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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 69,490

□国民健康保険基盤安定費 68,828

国民健康保険基盤安定費決定による増

□児童入所施設措置費 662

施設入所措置世帯数の増

災害復旧費国庫負担金 121,954

□漁港施設災害復旧事業費 9,898

台風15号により被災した島子漁港の災害復旧に係る負担金

□公共土木施設災害復旧事業費 112,056

衛生費国庫補助金 947

□養育医療費 947

対象医療費の増に伴う補助金の増

消防費国庫補助金 △ 5,822

□周波数有効利用促進事業費 △ 5,822

国庫補助対象経費の確定による減

教育費国庫補助金 8,266

□学校施設環境改善交付金 8,266

新和小体育館の大規模改造実施による補助金の増

民生費県負担金 49,164

□国民健康保険基盤安定費 53,527

国民健康保険基盤安定費決定による増

□後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 4,694

後期高齢者医療制度基盤安定費決定による減

□児童入所施設措置費 331

施設入所措置世帯数の増

総務費県補助金 737

□選挙管理委員会費県補助金 737

衛生費県補助金 850

□予防接種事故対策事業費 376

介護加算の増額等に伴う補助金の増

□養育医療費 474

対象医療費の増に伴う補助金の増

農林水産業費県補助金 16,107

□農地集積協力金交付事業費 13,668

農地の集積面積等の増に伴う補助金の増

□台風被害園芸・果樹復旧対策事業費 2,439

被災した園芸農家の経営再建に係る補助金

総務費寄附金 120

□交通安全施設整備寄附金 120

警察官友の会様からの寄附金

消防費寄附金 58

□災害対策費寄附金 58

平成２７年度　一般会計補正予算（第６号）の概要

3,955,979

51,273

3,889,12115 県支出金

14

熊本県法人会連合会青年部会連絡協議会様からの
寄附金

51,095 17817 寄附金

補正予算の内容

6,331,832

66,858

台風15号及び豪雨により被災した道路等の災害復旧
に係る負担金の増

選挙年齢の引き下げに伴う選挙システムの改修
に係る補助金

款

6,136,997国庫支出金 194,835
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予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

財政調整基金繰入金 △ 907,300

□財政調整基金繰入金 △ 907,300

財源調整のため

産業振興チャレンジ基金繰入金 85,000

□産業振興チャレンジ基金繰入金 85,000

申請見込み件数の増

繰越金 1,528,301

□繰越金 1,528,301

前年度繰越金確定のため

雑入 39,630

□

39,396

□長寿社会づくりソフト事業費交付金 234

事業採択のため

総務債 33,700

□天草エアライン航空機更新事業債 33,700

為替変動に伴う航空機更新補助金の増のため

消防債 △ 78,200

□消防防災施設整備事業債 △ 78,200

入札等による防災行政無線整備事業費の減のため

災害復旧債 44,500

□現年発生補助災害復旧事業債 44,500

35,814,678 35,814,678

55,058,910 1,007,502 56,066,412

台風15号及び豪雨により被災した道路等の災害復旧
に係る市債の増

後期高齢者医療市町村療養給付費負担金返還金（過年度分）
20 諸収入 541,570 39,630 581,200

平成26年度事業精算に伴う超過負担金

6,215,500 0

1,528,3021

歳入合計

補正されなかった款

19

市債21

繰越金

△ 822,300 1,587,648

6,215,500

18 繰入金 2,409,948

1,528,301

－2－



２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 1,477

△ 84,688

交通安全対策費 120
□交通安全対策事業 120

寄附金による交通事故防止啓発看板の購入

基金管理費 764,160
□財政調整基金積立金 764,160

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

地域振興費 35,394
□天草エアライン航空機更新補助金 35,394

スポーツ振興費 2,500
□天草国際トライアスロン大会補助金 2,500

庁舎建設費 3,400
□天草市庁舎建設事業 3,400

新庁舎建設に伴う庁舎敷地内の地質調査に係る事業費

戸籍住民基本台帳費 638
□個人番号カード交付等事務経費 638

選挙管理委員会費 2,111
□選挙管理委員会事務経費 2,111

選挙年齢の引き下げに伴う選挙システムの改修に係る事業費

△ 13,656

社会福祉総務費 145,031
□国民健康保険特別会計繰出金 △ 4,969

保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出金の増

高齢者支援費 △ 91,200
□介護保険特別会計繰出金 △ 91,200

平成26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 △ 19,952
□後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 19,952

