険
税 国民健康保険税

4 県支出金

5
療養給付費交
付金
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２．歳　　出

予算現額 補正額 補正後の額

149,713 △ 3,744 145,969 総務管理費 △ 3,744

□

人事異動等に伴う職員給与費等の減 △ 3,744

1,571,150 △ 73,904 1,497,246 後期高齢者支援金 △ 73,904

□

支援金額決定のため △ 73,865

決定額1,497,135－当初額1,571,000　

□

拠出金額決定のため △ 39

決定額111－当初額150　　

2,450 △ 1,309 1,141 前期高齢者納付金等 △ 1,309

□

納付金額決定のため △ 1,270

決定額1,030－当初額2,300　

□

拠出金額決定のため △ 39

決定額111－当初額150　　

814,000 △ 108,809 705,191 介護納付金 △ 108,809

□

納付金額決定のため △ 108,809

決定額705,191－当初額814,000　

135,546 392 135,938 特別総合保健事業費 392

□保険福祉総合施設管理費

700 250,000 250,700 基金積立金 250,000

□

繰越金から積立

15,922 155,580 171,502 償還金及び還付加算金 151,742

□

（国）国保療養給付費 150,024

（国）高齢者医療制度円滑運営事業補助金 528

（国）特定健診負担金 595

（県）特定健診負担金 595

他会計繰出金 3,838

□直営診療施設勘定繰出金

御所浦・御所浦北診療所整備による繰出金 3,838

12 予備費 50,000 28,229 78,229 □予備費 28,229

財源調整のため

11,848,290 11,848,290

14,587,771 246,435 14,834,206歳 出 合 計

人事異動等に伴う職員給与費の増

一般管理費

4
前期高齢者納
付金等 前期高齢者納付金

（単位：千円）

款

1 総務費

補正されなかった款

11 諸支出金
国県支出金等償還金

前期高齢者関係事務費拠出金

6 介護納付金
介護納付金

8 保健事業費

補正予算の内容

9 基金積立金
財政調整基金積立金

3
後期高齢者支
援金等 後期高齢者支援金

後期高齢者関係事務費拠出金
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

7 繰入金 1,809,014 △ 86,931 1,722,083 △ 86,931
□ 介護給付費繰入金 △ 75,005

　前年度受け入れ超過分の返納

□ 地域支援事業繰入金（介護予防事業） △ 3,392

　前年度受け入れ超過分の返納

□ 3

事業・任意事業）

　前年度受け入れ不足分の受け入れ

□ その他一般会計繰入金

職員給与費等繰入金 △ 4,111

　前年度受け入れ超過分の返納

事務費繰入金 △ 4,426

　前年度受け入れ超過分の返納

8 繰越金 繰越金 298,535
□ 繰越金

　

