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　　　　　　　繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

平成２６年度漁業集落排水事業特別会計
              繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

平成２７年第２回天草市議会（定例会）提出議案

補 正 予 算 関 係 資 料

平成２７年度一般会計補正予算（第１号）の概要

平成２７年度介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要

平成２６年度一般会計
　　　　　　　繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

平成２６年度公共下水道事業特別会計
　　　　　　　繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書

平成２７年度一般会計補正予算（第２号）の概要



１．歳　　入
（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

民生費県補助金 7,700
□プレミアム付き商品券助成事業費 7,700

49,207,498 49,207,498

52,772,818 7,700 52,780,518

２．歳　　出
（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

児童育成費 7,700

□プレミアム付き商品券助成事業 7,700

36,416,674 36,416,674

52,772,818 7,700 52,780,518

歳入合計

3,573,020県支出金

未就学児世帯に対するプレミアム付き商品券助成
事業に係る事業費

補正されなかった款

歳出合計

款 補正予算の内容

3 民生費 16,356,144 7,700 16,363,844

平成２７年度　一般会計補正予算（第１号）の概要

補正予算の内容款

補正されなかった款

15 3,565,320 7,700

未就学児世帯に対するプレミアム付き商品券助成のため
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１．歳　　入
（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

民生費国庫負担金 13,158
□低所得者保険料軽減負担金 13,158

低所得者の介護保険料負担軽減措置のため

民生費国庫補助金 4,819
□子ども・子育て支援事業費 4,819

放課後児童クラブ新規開設のため

商工費国庫補助金 13,220
□次世代自動車充電インフラ整備事業費 13,220

道の駅ＥＶ急速充電器設置のため

土木費国庫補助金 26,347
□社会資本整備総合交付金（道路） 12,047

市道整備に係る交付金の増

□熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 14,300

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業に係る交付金の増

民生費県負担金 6,579
□低所得者保険料軽減負担金 6,579

低所得者の介護保険料負担軽減措置のため

民生費県補助金 4,819
□放課後児童健全育成事業費 4,819

放課後児童クラブ新規開設のため

農林水産業費県補助金 13,700
□くまもと地産地消活動支援等事業費 300

事業採択のため

□畜産競争力強化対策整備事業費 6,010

事業採択のため

□漁村再生交付金事業費 7,390

漁港施設整備に係る交付金の増

商工費県補助金 6,250
□自然環境整備交付金 6,250

緑の村宿泊施設整備に係る交付金

教育費県委託金 700
□県指定推進校事業費 700

新たに指定されたため

民生費寄附金 94
□福祉基金寄附金 94

天草市チャリティーゴルフ大会実行委員会様からの寄附のため

財政調整基金繰入金 267,444
□財政調整基金繰入金 267,444

財源調整のため

農林水産業債 4,600
□漁港施設整備事業債 4,600

漁港施設整備事業費の増

商工債 298,400
□世界遺産関連施設整備事業債 298,400

観光交流施設整備事業費の増

土木債 8,300
□街路整備事業債 8,300

街路整備事業費の増

36,114,641 36,114,641

52,780,518 668,430 53,448,948

県支出金

平成２７年度　一般会計補正予算（第２号）の概要

補正予算の内容

57,544 5,713,390

18

款

14 国庫支出金 5,655,846

歳入合計

21 市債 5,693,600 311,300

3,605,068

50,095

1,960,854

50,001 94

補正されなかった款

6,004,900

繰入金 1,693,410 267,444

15 3,573,020 32,048

17 寄附金
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２．歳　　出
（単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