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

ひとり親福祉費 1,325
□児童入所施設措置費 1,325

施設入所措置世帯数の増

4,251

保健衛生総務費 5,000
□健康ポイント事業 5,000

健康ポイント事業参加者の増に伴う記念品代の増

予防費 502
□予防接種事故対策事業 502

介護加算の増額等に伴う給付額の増

母子保健費 1,895
□養育医療事業 1,895

対象医療費の増に伴う給付額の増

個人番号カード交付時における顔認証システムの導入に係る事
業費

3 民生費 16,433,821 21,548

4 衛生費

款

2 総務費 9,479,620

1 議会費 297,084

補正予算の内容

16,455,369

6,724,14287,0466,637,096

△ 1,477 295,607

723,635 10,203,255

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

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増

平成28年度開催の第31回天草国際トライアスロン大会への補助
金

航空機購入に伴う為替変動等による補助金の増

－3－



予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

塵芥処理費 142,895
□クリーンセンター施設整備事業 142895

浄化槽市町村整備推進費 △ 1,313
□浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 △ 1,313

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

斎場費 △ 5,880
□斎場事業特別会計繰出金 △ 5,880

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

水道費 △ 33,913
□上水道事業会計補助金 △ 120

人事異動等に伴う児童手当支給額の減

□簡易水道事業会計繰出金 △ 33,793

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

病院費 △ 26,391
□病院事業会計繰出金 234

長寿社会づくりソフト事業費交付金の増

□国民健康保険診療施設特別会計繰出金 △ 18,500

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

□歯科診療所特別会計繰出金 △ 8,125

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

40,421

農業振興費 13,668
□農地中間管理事業 13,668

農地の集積面積等の増に伴う補助金の増

畜産振興費 1,707
□家畜伝染病対策事業 1,707

牛白血病の感染状況把握に伴う抗体検査に係る補助金

園芸振興費 4,081
□台風被害園芸・果樹復旧対策事業 4,081

台風15号により被害を受けた園芸農家に対する補助金

農業施設管理費 1,735
□排水機場等維持管理費 1,206

大雨、台風に伴うポンプ稼働時間の増に伴う光熱水費の増

□農業施設管理費 529

農業施設の利用増等に伴う光熱水費の増

農業集落整備費 △ 1,633
□農業集落排水事業特別会計繰出金 △ 1,633

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

林業振興費 17,000
□有害鳥獣捕獲対策事業 17,000

イノシシの捕獲頭数の増加に伴う報償費の増

漁業集落整備費 △ 3,546
□漁業集落排水事業特別会計繰出金 △ 3,546

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

13,339

商工振興費 117,474
□天草市住宅リフォーム助成事業 32,474

□産業振興チャレンジ基金事業補助金 85,000

施設の老朽化に伴う排ガス処理施設等の改修に係る
事業費

申請件数の増加見込みに伴う補助金の増

申請件数の増加見込みに伴う補助金の増

1,804,9341,674,121商工費 130,813

2,929,60273,4335 農林水産業費

6

2,856,169 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

－4－



予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

△ 8,407

河川管理費 56,000
□排水路等整備事業 56,000

下水道費 △ 29,930
□公共下水道事業特別会計繰出金

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 △ 26,553
□

平成26年度決算額の確定等に伴う繰出金の減 △ 3,377

6,102

災害対策費 58
□災害対策費 58

災害対策費 △ 99,176