9,014,401 9,014,401

10,843,317 211,604 11,054,921

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

1 総務費 276,790 1,774 278,564 総務管理費 1,774
□ 一般管理費 1,774

6 基金積立金 750 169,114 169,864 169,114
□ 財政調整基金積立金 169,114

8 諸支出金 21,402 40,716 62,118 償還金及び還付加算金 40,716
□ 国庫支出金等償還金

40,716

10,544,375 10,544,375
10,843,317 211,604 11,054,921歳出合計

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

基金積立金

補正されなかった款

　平成25年度介護給付費等返還金

人事異動等に伴う職員給与費の増

平成２６年度　介護保険特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

一般会計繰入金

19,902 298,535 318,437

地域支援事業繰入金（包括的支援

　前年度繰越金確定のため
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 19,716

□保険基盤安定繰入金

保険基盤安定負担金の確定による減 △ 12,004

□事務費繰入金

前年度決算額の確定による減 △ 7,316

人事異動に伴う職員給与等減額 △ 396

7,316

□繰越金

前年度繰越金確定のため 6,886

△ 502

□長寿・健康増進事業費補助金

事業費の減額による減 6,886

666,137 666,137

1,193,730 △ 12,902 1,180,828

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 396

□人事異動に伴う職員給与費の減

後期高齢者医療広域連合納付金 △ 12,004

□

保険基盤安定負担金の減 △ 12,004

△ 502

□長寿・健康増進事業

嘱託員報酬等に係る事業費の減額

2,000 2,000

1,193,730 △ 12,902 1,180,828

32,964 △ 502 32,462

健康増進事業費

6 諸収入 42,099 △ 502 41,597
雑入

1,100,039

補正されなかった款

歳出合計

款

2
後期高齢者医
療広域連合納
付金

1,112,043 △ 12,004

3 保健事業費

一般管理費
1 総務費 46,723 △ 396 46,327

平成２６年度　後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）　の概要

款 補正予算の内容

465,777
一般会計繰入金

4 繰入金 485,493 △ 19,716

後期高齢者医療広域連合納付金

7,317
繰越金

補正されなかった款

7,316

歳入合計

5 繰越金 1

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

△ 9,342
□ 3,279

□ △ 12,621

12,621
□

814,995 814,995
1,248,415 3,279 1,251,694

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

3,279

□

509,945 509,945
1,248,415 3,279 1,251,694

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 4,584
□ △ 682

□ △ 3,902

繰越金 3,902
□

218,665 218,665
445,180 △ 682 444,498

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

下水道総務費 △ 682
□

156,545 156,545
445,180 △ 682 444,498

補正されなかった款

歳入合計

5

△ 4,584 221,930

繰越金

平成２６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

12,622
繰越金

1 12,621

4 繰入金 433,419 △ 9,342 424,077
一般会計繰入金

補正されなかった款

歳出合計

款 補正予算の内容

1 公共下水道費 738,470 3,279

3,902

人事異動等に伴う職員給与費の減

3,903

288,635

741,749
下水道総務費

平成２６年度　特定環境保全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

歳出合計

補正されなかった款

歳入合計

1

款

補正されなかった款

特定環境保全公
共下水道事業費

△ 682

5 1繰越金

287,953

補正予算の内容

4 繰入金 226,514

人事異動等に伴う職員給与費の増

人事異動等に伴う職員給与費の増

前年度実績確定による減

人事異動等に伴う職員給与費の減

前年度実績確定による減

前年度繰越金確定のため

前年度繰越金確定のため
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 989
□ 147

□ △ 1,136

繰越金 1,136
□ 前年度繰越金確定のため

14,794 14,794
57,724 147 57,871

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

農業集落排水総務費 147
□

27,865 27,865
57,724 147 57,871

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 5,023
□ △ 1,541

□ △ 3,482

繰越金 3,482
□

156,342 156,342
446,577 △ 1,541 445,036

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

漁業集落排水総務費 △ 1,541
□

219,104 219,104
446,577 △ 1,541 445,036

平成２６年度　農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）　の概要

前年度実績確定による減

4 繰越金 1 1,136 1,137

款 補正予算の内容

3 繰入金 42,929 △ 989 41,940
人事異動等に伴う職員給与費の増

補正されなかった款

歳出合計

平成２６ 年度　漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）　の概要

款 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

1
農業集落排水事
業費

29,859 147 30,006
人事異動等に伴う職員給与費の増

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

人事異動等に伴う職員給与費の減

前年度実績確定による減

7 繰越金 1 3,482 3,483
前年度繰越金確定のため

6 繰入金 290,234 △ 5,023 285,211

人事異動等に伴う職員給与費の減

補正されなかった款

歳出合計

1
漁業集落排水事
業費

227,473 △ 1,541 225,932
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 2,414
□ △ 134

