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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

地方消費税交付金 130,000

□地方消費税交付金 130,000

収入見込みの増

地方交付税 34,532

□普通交付税 34,532

教育使用料 △ 4,967

□幼稚園使用料 △ 4,967

子ども子育て支援新制度の施行に伴う公立幼稚園分の減

民生費国庫負担金 69,752

□自立支援給付費 34,858

サービス利用者の増加に伴う増

□児童扶養手当交付金 △ 3,199

手当て受給者の減少に伴う減

□児童手当交付金 △ 15,024

支給実績等に伴う見込み額の減

□施設型給付費 10,763

私立保育園委託費の増額に伴う増

□地域型保育給付費 1,104

小規模保育事業所給付費の増額に伴う増

□生活保護費 41,250

医療扶助の見込みに伴う増

災害復旧費国庫負担金 △ 10,319

□文教施設災害復旧事業費 △ 10,319

実施設計及び災害査定による補助対象事業費の減

総務費国庫補助金 116,019

□地方創生加速化交付金 89,397

国の補正予算に伴う増

□地方公共団体情報セキュリティ強化対策費 11,900

国の補正予算に伴う増

□個人番号カード交付等事務補助金 14,722

国の補正予算に伴う増

民生費国庫補助金 △ 20,514

□臨時福祉給付金事業費 △ 18,000

給付金支給対象者の見込みに伴う減

□子育て世帯臨時特例交付金 △ 2,514

交付金申請者の確定に伴う減

衛生費国庫補助金 △ 44,577

□浄化槽設置事業費 △ 4,923

申請件数の減少に伴う減

□循環型社会形成推進交付金 △ 39,654

国の内示に伴う減

平成２７年度　一般会計補正予算（第７号）の概要

6

補正予算の内容

国の補正予算に伴う調整額分の増

130,000

85,143 6,416,975

10

国庫支出金 6,331,832

使用料及び
手数料

692,016 △ 4,967 687,049

1,597,000

款

1,467,000
地方消費税
交付金

14

地方交付税

13

25,175,636 34,532 25,210,168
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予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

消防費国庫補助金 1,884

□離島活性化交付金 1,884

事業の新規採択のため増

教育費国庫補助金 △ 27,102

□学校施設環境改善交付金（小学校） △ 1,683

事業費の確定に伴う減

□学校施設環境改善交付金（中学校） △ 23,578

事業費の確定に伴う減

□就園奨励費 △ 1,841

子ども子育て支援制度の施行に伴う公立幼稚園分の減

民生費県負担金 19,787

□自立支援給付費 17,429

サービス利用者の増加に伴う増

□児童手当交付金 △ 3,576

支給実績等に伴う見込み額の減

□施設型給付費 5,382

私立保育園委託費の増額に伴う増

□地域型保育給付費 552

小規模保育事業所の給付費増額に伴う増

総務費県補助金 △ 30,399

□生活交通維持・活性化総合交付金 8,287

事業費確定に伴う増

□御所浦地域振興策事業費 △ 38,686

定期航路運賃割引事業等の支出見込み減

民生費県補助金 △ 5,853

□乳幼児医療費 △ 1,911

実績等に伴う減

□プレミアム付き商品券助成費 △ 2,895

申請者数の確定に伴う減

□緊急雇用創出基金市町村（「住まい対策」分）事業 △ 1,047

申請者数の確定に伴う減

衛生費県補助金 6,274

□浄化槽設置事業費 △ 2,906

申請件数の減少に伴う減

□熊本県環境保全基金事業費 9,180

事業費確定及び国の補正予算への対応に伴う増

農林水産業費県補助金 66,225

□中山間地域等直接支払制度推進事業費 △ 39,199

協定参加集落数の減少に伴う減

□担い手確保・経営強化支援事業費 96,297

国の補正予算に伴う増

□漁村再生交付金事業費 1,200

県の追加内示に伴う増

□漁業集落環境整備事業費 7,927

県の追加内示に伴う増

3,999,8403,955,97915 県支出金 43,861
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予算現額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

