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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

災害復旧費分担金 500
□治山施設災害復旧費 500

民生費国庫負担金 7,609
□国民健康保険基盤安定費 7,605

□低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 4

災害復旧費国庫負担金 26,680
□公共土木施設災害復旧事業費 26,680

総務費国庫補助金 7,500
□離島活性化交付金 7,500

民生費国庫補助金 79,605
□29年度臨時福祉給付金事業費 8,583

□保育所等整備交付金 71,022

土木費国庫補助金 △ 92,347
□熊本天草幹線道路連絡街路整備事業費 △ 92,347

教育費国庫補助金 72,519
□学校施設環境改善交付金 72,519

民生費県負担金 2,962
□国民健康保険基盤安定費 16,581

□後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 13,621

□低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 2

農林水産業費県補助金 152,299
□生産総合（強い農業づくり交付金）事業費 △ 120,000

□産地パワーアップ事業費 229,075

□中山間地域所得向上支援対策事業補助金 20,750

□担い手確保・経営強化支援事業費補助金 22,474

商工費県補助金 11,405
□熊本県まちなかづくり推進事業費補助金 592

□6次産業化ネットワーク活動交付金 10,813

土木費県補助金 3,000
□土砂災害危険住宅移転促進事業費 3,000

平成27年度低所得者保険料軽減負担金の精算に伴う増

牛深商店街振興組合が行う防犯カメラの設置に係る補助金

市内事業所が行う加工施設等の整備に係る補助金

土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に係る補助金

国民健康保険基盤安定費の決定に伴う増

603,039

14 国庫支出金

御所浦地域災害対策貯水槽整備事業に係る交付金

平成29年度臨時福祉給付金の支給準備に係る補助金

本渡ふたば保育園の施設整備に係る補助金

産地パワーアップ事業費の追加内示に伴う補助金の増

平成２８年度　一般会計補正予算（第７号）の概要

款 補正予算の内容

6月の豪雨による人家裏山の災害復旧事業に係る受益者分担金

602,539 50012
分担金及び
負担金

平成27年度低所得者保険料軽減負担金の精算に伴う増

15 県支出金

10月の豪雨による道路等の災害復旧事業に係る負担金

事業不採択による補助金の減

ミニトマト研修施設の建設に係る補助金

中心経営体が行う農業機械の導入に係る補助金

社会資本整備総合交付金の確定に伴う補助金の減

本渡東小学校及び有明小学校の施設整備に係る補助金

4,140,839 173,099 4,313,938

国民健康保険基盤安定費の決定に伴う増

平成28年度保険基盤安定費負担金の確定に伴う減

6,635,944 101,566 6,737,510
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補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

災害復旧費県補助金 3,433
□治山施設災害復旧費 3,433

総務費寄附金 800
□熊本地震に対する寄附金 800

教育費寄附金 1,010
□図書購入寄附金 1,010

錦戸企業グループ様他１名からの寄附のため

財政調整基金繰入金 △ 1,032,245
□財政調整基金繰入金 #########

財源調整のため

繰越金 2,301,737
□繰越金 2,301,737

前年度繰越金確定のため

雑入 602
□職員駐車場使用料 378

新庁舎建設に伴う民間駐車場の利用に係る使用料

□長寿社会づくりソフト事業費交付金 224

事業採択による公益財団法人地域社会振興財団からの交付金

総務債 △ 54,100
□地域情報化事業債 △ 61,300

□体育施設整備事業債 7,200

新和Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館改修に係る市債の増

土木債 △ 26,600
□港湾改修事業債 13,000

中田港区可動橋の改修工事等に係る市債の増

□街路整備事業債 △ 39,600

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業に係る市債の減

教育債 283,800
□小学校施設整備事業債 283,800

本渡東小学校及び有明小学校の建設に係る市債

災害復旧債 83,300
□現年発生補助災害復旧事業債（公共土木施設） 13,300

道路等の災害復旧事業に係る市債

□現年発生単独災害復旧事業債（庁舎） 70,000

34,601,869 34,601,869
53,681,365 1,833,469 55,514,834

#REF!