□防災行政無線整備事業 △ 99,176

入札による契約額の確定に伴う事業費の減

△ 17,287

教育振興費 △ 153,097
□教育振興費扶助経費 2,344

就学援助費の入学前支給に伴う給付費の増

□スクールバス運行事業 △ 157,141

運行業務委託の契約変更等に伴う事業費の減

□各種大会出場補助金 1,700

小中学校の大会出場校の増加に伴う補助金の増

小学校建設費 35,393
□小学校施設大規模改造事業 35,393

新和小体育館大規模改造事業費の増

水産業施設災害復旧費 14,848
□現年発生補助水産施設 14,848

台風15号により被災した島子漁港の災害復旧に係る事業費

公共土木施設災害復旧費 168,000
□現年発生補助公共土木施設 168,000

6,808,988 6,808,988

55,058,910 1,007,502 56,066,412

台風15号及び豪雨により被災した道路等の災害復旧に係る
事業費の増

大雨による浸水被害解消及び避難路確保に係る排水路整備
事業費

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金

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増

災害復旧費 1,299,422 182,848 1,482,270

2,894,722

2,613,29517,663

3,854,228

△ 93,016

歳出合計

補正されなかった款

8 消防費 2,987,738

10

7 土木費 2,595,632

9 教育費 3,989,219 △ 134,991 人事異動等に伴う職員給与費の減

寄附金による備蓄品の購入に係る事業費

－5－



１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般被保険者国民健康保険税 △ 16,000
□ 医療給付費分現年課税分 △ 17,000

軽減拡充等に伴う調定額の減

□ 後期高齢者支援金現年課税分 △ 3,000

軽減拡充等に伴う調定額の減

□ 介護納付金分現年課税分 4,000

介護2号被保険者の増加に伴う調定額の増

退職被保険者等国民健康保険税 △ 40,000
□ 医療給付費分現年課税分 △ 23,000

軽減拡充等に伴う調定額の減

□ 後期高齢者支援金現年課税分 △ 8,000

軽減拡充等に伴う調定額の減

□ 介護納付金分現年課税分 △ 9,000

軽減拡充等に伴う調定額の減

療養給付費等負担金 △ 163,100
□ 療養給付費等負担金 △ 115,800

療養給付費等負担金決定による減

□ 後期高齢者支援金等負担金 △ 6,300

後期高齢者支援納付金決定による減

□ 介護納付金負担金 △ 41,000

介護納付金決定による減

財政調整交付金 △ 584
□ 特別調整交付金 △ 584

入札差額による調整交付金の減

療養給付費交付金 △ 182,987
□ 退職被保険者等分交付金 △ 182,987

交付金額の決定による減

前期高齢者交付金 228,202
□ 前期高齢者交付金 228,202

交付金額の決定による増

一般会計繰入金 145,031
□ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 25,484

保険基盤安定負担金確定による増

□ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 137,657

保険基盤安定負担金確定による増

□ 職員給与費等繰入金 △ 16,873

前年度繰入金精算・職員給与変更による減

□ 出産育児一時金繰入金 △ 8,400

前年度繰入金精算による減

□ 財政安定化支援事業繰入金 28,063

前年度県内示の精算による増

□ その他繰入金 △ 20,900

前年度繰入金精算・職員給与変更による減

その他の繰越金 245,639
□ 一般被保険者分 245,639

前年度決算額確定のため

雑入 98,142
□ 雑入 98,142

国保連合会積立金返還金受け入れのため

4,367,824 4,367,824

15,497,736 314,343 15,812,079

145,031

1,878,359

△ 163,684 3,992,569

3,141,802

平成２７年度　国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要

款

1,934,3591
国民健康保険
税

3 国庫支出金

736,900 △ 182,987 553,913

△ 56,000

補正予算の内容

108,94098,142

228,202

10,79811 諸収入

6

10 繰越金 150,001 245,639 395,640

1,373,0329 繰入金 1,228,001

4,156,253

前期高齢者交
付金

5
療養給付費交
付金

歳入合計

補正されなかった款

2,913,600
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 1,728
□ 一般管理費 △ 1,728