総務費県委託金 △ 12,173

□県議会議員選挙費 △ 12,173

県の交付金の確定に伴う減

利子及び配当金 8,798

□財政調整基金利子 3,695

運用利子収入の増

□減債基金利子 601

運用利子収入の増

□福祉基金利子 569

運用利子収入の増

□職員退職手当基金利子 17

運用利子収入の増

□ふるさと・水と土保全基金利子 93

運用利子収入の増

□庁舎整備基金利子 114

運用利子収入の増

□地域振興基金利子 3,663

運用利子収入の増

□ふるさと応援寄附基金利子 46

運用利子収入の増

総務費寄附金 42,000

□ふるさと応援寄附金 42,000

寄附金の増加に伴う増

民生費寄附金 167

□福祉基金寄附金 167

本渡商工会議所女性会様からの寄附金

財政調整基金繰入金 170,334

□財政調整基金繰入金 170,334

財源調整のため

雑入 24,731

□水道事業会計在職期間退職金負担金 3,094

□病院事業会計在職期間退職金負担金 5,072

□消防団員退職報償金 16,565

退団予定者の増

16,124,944 16,124,944

56,066,412 534,599 56,601,011

605,931

自己都合退職者の増

93,440

歳入合計

補正されなかった款

51,273 42,16717 寄附金

20 諸収入 581,200 24,731

107,682

18 繰入金 1,587,648

自己都合退職者の増

16 財産収入 98,884

170,334 1,757,982

8,798
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

374

374

議会費 △ 7,211

□議員報酬 △ 6,851

議員数減のため

□政務活動費 △ 360

議員数減のため

147,264

基金管理費 50,965

□財政調整基金積立金 3,695

運用利子収入の増

□減債基金積立金 601

運用利子収入の増

□福祉基金積立金 736

□職員退職手当基金積立金 17

運用利子収入の増

□ふるさと水と土保全基金積立金 93

運用利子収入の増

□庁舎整備基金積立金 114

運用利子収入の増

□地域振興基金積立金 3,663

運用利子収入の増

□ふるさと応援寄附基金積立金 42,046

運用利子収入及び寄附金の増

地域振興費 1,856

□ 15,797

サポートセンターの設立に向けた移住・定住策に係る事業費

□地方バス路線運行維持対策費 24,745

利用者減少とコスト高騰による損失補てんに係る補助金の増

□御所浦定期航路運賃割引事業補助金 △ 36,083

運賃補てんの実績見込みによる補助金の減

□御所浦航路利便性強化事業補助金 △ 2,603

補助対象者の確定による補助金の減

電算情報処理費 79,511

□電算システム整備事業 79,511

戸籍住民基本台帳費 14,722

□個人番号カード交付等事務経費 14,722

1 議会費 295,607 △ 6,837 288,770 給与改定に伴う職員給与費の増

款

2 総務費 10,203,255

補正予算の内容

280,463 10,483,718

移住・定住促進対策事業
（地方創生加速化交付金事業）

給与改定に伴う職員給与費の増

情報システムセキュリティ強化対策に係るシステム整備等の事業費

マイナンバーカードの製造・発行等に係る負担金の増

本渡商工会議所女性会様からの寄附による積立て
及び運用利子収入の増
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

県議会議員選挙費 △ 6,447

□県議会議員選挙費 △ 6,447

県議会議員選挙費の事業費確定に伴う減

農業委員会委員選挙費 △ 7,408

□農業委員会委員選挙費 △ 7,408

農業委員会委員の公選制廃止に伴う減

6,076

社会福祉総務費 △ 10,841

□地域医療負担金 △ 2,148

自治体病院勤務医師の資格取得研修に係る負担金の減

□臨時福祉給付金事業 △ 9,543

□国民健康保険特別会計繰出金 850

給与改定に伴う繰出金の増

障害福祉費 87,748

□短期入所サービス費（障害者） 2,368

サービス利用者の増加に伴う増

□自立訓練費（障害者） 20,457

サービス利用者の増加に伴う増

□就労継続支援費（障害者） 46,891

サービス利用者の増加に伴う増

□障害福祉費事務経費 18,032

過年度国県支出金の確定に伴う返還金

高齢者支援費 1,224

□介護保険特別会計繰出金 1,224

給与改定に伴う繰出金の増

後期高齢者医療費 232

□後期高齢者医療特別会計繰出金 232

給与改定に伴う繰出金の増

児童福祉総務費 1,851

□児童福祉総務事務経費 1,851

過年度国県支出金の確定に伴う返還金

ひとり親福祉費 △ 9,596

□児童扶養手当 △ 9,596

手当受給者の減少に伴う減

児童育成費 73,130

□施設型等給付費 78,800

新制度施行による給付費の見直し、給与改定等に伴う増

□子育て世帯臨時特例給付金事業 △ 2,514

給付金申請者数の確定に伴う減

□プレミアム付き商品券助成事業 △ 2,895

商品券申請者数の確定に伴う減

3 民生費 16,455,369 312,064 16,767,433 給与改定に伴う職員給与費の増

給付金支給対象者の確定に伴う減及び過年度国
庫支出金返還金
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□子ども医療費助成事業 21,818