20 諸収入 566,601 602 567,203

19 繰越金 1 2,301,737 2,301,738

17 寄附金 202,753 1,810 204,563

18

㈱ミールワークス様、浜博也後援会様からの寄附のため

歳入合計

市債 4,957,943 286,400 5,244,34321

補正されなかった款

6月の豪雨による人家裏山の災害復旧事業に係る補助金

コミュニティＦＭ局の整備等に係る市債の減

庁舎（本館）の解体に係る市債

繰入金 1,972,876 △ 1,032,245 940,631
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２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

議会費 1,010
□議員報酬 1,010

議員報酬の改定に伴う期末手当の増

基金管理費 1,150,870
□財政調整基金積立金 1,150,870

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 5,438
□コミュニティセンター整備事業 5,438

電算情報処理費 △ 78,660
□天草市コミュニティエフエム局設置事業 △ 78,660

庁舎建設費 73,285
□天草市庁舎建設事業 73,285

本館解体工事及び民間駐車場借上げに係る事業費の増

被災地支援費 7,200
□被災者等宿泊助成事業（熊本地震被災地支援事業）

被災者等が市内に宿泊する際の宿泊費助成の増

社会福祉総務費 9,827
□国民健康保険特別会計繰出金 963

保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出金の増

□地域医療対策事業 281

あまくさメディカルネットへの新規参加に伴う補助金の増

□29年度臨時福祉給付金事業 8,583

平成29年度臨時福祉給付金の支給準備に係る事業費

高齢者支援費 △ 50,061
□介護保険特別会計繰出金 △ 50,061

平成27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 △ 18,997
□後期高齢者医療広域連合負担金 2,941