財産管理費 27,143
□市有財産施設整備事業 27,143

高浜駐在所用地造成等に係る事業費

基金管理費 94
□福祉基金積立金 94

企画費 10,800
□藻類バイオマス調査研究事業 3,240

藻類バイオマス事業の調査・研究委託料

□天草市プロデュースアドバイザー事業 7,560

市の総合プロデュースに係る業務委託料

地域振興費 29,543
□コミュニティセンター整備事業 29,543

瀬戸地区コミュニティセンター施設移転改修等に係る事業費

高齢者支援費 26,316
□介護保険特別会計繰出金 26,316

低所得者の介護保険料負担軽減措置に係る繰出金

児童育成費 14,457
□放課後児童健全育成事業 14,457

農業振興費 300
□くまもと地産地消活動支援等事業 300

ボタンボウフウの加工品開発の推進に係る補助金

畜産振興費 7,212
□畜産クラスター関連事業 7,212

肉用牛繁殖牛舎の整備に係る補助金

漁港建設費 12,100
□漁村再生交付金事業 12,100

漁港施設整備事業費の増

観光費 24,740
□サンタクロースの聖地・天草推進事業 21,240

サンタクロース関連事業の推進に係る事業費

□世界遺産観光受入整備事業 3,500

多言語音声ガイダンスシステム整備委託料

観光施設管理費 47,189
□観光施設整備事業 47,189

世界遺産登録推進費 433,890
□世界遺産登録推進事業 430,090

観光交流施設整備に係る事業費の増

□重要景観構成要素修景事業 3,800

道路新設改良費 9,715
□市道改良（交付金）事業 9,715

市道改良事業費の増

街路事業費 23,000
□熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 23,000

街路整備事業費の増

教育振興費 1,931
□熊本県指定教育研究推進校補助金 700

□グローバル人材育成事業 1,231

外国人留学生と小中学生との交流に係る事業費

16,737,190 16,737,190

52,780,518 668,430 53,448,948

16,404,617

9,402,116

2,764,049

67,580

1,614,551

補正予算の内容

40,773

天草市チャリティーゴルフ大会実行委員会様からの寄附による積立

放課後児童クラブ新規開設に係る施設整備補助金及び運営委託料

16,363,844

505,8191,108,732

いじめ防止推進事業の指定に係る補助金

旧岩下家建物沈下調査に係る委託料

款

2 総務費

3 民生費

2,744,437

9,334,536

5

2,571,332

9 教育費

6 商工費

7

3,955,093

宿泊施設の改修、道の駅ＥＶ急速充電器設置等及
び観光施設用地購入費に係る事業費

歳出合計

補正されなかった款

19,612

土木費

3,953,162

2,538,617 32,715

1,931

農林水産業費
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　３　債務負担行為の追加

      今回
 （H28.4.1～
    H31.3.31）

債務負担額
（千円）

指定管理者名
債務負担額

（千円）

1 本渡 本渡老人福祉センター 13,134
（公社）天草市シルバー
人材センター 14,943

2 牛深 牛深老人福祉センター 13,614 14,152

3 有明 有明老人福祉センター 14,628 15,054

4 倉岳 倉岳老人福祉センター 7,749 8,861

5 河浦 河浦老人福祉センター 12,228 12,458

6 牛深
在宅介護支援サテライト施設ふたう
ら 5,427 6,531

7 牛深 在宅介護支援サテライト施設おにき 8,682 8,975

8 新和 新和高齢者生活福祉センター 21,405 21,817

9 河浦 河浦生活支援ハウス 14,724 17,014

10 本渡 本渡児童センター 19,149 （福）慈雲会 20,044

11 本渡 わくわく本渡児童館 20,216 （福）啓明会 22,048

12 牛深 牛深温泉センター

13 牛深 うしぶか海彩館

14 牛深 宿泊施設やすらぎ荘

15 有明 リップルランド公園 12,300 天草ありあけ（株） 12,425

16 倉岳
倉岳特産品展示販売交流施設（え
びす茶屋） 9,000 （株）くらたけ 13,284

17 栖本 栖本温泉センター 69,705 なごみ屋 59,532

18 新和 新和緑の村 20,367
竜洞山みどりの村運営
協議会 21,070

19 五和 総合交流ターミナル施設ユメール 52,296 （株）プラスファイブ 56,953

20 天草 下田温泉センター 8,775 （株）共立メンテナンス 17,091

21 天草 下田温泉ふれあい館ぷらっと 11,295 下田北地区振興会 11,277

22 天草 藍の岬キャンプ村 5,256 天草西海岸リゾート開発 7,684

23 河浦 総合交流施設愛夢里

24 河浦 河浦海上コテージ

25 天草
天草交流センター　ブルーアイラン
ド天草 3,000

あまくさカラフルツーリズ
ム会 3,839 生涯学習課

（株）うしぶか 20,526