支給実績及び今後の見込み増

□児童手当 △ 22,079

支給実績及び今後の見込み減

生活保護総務費 107,240

□生活保護総務費事務経費 108,287

過年度国支出金の確定に伴う返還金

□緊急雇用創出基金事業（住まい対策分） △ 1,047

申請件数の確定に伴う減

扶助費 55,000

□生活保護費 55,000

医療扶助の見込み増

3,549

保健衛生総務費 42

□保健衛生総務費事務経費 42

過年度県支出金の確定に伴う返還金

環境対策費 △ 27,992

□住宅用太陽光発電システム設置費補助金 △ 21,324

補助申請件数の見込み減

□テレビ共同受信施設改修事業 △ 6,668

施設改修が次年度着工となったことに伴う減

塵芥処理費 4,300

□海岸漂着物地域対策推進事業費 4,300

今年度事業費の確定及び国の補正予算への対応に伴う増

し尿処理費 △ 43,365

□汚泥再生処理センター整備事業 △ 13,445

建設工事に係る監理委託業務等の減

□し尿処理施設管理経費 △ 29,920

燃料費の単価見直しに伴う減

浄化槽市町村整備推進費 119

□浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 119

給与改定に伴う繰出金の増

浄化槽設置事業費 △ 16,823

□浄化槽設置事業補助金 △ 16,823

補助申請件数の減

水道費 △ 777

□簡易水道事業特別会計繰出金 △ 777

給与改定に伴う繰出金の減

病院費 1,366

□国民健康保険診療施設特別会計繰出金 1,185

給与改定に伴う繰出金の増

□歯科診療所特別会計繰出金 181

給与改定に伴う繰出金の増

4 衛生費 6,644,561△ 79,5816,724,142 給与改定等に伴う職員給与費の増
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