平成27年度療養給付費負担金の確定に伴う負担金の増

□後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 21,938

平成27年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

保育所費 106,533
□保育所等緊急整備事業 106,533

本渡ふたば保育園の施設整備に係る補助金

塵芥処理費 19,980
□クリーンセンター施設整備事業 19980

浄化槽市町村整備推進費 11
□浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 11

平成27年度決算額の確定等に伴う繰出金の増

4 衛生費 5,972,245 45,680 6,017,925

2 総務費 8,010,378 1,194,120 9,204,498

3 民生費 17,717,627 45,058 17,762,685

款 補正予算の内容

1 議会費 268,429 606 269,035 人事異動等に伴う職員給与費の減 △ 404

栖本、大浦地区コミュニティセンター及び魚貫地区振興会
事務所の整備工事に係る事業費の増

西天草クリーンセンターの施設改修に係る事業費の増

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

コミュニティエフエム局の設置工事の事業工程変更に伴う
事業費の減

人事異動等に伴う職員給与費の減

35,987

△ 2,244

17,584
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

斎場費 △ 4,770
□斎場事業特別会計繰出金 △ 4,770

平成27年度決算額の確定に伴う繰出金の減

水道費 27,226
□上水道事業会計補助金 27,595

□簡易水道事業会計繰出金 △ 369

平成27年度決算額の確定等に伴う繰出金の減

病院費 △ 14,351
□病院事業会計繰出金 224

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 △ 18,883

平成27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 4,308

歯科診療収入減少等に伴う繰出金の増

農業委員会費 3,173
□農地流動化奨励金交付事業 3,173

交付見込み額の増に伴う奨励金の増

農業振興費 163,706
□生産総合（強い農業づくり交付金）事業 △ 144,000

事業不採択による補助金の減

□産地パワーアップ事業 257,732

□中山間地域所得向上支援対策事業補助金 27,500

□担い手確保・経営強化支援事業 22,474

畜産振興費 1,000
□集落連携放牧モデル事業 1,000

農業施設管理費 3,299
□農業施設管理費 3,299

農業集落整備費 △ 2,358
□下水道事業会計補助金（農集） △ 2,358

人件費の確定等に伴う補助金の減

漁業集落整備費 △ 2,906
□下水道事業会計補助金（漁集） △ 2,906

人件費の確定等に伴う補助金の減

商工振興費 27,454
□天草市住宅リフォーム助成事業 25,000

□商品券発行事業 1,270

□天草市商店街共同施設等補助事業 1,184

人事異動等に伴う職員給与費の増

5 農林水産業費 3,060,029 136,566 3,196,595 人事異動等に伴う職員給与費の減

中心経営体が行う農業機械の導入に係る補助金

天草黒牛の放牧及び有害鳥獣対策に係るモデル事業
の実施に伴う補助金

天草ブルーガーデン運営及び農業施設の修繕に係る
事業費の増

6 商工費 1,341,189 99,625 1,440,814

市内事業者が行うミニトマト及びキュウリ等の栽培施設建設
に係る補助金の増

20,906

高料金対策及び御所浦地域災害対策貯水槽整備事業等
に係る補助金の増

ＪＡあまくさが行うミニトマト研修施設の建設に係る補助金

△ 29,348

申請件数の増加見込みに伴う補助金の増

牛深商店街振興組合が行う防犯カメラの設置に係る補助金

住宅リフォーム事業費の増額に伴う事業費の増
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

6次産業推進費 14,417
□6次産業化推進事業 14,417

観光費 12,400
□観光宣伝事業（がんばる天草支援事業） 12,400

観光施設管理費 21,644
□観光施設管理経費 11,445

□（仮称）イルカセンター整備事業 10,199

世界遺産登録推進費 2,804
□世界遺産登録推進事業 2,804

道路維持費 4,000
□市道維持補修事業 4,000

平成29年度の事業実施に向けた測量設計委託料の増

道路新設改良費 12,100
□市道改良（単独）事業 12,100

平成29年度の事業実施に向けた測量設計委託料の増

河川総務費 3,000
□土砂災害危険住宅移転促進事業費 3,000

土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に係る補助金

河川管理費 2,000
□排水路等整備事業 2,000

平成29年度の事業実施に向けた測量設計委託料の増

港湾管理費 2,300
□港湾施設維持補修事業 2,300

平成29年度の事業実施に向けた測量設計委託料の増

港湾建設費 7,000
□港湾改修事業（交付金） 7,000

街路事業費 △ 126,732
□熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 △ 126,732

下水道費 △ 7,045
□下水道事業会計補助金（公共・特環） △ 7,045

人件費の確定等に伴う補助金の減

災害対策費 15,838

□災害対策費（職員給）

小学校建設費 377,162
□本渡東小学校建設事業 106,071

□有明小学校建設事業 265,255

9 教育費 4,084,750 348,680 4,433,430

7 土木費 2,833,039 △ 99,555 2,733,484

8 消防費 2,911,056 17,539 2,928,595

10月に発生した台風及び豪雨に伴う警戒体制及び避難所
開設に係る時間外勤務手当の増

人事異動等に伴う職員給与費の増

観光案内看板の設置及び指定管理施設の修繕等
に係る事業費の増

設計業務に係る業者選定方式の変更に伴う事業費の増

世界遺産候補の名称変更に伴う事業費の増

人事異動等に伴う職員給与費の増

中田港区可動橋の改修工事に係る事業費の増

社会資本整備総合交付金の確定に伴う事業費の減

本渡東小学校の施設整備に係る事業費の増

有明小学校の施設整備に係る事業費の増

市内事業者が行う加工施設等の整備に係る補助金

福岡都市圏での観光プロモーション等に係る事業費の増

3,822

1,701

△ 31,428人事異動等に伴う職員給与費の減
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予算現額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

□小学校施設営繕事業 5,836

中学校建設費 1,936
□中学校施設営繕事業 1,936

図書館費 1,010
□図書館費事務経費 1,010

林業施設災害復旧費 5,150
□現年発生県単独治山施設 5,150

公共土木施設災害復旧費 40,000
□現年発生補助公共土木施設 40,000

7,009,642 7,009,642

53,681,365 1,833,469 55,514,834

特別に支援を要する生徒の入学に伴う施設整備に係る
事業費の増

錦戸企業グループ様他1名様からの寄附金による
図書購入費

補正されなかった款

45,150 518,131

　治山1件（有明）

10月の豪雨による道路等の災害復旧事業に係る事業費

6月の豪雨による人家裏山の災害復旧事業に係る事業費

　河川1件（河浦）、道路5件（五和4件、河浦1件）

歳出合計

10 災害復旧費 472,981

特別に支援を要する児童の入学に伴う施設整備に係る
事業費の増
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