人事異動等に伴う職員給与費の減

一般被保険者療養給付費 70,000
□ 一般被保険者療養給付費 70,000

療養給付費の増加が見込まれるため

後期高齢者支援金 △ 60,907
□ 後期高齢者支援金 △ 60,907

支援金額決定による減

後期高齢者関係事務費拠出金 △ 29
□ 後期高齢者関係事務費拠出金 △ 29

拠出金額決定による減

前期高齢者納付金 △ 1,087
□ 前期高齢者納付金 △ 1,087

納付金額決定による減

前期高齢者関係事務費拠出金 △ 26
□ 前期高齢者関係事務費拠出金 △ 26

拠出金額決定による減

介護納付金 △ 128,026
□ 介護納付金 △ 128,026

納付金額決定による減

保険福祉総合施設管理費 △ 983
□ 保険福祉総合施設管理費 △ 983

人事異動等に伴う職員給与費の減

国庫支出金等償還金 93,996
□ 国庫支出金等償還金 93,996

交付金額確定による増

直営診療施設勘定繰出金 △ 584
□ 直営診療施設勘定繰出金 △ 584

入札差額による調整交付金の減

予備費 343,717
□ 予備費 343,717

財源調整のため

3,392,156 3,392,156

15,497,736 314,343 15,812,079

12 予備費 50,000 343,717 393,717

11 諸支出金 13,627 93,412 107,039

8 保健事業費 133,435 △ 983 132,452

6 介護納付金 747,000 △ 128,026 618,974

1,494,130 △ 60,936 1,433,194

4
前期高齢者納
付金等

2,030 △ 1,113 917

歳出合計

補正されなかった款

補正予算の内容

9,580,537

款

2 保険給付費 9,510,537

1 総務費 154,821

70,000

△ 1,728 153,093

3
後期高齢者支
援金等
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

746

□地域支援事業交付金　過年度分 746

　前年度受け入れ不足分の受け入れ

373

□地域支援事業交付金　過年度分 373

　前年度受け入れ不足分の受け入れ

△ 57,589

□介護給付費繰入金 △ 57,589

　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） △ 1,391

□地域支援事業繰入金（介護予防事業） △ 1,391

　前年度受け入れ超過分の返納

△ 1,706

□地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） △ 1,706

　前年度受け入れ超過分の返納

その他一般会計繰入金 △ 30,514

□職員給与等繰入金 △ 27,740

　前年度受け入れ超過分の返納

　給料・職員手当・共済費の変更

□事務費繰入金 △ 2,774

　前年度受け入れ超過分の返納

繰越金 220,072

□繰越金 220,072

　 　前年度繰越金

4,558,573 4,558,573

10,681,540 129,991 10,811,531

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 21,013

□一般管理費 △ 21,013

　人事異動等に伴う職員給与費の減

140,221

□財政調整基金積立金 140,221

　平成26年度剰余金の基金積み立て

国庫支出金等償還金 10,783

□国庫支出金等返還金 10,783

　平成26年度介護給付費等返還金

10,390,772 10,390,772

10,681,540 129,991 10,811,531

228,879

1

地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)