子育て支援課

観光振興課

54,267 （有）愛夢里 57,215

0

高齢者支援課
（福）天草市社会福祉協
議会

番号 地域名 施設名称

前回
（H25.4.1～H28.3.31）

所管課
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

1 保険料 1,735,875 △ 26,316 1,709,559 △ 26,316
□ 現年度分特別徴収保険料 △ 24,605

低所得者の介護保険料負担軽減措置による減

□ 現年度分普通徴収保険料 △ 1,711

低所得者の介護保険料負担軽減措置による減

7 繰入金 26,316
□ 介護給付費繰入金

低所得者の介護保険料負担軽減措置に係る繰入金の増

　

7,268,765 7,268,765

10,686,430 0 10,686,430

補正されなかった款

歳入合計

平成２７年度　介護保険特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

第１号被保険者保険料

1,681,790 26,316 1,708,106 介護給付費繰入金
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平成２６年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

1
地方版総合戦略
策定事業（緊急支
援交付金事業）

10,000,000 地方版総合戦略の策定
　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.5.21 H28.1.31

2
移住・定住促進対
策事業（緊急支援
交付金事業）

7,000,000

移住定住コーディネーター
の設置、移住定住のＰＲ活
動及び情報発信の充実、
体験ツアーの開催

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.6.1 H28.3.31

3

天草市地域公共
交通確保維持改
善事業（緊急支援
交付金事業）

16,522,000

交通ネットワークとして更
なる利便性向上、利用者
増加を目ざした検証
乗合タクシー等の実証・本
格運行

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.4.1 H28.3.31

4

旅行券発行及びプ
ロモーション事業
（緊急支援交付金
事業）

10,000,000

天草エアラインを利用した
宿泊を伴う旅行商品を企
画・PRし、その旅行代金の
一部を助成する旅行券発
行事業に対して補助

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.7.1 H28.3.31

5
牛深支所給排水
衛生施設更新事
業

78,080,000
牛深支所トイレ及び給湯
室等給排水管更新事業

　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判明し、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。

H27.4.3 H27.9.30

6
天草東保健福祉セ
ンター駐車場整備
事業

10,364,000

天草東保健福祉センター
駐車場舗装工事
区画線工一式
舗装工　A=1,830㎡

　舗装面の劣化により利用に支障をきたして
いるため、12月補正にて予算計上を行った
が、適正工期の確保が難しく、年度内の工事
完了が困難となった。

H27.3.25 H27.6.30

7
クリーンセンター施
設整備事業

9,543,000

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
スト搬送コンベア補修工事

　機材の老朽化により不具合が発生し、施設
の稼働に支障をきたしているため、12月補正
にて予算計上を行ったが、補修機材が受注生
産によるものであり、納品に数ヶ月を要するた
め、年度内の事業完了が困難となった。

H27.2.27 H27.6.12

8
汚泥再生処理セン
ター整備事業

386,400,000

実施設計
施設建設
敷地造成　A≒12,000㎡
法面保護　A＝ 6,740㎡

　処理方式の変更と設計の見直し、発注方法
等の検討に期間を要したため、年度内の事業
完了が困難となった。

H26.9.19 H29.3.24

9
青年就農給付金
（経営開始型）事
業

33,750,000
青年（45歳未満）新規就農
者に対する給付金
継続受給者39人分

　3月議会で議決された国の経済対策に伴う
補正予算であるため、年度内での事業完了が
困難となった。

H27.4.1 H27.6.30

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

報告第４号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成２６年度天草市一般会計）」 
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平成２６年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