療養給付費等負担金 31,618
□ 療養給付費等負担金 64,314

療養給付費見込額の増による増

□ 後期高齢者支援金等負担金 △ 22,378

支援金額の決定による減

□ 介護納付金負担金 △ 10,318

納付金額の決定による減

1,188

□ 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金

システム改修等費用に係る国庫補助金

都道府県財政調整交付金 △ 180,000
□ 都道府県財政調整交付金 ########

県財政調整交付金の率の改定等による見込額の減

5 療養給付費交付金 △ 204,982
□ 退職被保険者等分交付金 ########

交付金額の決定による減

6 前期高齢者交付金 308,603
□ 前期高齢者交付金 308,603

交付金額の決定による増

一般会計繰入金 963
□ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 17,039

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） 15,210

保険基盤安定負担金確定による増

□ 職員給与費等繰入金 2,708

前年度繰入金精算による増、職員給与費の減

□ 出産育児一時金繰入金 3,349

前年度繰入金精算による増

□ 財政安定化支援事業繰入金 640

前年度県内示額との精算による増

□ その他繰入金 △ 37,983

前年度繰入金精算による減

その他の繰越金 362,228
□ 一般被保険者分 362,228

前年度繰越金確定のため

5,484,428 5,484,428

15,350,830 319,618 15,670,448

国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金

平成２８年度　国民健康保険特別会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

3 国庫支出金 3,977,600 32,806 4,010,406

4 県支出金 848,600 △ 180,000 668,600

療養給付費
交付金

618,000 △ 204,982 413,018

前期高齢者
交付金

2,934,200 308,603 3,242,803

963 1,338,964

10 繰越金 150,001 362,228 512,229

補正されなかった款

歳入合計

9 繰入金 1,338,001

-8-



２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 1,764
□ 一般管理費 △ 1,764

人事異動等に伴う職員給与費の減

連合会負担金 553
□ 連合会負担金 553

保険者データヘルス支援システム開発に係る負担金

医療費適正化特別対策事業費 △ 10,349
□ 医療費適正化特別対策事業費 △ 10,349

保健事業業務委託料の予算組み替えによる減

一般被保険者療養給付費 409,000
□ 一般被保険者療養給付費

療養給付費の増加が見込まれるため

退職被保険者等療養給付費 △ 142,000
□ 退職被保険者等療養給付費

療養給付費の減少が見込まれるため

一般被保険者療養費 △ 4,300
□ 一般被保険者療養費

療養費の減少が見込まれるため

一般被保険者高額療養費 122,000
□ 一般被保険者高額療養費

高額療養費の増加が見込まれるため

退職被保険者等高額療養費 △ 24,000
□ 退職被保険者等高額療養費

高額療養費の減少が見込まれるため

3 後期高齢者支援金 △ 83,489
□ 後期高齢者支援金 △ 83,489

支援金額決定による減

後期高齢者関係事務費拠出金 △ 86
□ 後期高齢者関係事務費拠出金 △ 86

拠出金額決定による減

4 前期高齢者納付金 △ 957
□ 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 △ 31
□ 前期高齢者関係事務費拠出金