140,221 140,871

8 諸支出金 10,307 10,783 21,090

総務費 279,811 △ 21,013 258,798

7 繰入金

8 繰越金 8,807 220,072

1,705,354 △ 91,200

2,882,908

5 県支出金 1,526,644 373 1,527,017

1,614,154

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

財政調整基金積立金

補正されなかった款

6 基金積立金 650

平成２７年度　介護保険特別会計補正予算（第３号）の概要

款 補正予算の内容

介護給付費繰入金

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

3 国庫支出金 2,882,162 746
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

保険基盤安定繰入金 △ 6,258

□ 保険基盤安定繰入金 △ 6,258

平成27年度保険基盤安定負担金の確定による減額

事務費繰入金 △ 13,694

□ 事務費繰入金 △ 5,644

平成26度決算額の確定による減額

□ 職員給与費等繰入金 △ 8,050

人事異動に伴う職員給与等減額

繰越金 5,644

□ 繰越金 5,644

平成26度決算額の確定による増額

706,165 706,165

1,191,750 △ 14,308 1,177,442

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 8,050

□ 一般管理費 △ 8050

人事異動等に伴う職員給与費の減

熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 6258

□ 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 6,258

平成27年度保険基盤安定負担金の減

34,300 34,300

1,191,750 △ 14,308 1,177,442

1,103,945

補正されなかった款

歳出合計

款

2 1,110,203 △ 6,258
後期高齢者医
療広域連合納
付金

1 総務費 47,247 △ 8,050 39,197

歳入合計

平成２７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

補正予算の内容

465,632

5 繰越金 1 5,644 5,645

補正されなかった款

4 繰入金 485,584 △ 19,952
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

19,000

□ 公共下水道使用料

使用料改定に伴う増

△ 26,553

□ 一般会計繰入金

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 6,392

使用料改定に伴う減 △ 19,000

前年度実績確定による減 △ 1,161

1,161

□ 繰越金

前年度繰越金確定のため

304,289 304,289

1,217,428 △ 6,392 1,211,036

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 6,392

□

509,706 509,706

1,217,428 △ 6,392 1,211,036

1 公共下水道費 707,722 △ 6,392 701,330

5

歳入合計

繰入金 434,014 △ 26,553 407,461

繰越金 1 1,161 1,162

人事異動等に伴う職員給与費の減

事務経費

公共下水道使用料
2 使用料及び手数料 479124 19,000

一般会計繰入金

498,124

4

平成２７年度　公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）　の概要

款 補正予算の内容

繰越金

補正されなかった款

歳出合計

款 補正予算の内容

下水道総務費

補正されなかった款
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

特定環境保全公共下水道使用料 1,300

□ 特定環境保全公共下水道使用料

使用料改定に伴う増

一般会計繰入金 △ 3,377

□ 一般会計繰入金

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 1,635

使用料改定に伴う減 △ 1,300

前年度実績確定による減 △ 442

繰越金 442

□ 繰越金

前年度繰越金確定のため

97,554 97,554

346,894 △ 1,635 345,259

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 △ 1,635

□

157,600 157,600

346,894 △ 1,635 345,259歳出合計

補正されなかった款

歳入合計

款

補正されなかった款

5 繰越金

補正予算の内容

442

人事異動等に伴う職員給与費の減

443

平成２７年度　特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）　の概要

款 補正予算の内容

1

2 使用料及び手数料 27,623 1,300 28,923

4 繰入金 221,716 △ 3,377 218,339

事務経費
1

特定環境保全公共
下水道事業費

189,294 △ 1,635 187,659
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

600

□ 農業集落排水施設使用料

使用料改定に伴う増

一般会計繰入金 △ 1,633

□

△ 978

使用料改定に伴う減 △ 600

△ 55

繰越金 55

□ 繰越金 55

前年度繰越金確定のため

77 77

61,749 △ 978 60,771

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 △ 978

□

27,853 27,853

61,749 △ 978 60,771

平成２７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 55 56

款 補正予算の内容

人事異動等に伴う職員給与費の減

農業集落排水施設使用料

一般会計繰入金

2 使用料及び手数料

△ 978 32,918
事務経費

補正されなかった款

歳出合計

14,716 600 15,316

人事異動等に伴う職員給与費の減

3 繰入金 46,955 △ 1,633 45,322

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

33,896
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

2,500

□ 漁業集落排水施設使用料

使用料改定に伴う増

一般会計繰入金 △ 3,546

□

△ 613

使用料改定に伴う減 △ 2,500

前年度実績確定による減 △ 433

繰越金 433

□

前年度繰越金確定のため

246,587 246,587

599,391 △ 613 598,778

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 △ 613

□

222,598 222,598

599,391 △ 613 598,778

2 使用料及び手数料 54,327 2,500

433

歳入合計

補正されなかった款

款 補正予算の内容

人事異動等に伴う職員給与費の減

事務経費

補正されなかった款

歳出合計

1
漁業集落排水事業
費

376,793 △ 613 376,180

人事異動等に伴う職員給与費の減

平成２７ 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

434
繰越金

6 繰入金 298,476 △ 3,546

56,827
漁業集落排水施設使用料

一般会計繰入金

7 繰越金 1

294,930
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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浄化槽使用料 1,900