10
経営体育成支援
事業

24,489,000
人・農地プラン中心経営体
が実施する施設・機械等
の導入に対する補助金

　3月議会で議決された国の経済対策に伴う
補正予算であるため、年度内での事業完了が
困難となった。

H27.3.24 H27.9.30

11
農業後継者支援
（婚活）事業（緊急
支援交付金事業）

2,668,000
結婚相談員の設置及び婚
活イベント事業等の委託

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.4.1 H28.3.31

12
畜産クラスター関
連事業

10,269,000

地域の中心的な畜産経営
体等が実施する家畜飼養
管理施設の整備等に対す
る補助金

　3月議会で議決された国の経済対策に伴う
補正予算であるため、年度内での事業完了が
困難となった。

H27.6.10 H28.3.31

13
今田地区普通林
道開設事業

28,756,000
林道今田線開設工事
Ｌ＝110ｍ

　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。

H27.6.2 H27.11.2

14
水産資源回復・基
盤整備事業

19,000,000
藻場造成等資源回復工事
牛深・天草地区

　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。

H27.3.11 H27.7.31

15
漁港維持補修事
業

10,600,000
船津漁港用地舗装
志柿漁港用地舗装等

　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月補正にて予
算計上を行ったが、適正工期の確保が難しく、
年度内の工事完了が困難となった。

H27.6.1 H27.9.30

16
漁村再生交付金
事業

56,244,000

深海漁港
浮体式係船岸　L=30m

横浦漁港
漁業集落道　L=240m

　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
入が困難となり、年度内の事業完了が困難と
なった。

　漁業集落道の整備については、側溝布設、
舗装工事等を護岸および埋立完了後に実施
することとしていたが、護岸および埋立の完了
が年度末となり、年度内の事業完了が困難と
なった。

H27.4.30 H27.12.11

17
単独漁港整備事
業

10,600,000

長浦漁港船隠集落道整備
工事　L=55m
砂月漁港海岸施設改良工
事　L=55m

　工事発注が集中し、資材及び人員等の確保
が困難な状況となり、工事発注の平準化を
図ったため、年度内の事業完了が困難となっ
た。

H27.3.11 H27.8.10

18
水産研究センター
指導船改修事業

8,000,000
エンジンの交換及び船体
の艤装

　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係る設計に期間を
要したため、年度内の事業完了が困難となっ
た。

H27.4.27 H27.7.31
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平成２６年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

19
水産基盤機能保
全事業

23,042,000
水産物供給基盤機能保全
計画策定業務委託

　国の補助対象施設の見直しにより、国の変
更計画の承認を受ける必要があったため、年
度内での事業完了が困難となった。

H27.6.1 H27.12.25

20
商品券発行事業
（緊急支援交付金
事業）

200,000,000
プレミアム商品券発行事
業

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.5.1 H28.3.31

21

天草市起業創業・
中小企業支援セン
ター事業（緊急支
援交付金事業）

52,224,000
天草市起業創業・中小企
業支援センター運営委託

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.4.1 H28.3.31

22
地域創業支援施
設整備事業（緊急
支援交付金事業）

33,300,000
旧御領鬼池小学校校舎改
修
五和支所2階フロア改修

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.8.1 H28.1.31

23
世界遺産観光受
入整備事業（緊急
支援交付金事業）

6,000,000
案内誘導看板の設置、盤
面修正及び多言語化整備
事業

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.7.1 H28.3.10

24
観光プロモーショ
ン事業（緊急支援
交付金事業）

19,900,000

世界遺産登録候補地とし
てのPR（各種メディア活
用）
特別テレビ番組の放映
ANA航空機を活用した情
報発信

　3月議会で議決された国の地域住民生活等
緊急支援交付金事業に伴う補正予算であるた
め、年度内での事業完了が困難となった。

H27.5.30 H28.3.31

25
市道維持補修事
業

13,000,000
本渡枦宇土線道路舗装工
事外1件  L=382ｍ

　豪雨及び台風災害により、公共土木施設や
農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の
人材確保等が困難な状況となり、工事発注の
平準化を図ったため、年度内の事業完了が困
難となった。

H27.4.1 H27.6.18

26
市道改良（単独）
事業

47,031,000
大渡市平線道路改良工事
外12件
L=1540ｍ

　豪雨及び台風災害により、公共土木施設や
農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の
人材確保等が困難な状況となり、工事発注の
平準化を図ったため、年度内の事業完了が困
難となった。

H27.4.1 H27.7.31

27
市道改良（交付
金）事業

50,000,000
奈久葉峠線道路改良（3号
トンネル）その2工事外1件
L=197ｍ

　奈久葉峠線（3号トンネル）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、対策工法の検討のため県との協議
に不測の日数を要し、施工内容の見直しによ
り予定より長期の工期が必要となったため、年
度内の事業完了が困難となった。