拠出金額決定による減

介護納付金 △ 34,992
□ 介護納付金 △ 128,026

納付金額決定による減

保健衛生普及費 10,349
□ 保健衛生普及費 △ 983

保健事業業務委託料の予算組み替えによる増

保険福祉総合施設管理費 57
□ 保険福祉総合施設管理費

人事異動等に伴う職員給与費の増

国庫支出金等償還金 79,627
□ 国庫支出金等償還金 93,996

前年度交付金額確定による返還金

3,659,701 3,659,701

15,350,830 319,618 15,670,448

補正予算の内容

1 総務費 159,656 △ 11,560 148,096

後期高齢者支
援金等

1,432,180 △ 83,575 1,348,605

款

2 保険給付費 9,312,587 360,700 9,673,287

前期高齢者納
付金等

1,930 △ 988 942

6 介護納付金 609,000 △ 34,992 574,008

補正されなかった款

8 保健事業費 158,794 10,406 169,200

11 諸支出金 16,982 79,627 96,609

歳出合計
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

4,821

□ 746

前年度支払基金交付金の確定による増

△ 33,645

□介護給付費繰入金 △ 33,645

前年度介護給付費の確定による減

地域支援事業繰入金（介護予防事業） △ 2,087

□地域支援事業繰入金（介護予防事業）現年度分 △ 2,087

前年度事業費の確定による減

△ 1,778

□地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分

前年度事業費の確定による減

その他一般会計繰入金 △ 12,561

□職員給与費等繰入金 △ 6,707

職員給与費の減

□事務費繰入金 △ 5,854

前年度事務費の確定による減

低所得者保険料軽減繰入金 10

□低所得者の保険料軽減に要する費用（過年分）

前年度軽減保険料の確定による増

繰越金 288,177

□繰越金 220,072

　 前年度繰越金確定のため

6,243,382 6,243,382

10,937,153 242,937 11,180,090

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 1,502

□一般管理費

　人事異動等に伴う職員給与費の減

128,323

□財政調整基金積立金 140,221

　前年度剰余金の基金積み立て

国庫支出金等償還金 116,116

□国庫支出金等返還金 116,116

　前年度介護給付費等返還金

10,664,631 10,664,631

10,937,153 242,937 11,180,090

介護給付費繰入金

平成２８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

4
支払基金交
付金

2,914,774 4,821 2,919,595
介護給付費交付金

支払基金交付金過年度分

7 繰入金 1,778,763 △ 50,061 1,728,702

地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)

8 繰越金 234 288,177 288,411

財政調整基金積立金

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 265,782 △ 1,502 264,280

121,350

補正されなかった款

6 基金積立金 1,506 128,323 129,829

歳出合計

8 諸支出金 5,234 116,116

-10-



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 △ 18,161

□保険基盤安定繰入金 △ 18,161

保険基盤安定負担金の確定による減

事務費繰入金 △ 3,777

□事務費繰入金 △ 5,645

前年度事業費の確定による減

□職員給与費等繰入金 1,868

職員給与費等の増

繰越金 5,645

□繰越金 5,645

前年度繰越金確定のため

698,704 698,704

1,185,983 △ 16,293 1,169,690

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 1,868

□一般管理費 1,868

人事異動等に伴う職員給与費の増

△ 18,161

□熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 18,161

保険基盤安定負担金の減

35,576 35,576

1,185,983 △ 16,293 1,169,690

平成２８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

4 繰入金 487,278 △ 21,938 465,340

5 繰越金 1 5,645 5,646

1,092,119
熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

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 40,127 1,868 41,995

熊本県後期高
齢者医療広域
連合納付金

補正されなかった款

歳出合計

2 1,110,280 △ 18,161

-11-



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 11

□ 一般会計繰入金

152

△ 141

繰越金 141

□ 繰越金

75,244 75,244

151,423 152 151,575

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総務費 152

□

人事異動等に伴う職員給与費の増

32,654 32,654

151,423 152 151,575

平成２８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

6 繰入金 76,178 11 76,189

職員給与費の増

前年度繰越金確定に伴う減

7 繰越金 1 141 142

事務経費

補正されなかった款

歳出合計

前年度繰越金確定のため

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

118,769 152 118,921
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

△ 369

□ 一般会計繰入金

職員給与費の増 974

前年度繰越金確定に伴う減 △ 1,343

1,343

□ 繰越金

前年度繰越金確定のため 1,343

664,656 664,656

1,392,808 974 1,393,782

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

974

□ 事務経費（一般管理費事務局分） 974

人事異動等に伴う職員給与費の増 1,343

785,477 785,477

1,392,808 974 1,393,782

繰越金

平成２８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

一般会計繰入金
3 繰入金 728,151 △ 369 727,782

4 繰越金 1 1,343 1,344

補正予算の内容

1
簡易水道事業
費

607,331 974 608,305
一般管理費

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

国民健康保険診療施設費県補助金 576

□ 総合診療専門医育成支援設備整備事業補助金

遠隔医療通信機器の購入に係る補助金

一般会計繰入金 △ 18,883

□ 一般会計繰入金

職員給与費等の増 1,675

前年度繰越金確定に伴う減 △ 20,558

繰越金 20,558

□ 繰越金 20,558

前年度繰越金確定のため

99,007 99,007

217,252 2,251 219,503  

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 1,386

□ 一般管理費 1,386

人事異動等に伴う職員給与費等の増

865

□ 医療用機械器具費 865

遠隔医療通信機器の購入費の増

601 601

217,252 2,251 219,503

平成２８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

5 繰入金 118,244 △ 18,883 99,361

0 576 5763 県支出金

1 20,558 20,559

医業費

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

35,691 865 36,556

180,960 1,386 182,3461 総務管理費

補正されなかった款

歳出合計

2 医業費

6 繰越金
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１．歳　　入 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