3,511

農業振興費 96,533

□担い手確保・経営強化支援事業 96,297

中心経営体が行う農業機械等の導入に係る補助金

□農業制度資金利子補給補助金 236

利子補給額の確定に伴う増

農山村活性化費 △ 49,692

□中山間地域等直接支払事業 △ 49,692

協定参加集落数の減少に伴う減

オリーブ振興費 △ 5,000

□オリーブの島づくり支援事業 △ 5,000

申請実績等に伴う申請見込額の減

農業集落整備費 50

□農業集落排水事業特別会計繰出金 50

給与改定に伴う繰出金の増

漁港建設費 2,000

□漁村再生交付金事業 2,000

県の追加内示に伴う事業費の増

漁業集落整備費 16,037

□漁業集落排水事業特別会計繰出金 181

給与改定に伴う繰出金の増

□﨑津漁港漁業集落環境整備事業 15,856

県の追加内示に伴う事業費の増

1,634

商工振興費 40,855

□設備投資利子補給事業 855

利子補給額の確定に伴う増

□ 40,000

観光費 33,600

□ 32,600

□ 1,000

2,804

下水道費 454

□公共下水道事業特別会計繰出金 332

給与改定に伴う繰出金の増

サイクリストの受入体制の整備等に係る事業費

起業創業・事業規模拡大に取り組む者への支援に係る補助金

給与改定に伴う職員給与費の増

魅力ある観光地域づくり連携事業
（地方創生加速化交付金事業）

1,881,023

2,616,5533,258

1,804,934商工費 76,089

2,993,04163,4395 農林水産業費

7 土木費 2,613,295

6

2,929,602

給与改定に伴う職員給与費の増

「しごと創生」支援事業
（地方創生加速化交付金事業）

観光客受入体制の整備や天草ブランド化の推進等に係る事業費

自転車を活用した天草の観光促進事業
（地方創生加速化交付金事業）

給与改定に伴う職員給与費の増
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□ 122

給与改定に伴う繰出金の増

289

非常備消防費 16,565

□非常備消防費事務経費 16,565

消防施設費 △ 11,733

□消防格納庫整備事業 △ 11,733

消防格納庫新築工事から改修等へ変更のため減

災害対策費 3,769

□避難路整備事業 3,769

御所浦町大浦地区の避難路整備に係る事業費

9,252

小学校建設費 △ 9,903

□小学校施設耐震補強事業 △ 9,903

体育館の吊り天井対策工事の実施設計見直しに伴う減

中学校建設費 △ 103,600

□中学校施設耐震補強事業 △ 103,600

武道場等の吊り天井対策工事の実施設計見直しに伴う減

幼稚園費 △ 8,940

□幼稚園就園奨励費 △ 8,940

子ども子育て支援新制度の施行に伴う減

文教施設災害復旧費 △ 9,995

□文教施設補助災害復旧事業 △ 9,995

実施設計及び災害査定に伴う事業費の減

6,808,988 6,808,988

56,066,412 534,599 56,601,011

特定環境保全公共下水道事業特別会計繰出金

給与改定に伴う職員給与費の増

災害復旧費 1,482,270 △ 9,995 1,472,275

2,903,612

3,741,037

8,890

歳出合計

補正されなかった款

8 消防費 2,894,722

10

9 教育費 3,854,228 △ 113,191 給与改定に伴う職員給与費の増

消防団退団予定者の増
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

共同事業交付金 204,061

□ 高額医療費共同事業交付金 12,930

交付金額の決定に伴う増

□ 保険財政共同安定化事業交付金 191,131

交付金額の決定に伴う増

利子及び配当金 1,076

□ 利子及び配当金 1,076

運用利子収入の見込みに伴う増

一般会計繰入金 850

□ 職員給与費等繰入金 732

給与改定に伴う繰入金の増

□ その他繰入金 118

給与改定に伴う繰入金の増

10,926,476 10,926,476

15,812,079 205,987 16,018,066

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 732

□ 一般管理費 732

給与改定に伴う職員給与費の増

高額医療費拠出金 352

□ 高額医療費拠出金 352

拠出金額決定に伴う増

保険財政共同安定化事業拠出金 207,528

□ 保険財政共同安定化事業拠出金 207,528

拠出金額決定に伴う増

保険福祉総合施設管理費 118

□ 保険福祉総合施設管理費 118

給与改定に伴う職員給与費の増

財政調整基金積立金 1,076

□ 財政調整基金積立金 1,076

運用利子収入の見込みに伴う増

予備費 △ 3,819

□ 予備費 △ 3,819

財源調整のため

11,741,762 11,741,762

15,812,079 205,987 16,018,066

款 補正予算の内容

歳入合計

補正されなかった款

平成２７年度　国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要

款

3,511,871 204,061

補正予算の内容

7 共同事業交付金

8 財産収入 700

3,715,932

850 1,373,8821,373,032

1,076 1,776

9 繰入金

1 総務費 153,093 732 153,825

7 共同事業拠出金 3,390,355 207,880 3,598,235

8 保健事業費 132,452 118 132,570

△ 3,819 389,898

9 基金積立金 700 1,076 1,776

補正されなかった款

歳出合計

12 予備費 393,717
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

利子及び配当金 572

□財政調整基金利子

運用利子収入の見込みに伴う増

その他一般会計繰入金 1,224

□職員給与等繰入金

給与改定に伴う繰入金の増

9,196,727 9,196,727

10,811,531 1,796 10,813,327

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 1,224

□一般管理費

給与改定に伴う職員給与費の増

財政調整基金積立金 572

□財政調整基金積立金

運用利子収入の見込みに伴う増

10,411,862 10,411,862

10,811,531 1,796 10,813,327

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

232

□職員給与費等繰入金 232

給与改定に伴う繰入金の増 232

711,810 711,810

1,177,442 232 1,177,674

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 232

□一般管理費 232

給与改定に伴う職員給与費の増 232

1,138,245 1,138,245

1,177,442 232 1,177,674

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 総務費 39,197 232 39,429

平成２７年度　後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

4 繰入金 465,632 232 465,864
事務費繰入金

141,443

1,615,378

総務費 258,798 1,224

7 繰入金 1,614,154 1,224

6 基金積立金 140,871 572

平成２７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

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

補正されなかった款

1