H27.2.25 H28.3.31
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平成２６年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

28
橋梁維持補修事
業

21,000,000

瀬戸歩道橋橋梁改修工事
ワイヤーロープ取替 1式

通天橋橋梁改修工事  航
路標識灯取替 1式

　瀬戸歩道橋の巻き上げワイヤーロープの定
期交換工事を高校生等の通学の支障になら
ない期間での施工要望があり、春休み期間の
工事施工としたため、年度内の事業完了が困
難となった。

　通天橋航路灯の異常が確認され早急な取替
が必要となったが、設計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。

H27.1.9 H27.9.30

29
排水路等整備事
業

11,700,000
堀地区排水路整備工事
外5箇所

　豪雨及び台風災害により、公共土木施設や
農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の
人材確保等が困難な状況となり、工事発注の
平準化を図ったため、年度内の事業完了が困
難となった。

H27.3.31 H27.8.31

30
単独河川整備事
業

5,100,000
西迫川河川改修工事
外１箇所

　梅雨時期までに整備を行う必要があったた
め、12月補正にて予算計上を行ったが、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。

H27.2.27 H27.6.30

31
熊本天草幹線道
路連絡街路整備
事業

42,182,000

(都)今釜本渡港線
(都)下川原茂木根線

地質調査・解析　 N=5箇所
道路設計　　　　　 L=610m
橋梁(市安橋)設計L=28m
用地測量 　　　　  N=28筆

　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、調査・測
量・設計に必要な期間を確保することができな
かったため、年度内の完了が困難となった。

H27.1.23 H27.9.30

32
都市計画道路整
備事業

6,600,000

(都)太田町水の平線

測量・設計
A=0.08㎞、L=0.9㎞

　交差点計画における熊本県公安委員会との
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。

H26.9.10 H27.6.30

33
消防格納庫整備
事業

29,846,000
消防格納庫新築（牛深・倉
岳・天草・河浦地区）　4棟

　工事施工にあたり、作業員の確保や資材調
達に支障が生じたため、年度内の完成が困難
となった。

H27.1.22 H27.10.30

34
防火水槽整備事
業

19,691,000
防火水槽新設（本渡・有
明・栖本・天草・河浦地区）
5基

　防火水槽設置箇所の地権者との協議に期
間を要し、発注が遅くなったことから、年度内
の完成が困難となった。

H27.1.22 H27.7.13

35
小学校施設営繕
事業

2,600,000
本渡北小学校給食用昇降
機改修工事

　給食がない春休み期間中に改修工事を行う
必要があったため、年度内の工事完了が困難
となった。

H27.1.21 H27.4.24
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平成２６年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

36
（仮称）有明小学
校建設事業

9,000,000
（仮称）有明小学校建設関
連有明支所車庫解体工事

　年度末に公共工事が集中し、発注後の人材
確保等が困難な状況となり、工事発注の平準
化を図ったため、年度内の工事完了が困難と
なった。

H27.4.15 H27.6.15

37
中学校施設整備
事業

82,618,000
御所浦中学校プール建設
工事

　3月議会で議決された国の補正予算に伴う
事業であるため、年度内での事業完了が困難
となった。

H27.6.22 H28.2.29

﨑津地区電線等地中化調
査委託

　世界遺産登録に向けた景観整備の推進の
ため12月補正にて予算計上を行ったが、適正
な履行期間の確保が難しく、年度内の事業完
了が困難となった。

H27.2.27 H27.10.30

拠点観光施設整備実施設
計業務委託

　本設計は「天草市文化的景観整備管理委員
会」において審査することとなっており、委員
会開催が当初計画より遅れたため、年度内の
事業完了が困難となった。

H26.12.5 H27.5.29

39
﨑津地区街なみ環
境整備事業

18,000,000
﨑津地区公衆トイレ整備
工事

　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
備管理委員会」において審査することとなって
おり、設計の審査に期間を要したことから、年
度内の事業完了が困難となった。