□ 浄化槽市町村整備推進事業浄化槽使用料

使用料改定に伴う増

一般会計繰入金 △ 1,313

□

729

使用料改定に伴う減 △ 1,900

前年度実績確定による減 △ 142

繰越金 142

□

21,097 21,097

152,131 729 152,860

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 729

□

35,437 35,437

152,131 729 152,860

平成２７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

2 使用料及び手数料 45,459 1,900 47,359

6 繰入金 85,574 △ 1,313 84,261

116,694 729 117,423
事務経費

7 繰越金
繰越金

1 142 143

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

1
浄化槽市町村整備
推進事業費

人事異動等に伴う職員給与費の増

前年度繰越金確定のため

人事異動等に伴う職員給与費の増

一般会計繰入金

補正予算の内容

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

23,200

□ 簡易水道使用料

料金改定に伴う増

△ 33,793

□ 一般会計繰入金

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 9,333

料金改定に伴う減 △ 23,200

前年度実績確定による減 △ 1,260

1,260

□ 繰越金

前年度繰越金確定のため

143,755 143,755

1,415,023 △ 9,333 1,405,690

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 9,333
□ 事務経費（一般管理費事務局分）

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 3166
水道局管理職員負担金の調整による減 △ 6,167

780,258 780,258

1,415,023 △ 9,333 1,405,690

繰越金 1 1,260

1 簡易水道事業費 634,765 △ 9,333

平成２７年度　簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）　の概要

款 補正予算の内容

1 使用料及び手数料 462,635 23,200 485,835
簡易水道使用料

一般会計繰入金
3 繰入金 808,632 △ 33,793

一般管理費

1,261
繰越金

774,839

4

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

625,432
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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 △ 18,500

□ 一般会計繰入金

職員給与費等の増 1,244

前年度繰越金確定による減 △ 19,744

繰越金 19,744

□ 繰越金

前年度繰越金確定のため

101,481 101,481

187,363 1,244 188,607  

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 327

□ 一般管理費

人事異動等に伴う職員給与費の増

施設管理費 440

□ 施設管理費

施設備品の老朽化に伴う修繕料の増

477

□ 医薬品衛生材料費

601 601

187,363 1,244 188,607

医業費

67,381

477

156,585

19,744

31,421

1 総務管理費 155,818 767

2
医薬品衛生材料費

インフルエンザワクチン価格の増

補正されなかった款

歳出合計

繰越金

30,944

補正予算の内容

6

款

1

平成２７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

19,745

5 繰入金 85,881 △ 18,500
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 8,125

□ 一般会計繰入金

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 234

前年度繰越金確定による減 △ 7,891

繰越金 7,891

□ 繰越金 7,620

前年度繰越金確定のため

34,455 34,455

51,457 △ 234 51,223

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 234

□ 一般管理費

人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 295

61

15,140 15,140

51,457 △ 234 51,223

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 △ 5,880

□ 一般会計繰入金 △ 5,880

前年度繰越金確定のため

繰越金 5,880

□ 繰越金 5,880

前年度繰越金確定のため

4,129 4,129

96,601 0 96,601

補正されなかった款

平成２７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

3 繰入金 17,001 △ 8,125 8,876
一般会計繰入金

4 繰越金 1 7,891 7,892

歳入合計

款 補正予算の内容

1 総務管理費 36,317 △ 234 36,083

電話料金の増

補正されなかった款

歳出合計

平成27年度　天草市斎場事業特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

△ 5,880 86,591

4 繰越金 1 5,880 5,881

補正されなかった款

歳入合計

3 繰入金 92,471
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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（６号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

1
クリーンセンター施設整
備事業

牛深・西天草クリーン
センター施設整備工事

142,895

　排ガス処理設備内部に破損個所が発覚
し、今後の施設稼動に支障を及ぼすこと
が予想されるため、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、
使用する機材等は受注生産であり、納品
に約6か月を要するため、年度内の事業
完了が困難となった。

平成28年9月

2
水産資源回復・基盤整備
事業

藻場造成等資源回復工
事

11,000

　軍ヶ浦地先の藻場礁として、コンク
リート構造物に海藻の種を付加して投入
することとしているが、調査の結果、海
藻が成熟期を迎える4月下旬から5月の投
入が効果的であるため、繰越して施工す
る。