6 財産収入 650 572 1,222

260,022
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 69,025

□ 本渡公共下水道事業費

交付額決定に伴う減

332

□ 一般会計繰入金

給与改定に伴う繰入金の増

△ 53,800

□ 本渡公共下水道債

事業費確定に伴う減

521,090 521,090

1,211,036 △ 122,493 1,088,543

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

332

□事務経費

給与改定に伴う職員給与費の増

下水道建設費 △ 122,825

□本渡補助（公共） △ 48,625

交付額決定に伴う減

□本渡公共下水道更新事業（補助） △ 74,200

交付額決定に伴う減

509,706 509,706

1,211,036 △ 122,493 1,088,543

7

補正されなかった款

歳出合計

3 国庫支出金

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

1 公共下水道費 701,330 △ 122,493 578,837
下水道総務費

公共下水道債
99,600△ 53,800153,400市債

一般会計繰入金
407,461 332 407,793

平成２７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

公共下水道費国庫補助金
129,085 △ 69,025 60,060

4 繰入金

-11-



１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

公共下水道費国庫補助金 △ 10,000

□ 天草特定環境保全公共下水道事業補助金

交付額決定に伴う減

122

□

下水道債 △ 10,000

□ 天草特定環境保全公共下水道事業債

事業費確定に伴う減

38,350 38,350

345,259 △ 19,878 325,381

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 122

□ 事務経費

給与改定に伴う職員給与費の増

下水道建設費 △ 20,000

□ 天草補助（特定環境保全）

交付額決定に伴う減

157,600 157,600

345,259 △ 19,878 325,381

57,500 △ 10,000 47,500

1 187,659 △ 19,878 167,781特定環境保全公
共下水道事業費

補正されなかった款

歳出合計

一般会計繰入金

歳入合計

款 補正予算の内容

補正されなかった款

4 繰入金 218,339 122
一般会計繰入金

給与改定に伴う繰入金の増

218,461

7 市債

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２号）　の概要

款 補正予算の内容

3 国庫支出金 31,070 △ 10,000 21,070

-12-



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 50

□ 一般会計繰入金 50

給与改定に伴う繰入金の増

15,449 15,449

60,771 50 60,821

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 50

□

給与改定に伴う職員給与費の増

27,853 27,853

60,771 50 60,821

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 181

□ 一般会計繰入金 181

給与改定に伴う繰入金の増

303,848 303,848

598,778 181 598,959

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 181

□

給与改定に伴う職員給与費の増

222,598 222,598

598,778 181 598,959

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
農業集落排水
事業費

32,918 50 32,968
事務経費

平成２７年度　農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 繰入金 45,322 50 45,372

平成２７ 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

6 繰入金 294,930 181 295,111

補正予算の内容

1
漁業集落排水
事業費

376,180 181 376,361
事務経費

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
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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 119

□ 一般会計繰入金 119

給与改定に伴う繰入金の増

68,599 68,599

152,860 119 152,979

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 119

□

給与改定に伴う職員給与費の増

35,437 35,437

152,860 119 152,979

１．歳　　入

予算現額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 777

□ 一般会計繰入金

給与改定に伴う繰入金の減

630,851 630,851

1,405,690 △ 777 1,404,913

２．歳　　出

予算現額 補正額 補正後の額

△ 777

□ 事務経費(一般管理事務局分）

給与改定に伴う職員給与費の減

780,258 780,258

1,405,690 △ 777 1,404,913

補正されなかった款

歳出合計

事務経費

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

117,423 119 117,542

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２号）の概要

款 補正予算の内容

6 繰入金 84,261 119 84,380

平成２７年度　簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の概要

（単位：千円）

款 補正予算の内容

3 繰入金 774,839 △ 777 774,062

補正されなかった款

歳入合計

（単位：千円）

款 補正予算の内容

一般管理費

補正されなかった款

歳出合計

1 簡易水道事業費 625,432 △ 777 624,655
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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 1,185

□ 一般会計繰入金

給与改定等に伴う繰入金の増

121,226 121,226

188,607 1,185 189,792  

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 1,185

□ 一般管理費

給与改定等に伴う職員給与費の増

32,022 32,022

188,607 1,185 189,792

１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

3 繰入金 8,876 181 9,057 181

□ 一般会計繰入金

給与改定に伴う繰入金の増

42,347 42,347

51,223 181 51,404

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 36,083 181 36,264 一般管理費 181