□ △ 2,280

繰越金 2,280
□ 前年度繰越金確定のため

64,449 64,449
152,053 △ 134 151,919

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総務費 △ 134
□

38,019 38,019
152,053 △ 134 151,919

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 27,389

□

4 繰越金 1 9,503 9,504 繰越金 9,503

□ 前年度繰越金確定のため

563,375 563,375

1,327,154 △ 17,886 1,309,268

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 17,886

□ △ 25,200

□ 3,878

□ 3,436

764,961 764,961

1,327,154 △ 17,886 1,309,268

1 2,280 2,281

6 繰入金 87,603 △ 2,414 85,189

平成２６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

補正されなかった款

歳出合計

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

1
浄化槽市町村整
備推進事業費

114,034 △ 134 113,900
人事異動等に伴う職員給与費の減

人事異動等に伴う職員給与費の減

前年度実績確定による減

7 繰越金

平成２６年度　簡易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

3 繰入金 763,778 △ 27,389 736,389
一般会計繰入金

繰越金の確定等に伴う一般会計繰入金の減

地方公営企業法適用移行経費の増

補正されなかった款

歳出合計

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

1 簡易水道事業費 562,193 △ 17,886 544,307
一般管理費

人事異動等に伴う職員給与費の減

上天草・宇城水道企業団負担金の増
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

繰入金 △ 39,352

□ 一般会計繰入金 △ 43,190

前年度繰越金確定に伴う減額

□ 国民健康保険特別会計繰入金 3,838

前年度システム整備事業に係る調整交付金分の増

繰越金 27,737

□ 繰越金 34,988

前年度繰越金確定のため

108,715 108,715

191,614 △ 11,615 179,999  

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 19,015

□ 人事異動等に伴う職員給与費の減

34,160 34,160

191,614 △ 11,615 179,999

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

4 繰越金 1 10,409 10,410 繰越金 10,409

□ 繰越金 7,620

前年度繰越金確定のため

46,376 46,376

46,377 10,409 56,786

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

1 総務管理費 34,877 2,093 36,970 一般管理費 2,093

□ 人事異動等に伴う職員給与費の増 365

□
1,728

2 歯科医業費 11,100 476 11,576 歯科医業費 476

□ 歯科医療器具類購入費の増 476

3 予備費 400 7,840 8,240

0 0

46,377 10,409 56,786

医療用事務システム更新に係る備品購
入費の増

補正されなかった款

歳出合計

平成２６年度　歯科診療所特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

補正されなかった款

歳入合計

款

総務管理費1

5 予備費

156,854 △ 19,015

600 7,400

43,546

27,737 27,738

8,000

137,839

補正予算の内容

6

繰入金

繰越金

82,898

1

△ 39,352

補正されなかった款

歳出合計

平成２６年度　国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号）の概要

款 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

5
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 4,011

□ 前年度繰越金確定のため △ 4,011

繰越金 4,011

□ 前年度繰越金確定のため

4,097 4,097

117,319 0 117,319

4 1 4,011

補正されなかった款

歳入合計

平成２６年度　斎場事業特別会計補正予算（第２号）　の概要

款 補正予算の内容

109,210

4,012

3 繰入金 113,221 △ 4,011

繰越金
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繰越明許費に係る繰越理由書

【一般会計補正予算（８号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

1
牛深支所給排水衛生施
設更新事業

78,080
牛深支所給排水管更新
トイレ及び給湯室

78,080

　当初工事を予定した箇所以外の４階部分
及び屋内消火栓の老朽化が分かり、その部
分の設計に不測の日数を要したため、年度
内の事業完了が困難となった。

平成27年6月

2
天草東保健福祉セン
ター駐車場整備事業

14,614

天草東保健福祉セン
ター駐車場舗装工事

表層工　A=2,700㎡

区画線工　L=250ｍ

14,614

　舗装面の劣化により利用に支障をきたし
ているため、12月補正予算にて予算計上を
行うものであるが、適正工期の確保が難し
く、年度内の工事完了が困難であるため。

平成27年8月

3
クリーンセンター施設
整備事業

11,069

牛深クリーンセンター
粗大ごみ処理設備補修
工事

御所浦クリーンセン
ターダスト搬出コンベ
ア補修工事

11,069

　主要設備に異常が生じ、施設の稼働に支
障を来しているため12月補正予算にて補修
工事費を予算計上するものであるが、補修
材料が納期に約３カ月を要する受注生産品
となり、年度内の事業完了が困難であるた
め。

平成27年5月

4
汚泥再生処理センター
整備事業

300,000
汚泥再生処理施設建設
工事 300,000

　処理方式の変更を行ったことにより、９
月に入札説明書の再公表を行ったことから
年度内の工事完了が困難となった。

平成28年3月

5
今田地区普通林道開設
事業

30,000
林道今田線開設工事

L=320m
28,786

　事業の全体計画年度を平成13年度から27
年度としていたが、路線ルート見直し等に
より平成29年度まで延長予定となり、当該
計画変更に係る国・県との協議に日数を要
したため、年度内の事業完了が困難となっ
た。