平成28年6月

3 漁村再生交付金事業

深海漁港
浮体式係船岸　L=60m

砂月漁港
浮体式係船岸　L=40m
集落排水施設一式

37,600

　実施設計の委託業務を発注するための
歩掛調査等に不測の日数を要したことに
より、事業進捗に遅れが生じ、適正工期
の確保が難しい状況であるため、年度内
の事業完了が困難となった。

平成28年9月

4 水産基盤機能保全事業

島子・栖本・白戸・深
海・砂月漁港
機能保全計画策定一式
施設調査一式

63,880

　本事業は、国の追加内示を受け9月補
正予算にて予算化したものであるが、国
の交付決定の遅延により事業に着手でき
ず、適正工期の確保が難しい状況である
ため、年度内の事業完了が困難となっ
た。

平成28年6月

5 観光施設整備事業
緑の村宿泊施設改修工
事

11,900

　本事業は、環境省所管の自然環境整備
交付金事業で実施を予定していたが、国
の交付決定の遅延により事業に着手でき
ず、適正工期の確保が難しい状況である
ため、年度内の完了が困難となった。

平成28年5月

6 世界遺産登録推進事業
観光拠点施設工事・み
なと屋改築工事 86,970

　﨑津地区の公共事業については、「天
草市文化的景観整備管理委員会」におい
て、デザイン等の景観配慮について審査
することになっているが、設計等の審査
に日数を要したことにより、適正工期の
確保が難しい状況であるため、年度内の
事業完了が困難となった。

平成28年8月

7 市道改良（交付金）事業
棚底横断線拡幅に伴う
家屋移転補償及び土地
購入費

61,302
　工事施工にあたり、障害となる家屋移
転に係る交渉に不測の日数を要したた
め、年度内の移転完了が困難となった。

平成28年10月

8 橋梁維持補修事業
瀬戸歩道橋巻き上げワ
イヤーロープ定期交換

25,000

　定期交換による通行止め期間につい
て、通学の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て工事
を行うことにより年度内の事業完了が困
難となった。

平成28年4月
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【一般会計補正予算（６号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

9 排水路等整備事業
五和町小峰地区
排水路改修工事
L=200m

56,000

　当該地区は、誘致企業による研究施設
の建設が行われており、梅雨前線豪雨に
よる市道の冠水及び避難所の床下浸水が
発生していることから12月補正予算に計
上し、早急に改修するものであるが、適
正工期の確保が難しい状況であるため、
年度内の事業完了が困難となった。

平成28年7月

10
小学校施設大規模改造事
業

新和小学校 35,393

　平成27年9月17日付けで学校施設環境
改善交付金の追加内定を受け、12月補正
予算を計上するものであるが、適正工期
の確保が難しい状況であるため、年度内
の事業完了が困難となった。

平成28年8月

11
現年発生農地・農業用施
設災害復旧事業

農地　59件
施設　30件

148,000

　梅雨前線豪雨及び台風15号における災
害査定が11月下旬まで実施されるため、
適正工期の確保、関係資材の入手及び人
材確保が難しい状況であり、年度内の事
業完了が困難となった。

平成28年6月

12 現年発生補助水産施設
島子漁港災害復旧
10号防波堤　L=59.3m

14,848

　台風15号における災害査定が11月と
なったため、適正工期の確保が難しい状
況であり、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成28年6月

13
現年発生補助公共土木施
設

道路　60件
河川　70件
港湾　 1件

520,000

　梅雨前線豪雨及び台風15号における災
害査定が12月上旬まで実施されるため、
適正工期の確保、関係資材の入手及び人
材確保が困難な状況であり、年度内の工
事完成が困難となった。

平成28年7月

14
現年発生単独公共土木施
設

道路　      34件
河川　　　　 2件
生活関連道　16件

40,000

　梅雨前線豪雨及び台風15号による単独
災害工事施工において、補助災害工事と
同時期に発注するため、適正工期の確
保、関係資材の入手及び人材確保が困難
な状況であり、年度内の工事完成が困難
となった。

平成28年7月
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