□ 一般管理費

給与改定に伴う職員給与費の増

15,140 15,140

51,223 181 51,404

歳入合計

款 補正予算の内容

補正されなかった款

歳出合計

平成２７年度　歯科診療所特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

一般会計繰入金

補正されなかった款

平成２７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

補正されなかった款

歳入合計

繰入金

補正されなかった款

歳出合計

補正予算の内容

68,56667,381 1,1855

1 156,585 1,185 157,770

款

総務管理費
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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（７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
移住・定住促進対策事業
（地方創生加速化交付金
事業）

移住定住コーディネー
ターの設置
移住定住相談会の開催
首都圏へのＰＲ活動

15,797 平成29年3月

2 電算システム整備事業

ネットワークの分離
（個人番号利用事務
系、LGWAN接続系、イ
ンターネット接続系）

個人番号利用事務系パ
ソコン認証強化

79,511 平成29年3月

3
海岸漂着物地域対策推進
事業

海岸漂着物処理業務委
託

5,900 平成29年3月

4
汚泥再生処理センター整
備事業

汚泥再生処理施設建設
工事

鉄筋コンクリート
1,424.99㎡（延床面積
2,913.3㎡）

684,000

　本事業は技術提案型の設計施工一括方
式によるものであり、本年度は各種機器
の製作と建屋地階部分の施工を予定して
いたが、各種機器の生産が集中し、一部
機材の製作が困難な状況となったため、
年度内の事業完了が困難となった。

平成29年3月

5
担い手確保・経営強化支
援事業

39経営体、農業用機
械・施設（トラク
ター、田植え機、コン
バイン、ハウス等）

96,297
　2月議会に提案する国の補正予算に伴
う事業のため、年度内での完了が困難と
なった。

平成28年9月

6 畜産クラスター関連事業
繁殖牛舎新築

2棟　397.38㎡
7,212

　建築する牛舎の鉄骨部品が受注生産で
あるため、納品に不測の日数を要するこ
とが判明し、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成28年5月

7 農業基盤整備促進事業

小宮地排水機場

真空ポンプ改修 2台
補給水槽改修 1台
小配管交換　一式

16,000
　真空ポンプの故障が判明し、改修に約
5か月を要するため、年度内の完成が困
難となった。

平成28年8月

8 農業用施設維持管理事業

大江地区

木原工区
送水・揚水管補修

5,700

　県営中山間地域総合整備事業（羊角湾
周辺地区）木原工区の送水・揚水管に漏
水が判明し、工事に約4か月を要するこ
とから年度内の工事完了が困難となっ
た。

平成28年7月

9
林道今田線普通林道開設
事業

今田地区

開設延長Ｌ＝198.0m
Ｌ型擁壁工Ｌ＝28.0m
法面工Ａ＝1,923.0㎡

18,660

　本年度の施工箇所は、一町田財産区と
国の機関である森林管理署が分収林契約
を締結しているため、工事着工時に伐採
範囲の立木の確認作業が必要となった
が、現地の調査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28年5月

　2月議会に提案する国の補正予算に伴
う事業のため、年度内での完了が困難と
なった。
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【一般会計補正予算（７号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

10 漁村再生交付金事業

深海漁港
浮体式係船岸
Ｌ＝15.0ｍ

牧島漁港
浮体式係船岸
Ｌ＝20.0ｍ

31,500

　熊本県からの追加内示による事業費の
増及び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た
め、事業進捗に遅れを生じ、適正工期が
確保出来ず、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成28年12月

11
﨑津漁港漁業集落環境整
備事業

護岸整備

Ｌ＝40.0m
29,500

　熊本県からの追加内示による事業進捗
を図るため、本議会に補正予算を上程し
ているが、適正工期を確保できないた
め、入札残と併せて繰越を行い、効率的
な執行を図りたい。

平成28年12月

12
（仮称）イルカセンター
整備事業

基本構想計画・基本設
計業務委託

5,000

 本年度は、建設推進協議会を設立し
て、地元の意見を聞きながら施設の基本
計画・基本設計を計画していたが、協議
に時間を要し、基本設計業務の年度内の
完了が困難となった。