平成27年9月

6
水産資源回復・基盤整
備事業

49,363

藻場造成等資源回復工
事

牛深・天草地区

19,000
　関係漁業協同組合との調整に不測の日数
を要したため、工事発注が遅れ年度内の事
業完了が困難となった。

平成27年6月

7 漁港維持補修事業 10,600
船津漁港用地舗装

志柿漁港用地舗装等
10,600

　未舗装用地に水たまり等が多く発生し利
用に支障をきたしているため、12月補正予
算にて予算計上を行うものであるが、適正
工期の確保が難しく、年度内の工事完了が
困難であるため。

平成27年6月

8 漁村再生交付金事業 189,053

深海漁港
浮体式係船岸　L=45m

横浦漁港
漁業集落道　L=240m

62,600

　浮体式係船岸の製作については、主要製
作メーカーへの発注が集中し、製品の年度
内納入が困難なため、年度内の事業完了が
困難となった。

　平成26年度事業については、側溝布設、
舗装工事等を護岸及び埋立完了後に実施す
ることとしていたが、護岸及び埋立の完了
が年度末となるため、年度内の事業完了が
困難となった。

平成27年7月
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【一般会計補正予算（８号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

9 単独漁港整備事業 24,168

長浦漁港船隠集落道整
備工事
L=50ｍ

砂月漁港海岸施設改良
工事
L=50ｍ

10,600

　

　工事発注が集中し、資材及び人員等の確
保が困難であるため、年度内の事業完了が
困難となったため。

平成27年6月

10
水産研究センター指導
船改修事業

8,000
エンジンの交換及び
船体の艤装

8,000

　指導船しおはやが故障し、エンジン及び
駆動方式を更新するものであるが、エンジ
ンの交換設置及び船体の艤装については期
間を要し、年度内の事業完了が困難である
ため。

平成27年5月

11 市道維持補修事業 156,300 本渡枦宇土線外1件 14,000

　工事施工にあたり、発注の平準化、関係
資材の入手及び作業員の確保が困難な状況
が予想され、年度内の工事完成が困難と
なった。

平成27年7月

12 市道改良（単独）事業 398,654 四百田線外15件 64,000

　工事施工にあたり、発注の平準化、関係
資材の入手及び作業員の確保が困難な状況
が予想され、年度内の工事完成が困難と
なった。

平成27年7月

13
道路改良（交付金）事
業

156,029

奈久葉峠線（3号トンネ
ル）補強工事

太田町3号線拡幅に伴う
家屋移転補償　L=72.4m

106,221

　奈久葉峠線は、詳細調査によりコンク
リート覆工の厚さが不足していることが判
明し、県との対策工法の協議に不測の日数
を要したことにより年度内の完了が困難と
なった。

　太田町3号線は、拡幅に伴う家屋移転補
償であるが、対象物件に賃貸入居する店舗
の移転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。

平成27年9月

14 橋梁維持補修事業 85,000

瀬戸歩道橋巻き上げワ
イヤーロープ定期交換

昇降式トラス橋
L=124.8m　W=2.9ｍ

11,000

　定期交換工事期間を通学に支障にならな
いよう要望があったため、春休み期間を利
用し、工事を行うことで年度内の完了が困
難となった。

平成27年4月

15 排水路整備事業 42,001

貝津川排水路整備工事
外6件

12,100

　梅雨時期までに整備を行う必要があるた
め、12月補正予算にて予算計上を行うもの
であるが、適正工期の確保が難しく、年度
内の工事完了が困難であるため。

平成27年5月

16 単独河川整備事業 5,100
赤崎西迫川河川改良工
事
L=35.0m

5,100

　梅雨時期までに整備を行う必要があるた
め、12月補正予算にて予算計上を行うもの
であるが、適正工期の確保が難しく、年度
内の工事完了が困難であるため。

平成27年6月

17
熊本天草幹線道路連絡
街路整備事業

100,000

道路設計　L=600ｍ
橋梁設計　N=2橋
用地測量　N=32筆
建物調査　N=5棟

95,000

　都市計画事業の実施に必要な事業認可に
おける事務手続きが変更され、熊本県との
協議に不測の日数を要したことから年度内
の完了が困難となった。

平成27年10月
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【一般会計補正予算（８号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