歯科診療収入 △ 4,000

□ 診療収入 △ 4,000

診療収入の減

一般会計繰入金 4,308

□ 一般会計繰入金

診療収入の減少に伴う増 4,000

職員給与費の増 1,152

前年度繰越金確定に伴う減 △ 844

繰越金 844

□ 繰越金 844

前年度繰越金確定のため

1,238 1,238

60,396 1,152 61,548

２．歳　　出 （単位：千円）

予算現額 補正額 補正後の額

一般管理費 1,152

□ 一般管理費 1,152

人事異動等に伴う職員給与費等の増

24,845 24,845

60,396 1,152 61,548

補正予算の内容

25,700

33,765

4

平成２８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

△ 4,000

29,457 4,308一般会計繰入金3

844 845

1,152 36,703

補正されなかった款

歳出合計

1 歯科診療収入 29,700

款

繰越金 1

1 総務管理費 35,551
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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 △ 4,770

□ 一般会計繰入金 △ 4,770

前年度繰越金確定に伴う減

繰越金 4,770

□ 繰越金 4,770

前年度繰越金確定のため

4,005 4,005

93,461 0 93,461

4,771

補正されなかった款

平成28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

3 繰入金 89,455 △ 4,770 84,685

歳入合計

4 繰越金 1 4,770
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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
コミュニティセンター整
備事業

魚貫地区振興会事務室
拡張工事
魚貫地区振興会事務室
拡張工事監理業務委託

6,375

　施設を利用する関係団体との協議により
当初の設計を見直すこととなり、不足分を12
月補正予算にて予算計上を行うものである
が、適正工期の確保が困難であるため、年
度内での完了が困難となった。

平成29年5月

2 天草市庁舎建設事業 庁舎本館等解体工事 70,000

　天草市庁舎本館等解体工事の施工にあ
たり、12月補正予算にて予算計上を行うも
のであるが、適正工期の確保が困難である
ため、年度内での完了が困難となった。

平成29年6月

3 保育所等緊急整備事業
私立保育園整備補助
（本渡ふたば保育園改
築）

106,533

　保育所等整備交付金を活用して、本渡ふ
たば保育園の園舎改築を行うものである
が、国の追加採択に伴う事業であるため、
年度内での完了が困難となった。

平成29年12月

4
クリーンセンター施設整
備事業

西天草クリーンセンター
№2灰出コンベア更新工
事

19,980

　西天草クリーンセンターの主要設備に異
常が生じ、施設の稼働に支障をきたしてい
るため早急に更新を行いたいが、対象設備
の更新は受注生産となり、納期に約４カ月を
要するため、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成29年6月

5 漁村再生交付金事業

砂月漁港　排水路改良1
式
横浦漁港　突堤L=20ｍ
牧島漁港　浮体式係船
岸L=15m

60,000

 　入札不調による再入札により、予定工期
内に当初工事が完了しなくなったため、追加
工事の年度内完了が困難となった。また、
当初予定していなかった漏水対策工事が必
要となったが、調査設計等に相当の期間を
要するため、年度内の事業完了が困難と
なった。

平成29年12月

6
海岸堤防等老朽化対策
事業

長寿命化計画策定一式 10,000

　本事業の積算に使用する歩掛がないた
め、熊本県において、県内統一の標準歩掛
を海岸担当部局で協議し、作成することとし
ているが、歩掛作成に不測の日数を要して
おり、年度内の事業完了が困難となった。

平成29年8月

7
﨑津漁港漁業集落環境
整備事業

護岸整備L=30m、水門
工1式、集落道L=770ｍ

100,000

　水門工において、道路全副の掘削をする
ための仮設道路及び地下埋設物の仮設計
画策定等に不測の日数を要し、水門改良及
び改良後に実施する予定である道路工事等
の年度内事業完了が困難となった。

平成29年8月
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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