平成28年6月

13 世界遺産登録推進事業
観光拠点施設ＥＶ充電
設備工事他

39,480

 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29年3月

14
重要景観構成要素修景事
業

旧岩下家（整備活用計
画・基本設計業務委
託）
旧松田家（改修実施設
計業務委託・改修工
事）

25,000
 修景方法に係る文化庁との協議に不測
の日数を要したことから、年度内の事業
完了が困難となった。

平成29年3月

15
「しごと創生」支援事業
（地方創生加速化交付金
事業）

起業創業・事業規模拡
大に取り組む者への支
援

40,000

16
魅力ある観光地域づくり
連携事業（地方創生加速
化交付金事業）

天草の素材を生かした
商品開発やブランド化
推進業務委託

地域ＤＭＯの形成に向
けた調査研究業務委託

宿泊施設等受入体制整
備事業業務委託

天草民泊推進事業業務
委託

32,600

17
自転車を活用した天草の
観光促進事業（地方創生
加速化交付金事業）

サイクリストの受入態
勢、環境整備等業務委
託

1,000

平成29年3月
　2月議会に提案する国の補正予算に伴
う事業のため、年度内での完了が困難と
なった。
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【一般会計補正予算（７号）】
（単位：千円）

№ 事業名 事業内容 繰越額 繰　越　理　由 竣工予定日

18 市道改良（交付金）事業

小ヶ倉線外4路線

道路改良工事費
家屋移転補償
土地購入費

37,079

　工事施工上障害となる家屋や電柱の移
転に係る交渉や橋梁下部工の設計変更に
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28年10月

19 港湾改修事業（交付金）
中田港可動橋改修
一式

2,500

　中田港可動橋の改修において、調査測
量の結果、土台部のコンクリートにク
ラックが発見されたことから腐食診断が
必要となり、この調査に不測の日数を要
したため、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成28年6月

20
熊本天草幹線道路連絡街
路整備事業

建物等調査委託
土地購入費

24,000

　街路整備に伴い補償対象となる建物等
の調査において、関係機関との協議を要
する移転工法案の検討を追加する必要が
判明したため、協議期間を考慮すると年
度内での事業完了が困難となった。ま
た、道路用地については、権利者と合意
に達していないため、年度内の土地購入
が困難となった。

平成29年3月

21 消防格納庫整備事業

倉岳町地区

消防格納庫新築工事
１棟

13,000

　倉岳地区の消防格納庫新築工事につい
ては現格納庫の建て替えであるが、土地
の管理者である熊本県との協議に不測の
日数を要し、年度内での完了が困難と
なった。

平成29年3月

22 防災行政無線整備事業

防災無線整備工事

移動系設備（親局、中
継局、移動局）一式
同報系設備（親局、中
継局、屋外拡声子局）
一式

563,056

　中継局の整備において、環境省への申
請手続き及び携帯キャリア鉄塔利用申請
手続きに不測の日数を要し、また、光
ケーブルを畜産団地内の電柱に敷設する
うえで5月以降立ち入りが可能となるこ
とから年度内での完了が困難となった。

平成28年9月

23 避難路整備事業

御所浦地区

避難路整備工事
L=50m

3,769
　2月議会に提案する国の補正予算に伴
う事業のため、年度内での完了が困難と
なった。

平成28年8月

24
（仮称）有明小学校建設
事業

小学校敷地造成工事 65,000

　造成工事箇所から隣接地への進入路施
行において、隣接地権者への説明協議及
び計画の変更に不測の日数を要したこと
から、年度内の事業完了が困難となっ
た。

平成28年5月

25 現年発生県単独治山施設

手野二丁目

柳原地区
延長Ｌ＝12.0m
擁壁工＝12.0m
法面工Ａ＝25.7㎡

丸田地区
延長Ｌ＝14.0m
擁壁工＝14.0m
法面工Ａ＝67.0㎡

6,386
　入札不調により適正工期の確保ができ
ず、年度内の完了が困難になった。

平成28年10月

26 現年発生補助林業施設

小宮地地区

延長Ｌ＝35.0m
法面工Ａ＝520.0㎡

16,000

　10月に事業着工承認があった林道災害
復旧事業で、法面の工事を行っていた
が、法面内部に亀裂が発生したので、調
査並びに復旧工法の再検討に不測の期間
を要するため年度内完了が困難となっ
た。

平成29年2月
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