18 消防格納庫整備事業 53,025
消防格納庫新築
（牛深・倉岳・天草・
河浦地区）４棟

29,846
　工事施工にあたり、関係資材の入手及び
作業員の確保が困難な状況が予想され、年
度内の工事完成が困難であるため。

平成27年4月

19 防火水槽整備事業 45,800
防火水槽新設（本渡・
牛深・有明・栖本・天
草・河浦地区）６基

19,691
　防火水槽設置箇所の地権者との協議に時
間を要し、発注が遅くなり、年度内の工事
完成が困難であるため。

平成27年4月

20 小学校施設営繕事業 4,100 給食用昇降機改修工事 4,100

　給食用昇降機の老朽化に伴い、長期休暇
期間中に改修工事を行う必要があるが、昇
降機の製作発注後、納入まで約50日を要
し、その後設置工事に入るため、年度内の
工事完了が見込めないため。

平成27年4月

21 世界遺産登録推進事業 6,113
﨑津地区電線等地中化
調査委託

6,113

　世界遺産登録に向けた景観整備の推進の
ため12月補正予算にて予算計上を行うもの
であるが、適正な履行期間の確保が難し
く、年度内の事業完了が困難であるため。

平成27年10月

22
﨑津地区街なみ環境整
備事業

25,600
﨑津地区公衆トイレ整
備工事

20,000

　﨑津地区の公共事業については、デザイ
ン等の景観配慮について「天草市文化的景
観整備委員会」において審査することと
なっており、設計の審査に日数を要したた
め、年度内の事業完了が困難となった。

平成27年6月

23 体育施設整備事業 10,822
牛深グラウンド擁壁改
修工事
L=99.4ｍ

10,822

　牛深グラウンド外壁の劣化により利用に
支障をきたしているため、12月補正予算に
て予算計上を行うものであるが、適正工期
の確保が難しく、年度内の工事完了が困難
であるため。

平成27年6月

24
現年発生農地・農業用
施設災害復旧事業

240,100
農地　25件
施設　25件

140,000

　工事施工にあたり、発注の平準化、関係
資材の入手及び作業員の確保が困難な状況
が予想され、年度内の工事完成が困難と
なった。

平成27年6月

25
現年発生県単独治山施
設

25,750
単県治山事業
天草市本渡町外7箇所

21,450
　県単独補助事業の補助金の決定が12月の
予定であり、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成27年7月

26
現年発生補助公共土木
施設

364,800
道路　17件
河川　22件

96,000

　工事施工にあたり、発注の平準化、関係
資材の入手及び作業員の確保が困難な状況
が予想され、年度内の工事完成が困難と
なった。

平成27年6月

27
現年発生単独公共土木
施設

50,000
道路　　　　 30件
河川　　　　 17件
法定外公共物　8件

37,000

　工事施工にあたり、発注の平準化、関係
資材の入手及び作業員の確保が困難な状況
が予想され、年度内の工事完成が困難と
なった。

平成27年5月
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繰越明許費に係る繰越理由書

【公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

1 本渡地区浸水対策事業 40,000

小松原雨水幹線築造工
事
用地購入費

37,500
　小松原雨水幹線築造工事の用地購入に不
測の日数を要したため、年度内の完成が困
難となった。

平成27年9月

2
本渡公共下水道更新事
業

163,300
本渡浄化センター吸音
材改修工事

20,000

　平成27年度に発注を予定していた浄化セ
ンター内部壁面の吸音材改修工事で、劣化
が著しく管理に支障をきたしている箇所を
平成26年度事業として一部を発注すること
としたが、別工事箇所と重複する部分があ
り、工程上年度内の完成が困難となった。

平成27年5月

【特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

1
高浜地区未普及解消事
業

180,823 高浜地区管渠布設工事 31,500
　高浜地区管渠布設工事の一部が入札不調
となり、設計価格の見直しに日数を要する
ため、年度内の工事完成が困難となった。

平成27年9月

【漁業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業費 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

1
本郷地区漁業集落環境
整備事業

81,340
本郷地区漁業集落排水
処理施設建築土木更新
工事

15,000

　改修工事設計の見積徴収を進める中で、
既存機器の一部の製造中止が判明し、処理
能力に応じた再検討を含む設計の見直しが
必要となり、年度内での工事完了が困難と
なった。

平成27年10月
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