8
６次産業化ネットワーク
活動交付金

車海老処理加工施設整
備

14,417
　国の平成28年度予算に伴う事業の追加募
集による採択であり、年度内での完了が困
難であるため。

平成29年5月

9
（仮称）イルカセンター
整備事業

設計業務委託
設計業務委託プロポー
ザル選定支援業務委託

24,496
　イルカセンターの設計について、建設推進
協議会をはじめとする地元との意見調整に
時間を要し、年度内の完了が困難となった。

平成29年9月

10
建築基準法指定道路台
帳整備事業

建築基準法道路調査業
務委託

12,000

　本事業の基礎となる都市計画見直し事業
が年度内に完了しない見込となったため、
本事業についても年度内での事業完了が
困難となった。

平成30年3月

11
民間建築物耐震改修促
進事業

天草市耐震改修促進計
画改定業務委託

5,012

　本計画の改定は、熊本県建築物耐震改修
促進計画と連携させながら推進を図る必要
があるが、熊本地震の影響により熊本県の
計画策定が遅れているため、年度内での完
了が困難となった。

平成29年10月

12
市道改良（交付金）事
業

白木河内西高根線
道路改良工事
L=1.10km

水の平五和線
測量設計委託
L=41.0m

73,000
　国の補正予算（第2号）に伴う事業のため、
年度内での完了が困難となった。

平成29年9月

13
港湾改修事業（交付
金）

防舷材取替　2基
油圧シリンダー保護カ
バー取替　2箇所他

16,500
　12月議会に提案する国の補正予算（第2
号）に伴う事業のため、年度内での完了が
困難となった。

平成29年9月

14 都市計画見直し事業
本渡及び牛深都市計画
の見直し

13,400

　都市計画の見直しにおいて、土地利用に
係る関係機関との協議に不測の日数を要し
たため、年度内での事業完了が困難となっ
た。

平成30年3月

15
熊本天草幹線道路連絡
街路整備事業

土地購入費
家屋等補償費
街路整備工事

62,375
　事業用地の交渉における移転計画におい
て、支障物件の年度内取り壊しが見込めな
いため、年度内での完了が困難となった。

平成30年3月

-18-



【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

16
市営住宅ストック総合
改善事業

天附団地・棚底第2団
地・富津団地外壁外改
修工事

52,800

　天附団地（牛深町）、棚底第2団地（倉岳
町）及び富津団地（河浦町）の外壁改修工
事について、熊本地震の影響により、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29年8月

17 防災行政無線整備事業

防災行政無線整備工事
施工監理業務委託
戸別受信機実施設計業
務委託
同報系設備（親局・中継
局・屋外拡声子局）一式

900,333

　同報系設備整備において、総務省九州総
合通信局からの周波数の内示が12月末に
なることから、機器の調整に日数を要するた
め、年度内での完了が困難となった。

平成29年10月

18 本渡東小学校建設事業 本渡東小学校整備工事 106,071
　12月議会に提案する国の補正予算（第2
号）に伴う事業のため、年度内での完了が
困難となった。

平成30年2月

19 有明小学校建設事業 有明小学校整備工事 265,255
　12月議会に提案する国の補正予算（第2
号）に伴う事業のため、年度内での完了が
困難となった。

平成30年2月

20
栖本学校給食センター
整備事業

倉岳学校給食センター
解体工事

6,709

  倉岳学校給食センターの解体工事につい
ては、隣接する中学校の授業等への支障を
きたさないよう夏休み期間中に実施予定で
あったが、地元事業所より当該施設の利活
用に係る申出があり、その協議を行ってい
たが、10月になって利用しないこととなった
ことから、事業スケジュールの見直しが必要
となり、年度内での完了が困難となった。

平成29年5月

21
現年発生補助公共土木
施設

道路　37件
河川　20件

149,000

　6月18日～7月14日の梅雨前線豪雨及び
10月8日～10月9日の豪雨による補助災害
工事施工において、熊本地震による災害査
定の遅れ等により、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29年9月

22
現年発生単独公共土木
施設

道路　10件
河川　 6件
生活関連道  5件

18,000

　6月18日～7月14日の梅雨前線豪雨及び
10月8日～10月9日の豪雨による単独災害
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、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29年7月
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