H27.3.25 H27.7.31

40
重要景観構成要
素修景事業

11,580,000
みなと屋・森田家修景事
業

　修景方法に係る文化庁との協議等に不測の
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。

H27.1.23 H27.9.30

41
体育施設整備事
業

10,822,000

牛深グラウンド擁壁改修
工事
　施工延長　Ｌ＝100.1ｍ
　擁壁工　　 Ｌ＝  98.3ｍ
　階段工　　 1式

　牛深グラウンド外周擁壁の劣化により、危険
な状態で利用に支障をきたしているため、12
月補正にて予算計上を行ったが、材料及び労
力の確保が難しく年度内の工事完了が困難と
なった。

H27.3.11 H27.7.15

42
現年発生農地・農
業用施設災害復
旧事業

95,000,000

正の塚地区農地災害復旧
工事外53件
　農地28件
　施設26件

　豪雨及び台風災害により、農業施設や公共
土木施設に多数の被害が生じ、発注後の人
材確保等が困難な状況となり、工事発注の平
準化を図ったため、年度内の工事完成が困難
となった。

H27.1.14 H27.8.11

43
現年発生県単独
治山施設

16,670,000
単県治山事業
天草市本渡町外6箇所

　県単独補助事業の決定が12月にあり、適正
工期の確保が難しく、年度内の事業完了が困
難となった。

H27.1.16 H27.6.1

44
現年発生補助公
共土木施設

80,000,000
山の口川河川災害復旧工
事外27箇所

　豪雨及び台風災害により、公共土木施設や
農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の
人材確保等が困難な状況となり、工事発注の
平準化を図ったため、年度内の事業完了が困
難となった。

H27.3.23 H27.6.30

38
世界遺産登録推

進事業
11,912,000
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平成２６年度　一般会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

45
現年発生単独公
共土木施設

37,000,000
其の河内線道路災害復旧
工事外43箇所

　豪雨及び台風災害により、公共土木施設や
農業用施設に多数の被害が生じ、発注後の
人材確保等が困難な状況となり、工事発注の
平準化を図ったため、年度内の事業完了が困
難となった。

H27.3.23 H27.6.30

46
観光施設災害復
旧事業

5,905,000
遠見山すいせん公園災害
復旧工事

　すいせんの開花の期間と重ならないように
施工する必要があったため、適正工期の確保
が難しい状況となり、年度内の事業完了が困
難となった。。

H27.4.17 H27.6.26
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平成２６年度　公共下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
（単位：円）

1
本渡地区浸水対
策事業

23,000,000
小松原雨水幹線築造工事
雨水渠築造L=86ｍ

　用地交渉に期間を要したため、年度内の工
事完成が困難となった。

H26.5.20 H27.12.14

2
本渡公共下水道
更新事業

12,200,000

本渡浄化センター吸音材
改修工事
石綿除去工A=812㎡
仮設工等　一式

　施工箇所の一部区域が別の電気改修工事
と重複したため、年度内の工事完成が困難と
なった。

H27.1.30 H27.5.29

平成２６年度　特定環境保全公共下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
（単位：円）

1
高浜地区未普及
解消事業

38,400,000

高浜地区管渠布設工事
φ150　L=712.95ｍ
φ75　　L=27.7ｍ
舗装復旧工　一式

　入札不調による再入札や、工事区域の建物
詳細調査に不測の日数を要したため、年度内
の工事完成が困難となった。

H26.9.24 H27.12.14

平成２６年度　漁業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書に係る繰越理由書
（単位：円）

1
本郷地区漁業集
落環境整備事業

15,000,000

本郷漁業集落排水処理施
設改修工事
鉄骨平屋建1棟改修
A＝179㎡
建築機械設備工　一式
建築電気設備工　一式
水槽部耐震改修　6池
A=176㎡

　工事設計を進める中で、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。

H27.2.17 H27.9.30

着工日
（予定）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由

着工日
（予定）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由
着工日
（予定）

竣工日
（予定）

No 事業名 繰越額 事業内容 繰越理由

報告第５号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成２６年度天草市公共下水道事業特別会計）」 

報告第６号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成２６年度天草市特定環境保全公共下水道事業特別会計）」 

報告第７号「繰越明許費繰越計算書の報告について（平成２６年度天草市漁業集落排水事業特別会計）」 
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