
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

農林水産業費分担金 1,197

□単県治山事業費 1,197

単県治山事業に係る分担金

総務費国庫補助金 34,795

□ 3,441

□ 20,714

□ 7,624

□ 3,016

民生費国庫補助金 63,536

□子ども・子育て支援事業費 7,359

□ 56,177

土木費国庫補助金 19,534

□ 6,776

□道路メンテナンス事業費 983

□空き家再生等推進事業費 7,775

□ 4,000

教育費国庫補助金 8,571

□文化財調査事業費 8,571

総務費県補助金 25,215

□生活交通維持・活性化総合交付金 25,215

民生費県補助金 7,359

□子ども・子育て支援事業費 7,359

農林水産業費県補助金 29,568

□単県治山事業費 8,224

単県治山事業に係る県補助金

□ 4,330

地方バス路線運行維持対策事業に係る県補助金

16 県支出金 4,135,392 184,954

水産基盤整備交付金事業費

水産業共同利用施設整備事業に係る県補助金

4,320,346

地方創生拠点整備交付金

スポーツ拠点施設整備事業に係る国庫補助金

保育所等整備交付金

私立保育園等整備事業に係る国庫補助金

棚底城跡調査整備事業に係る国庫補助金

放課後児童健全育成事業に係る国庫補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金

本庁舎管理費及び漁業安定資金利子等補給事業
に係る国庫補助金

学校施設環境改善交付金

スポーツ拠点施設整備事業に係る国庫補助金

社会資本整備総合交付金（道路）

市道改良（交付金）事業に係る国庫補助金

市道改良（交付金）事業に係る国庫補助金

廃屋及び空き家等対策事業に係る国庫補助金

スポーツ施設整備事業費

スポーツ施設整備事業に係る国庫補助金

宅地耐震化（変動予測調査）事業費

宅地耐震化（変動予測調査）事業に係る国庫補助
金

議第１１３号　令和３年度一般会計補正予算（第４号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 7,674,633 126,436 7,801,069

13
分担金及び負
担金

291,750 1,197 292,947

放課後児童健全育成事業に係る県補助金
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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

□ 15,766

□ 1,248

商工費県補助金 111,732

□ 111,732

土木費県補助金 11,080

□ 6,330

□ 4,750

財政調整基金繰入金 531,584

□財政調整基金繰入金 531,584

財源調整のため

ふるさと応援寄附基金繰入金 49,900

□ 49,900

恐竜の島博物館整備事業等へ充当のため

森林環境譲与税基金繰入金 4,440

□ 4,440

雑入 29,095

□自治総合センター助成金 17,800

□日本スポーツ振興センター助成金 8,000

□研修会参加負担金 295

□次世代自動車振興センター補助金 3,000

総務債 479,000

□公共交通対策事業債 21,200

□コミュニティセンター整備事業債 100,100

コミュニティセンター整備事業に係る市債（過疎）

□体育施設整備事業債 159,900

□普通財産施設整備事業債 56,700

□公文書館整備事業債 141,100

観光施設整備事業に係る補助金

天草未来人材育成・就職促進事業に係る参加負担金

被災宅地復旧支援事業（令和2年7月豪雨）に係る
県補助金

被災私道復旧支援事業（令和2年7月豪雨）に係る
県補助金

コミュニティ助成事業（自治総合センター助成事
業）に係る助成金

ふるさと応援寄附基金繰入金

森林環境譲与税基金繰入金

新たな森林管理推進事業及び新規林業就業者支
援事業へ充当のため

スポーツ大会等開催事業に係る助成金

19 繰入金 2,012,156 585,924 2,598,080

632,714

水産業競争力強化緊急施設整備事業費

漁業経営安定資金利子等補給事業費

アーカイブズ本館・書庫整備事業に係る市債（過
疎）

食料産業・６次産業化交付金

被災宅地復旧支援事業費

水産業競争力強化緊急施設整備事業に係る県補助金

漁業経営安定資金利子等補給事業に係る県補助金

中田・諸浦航路維持確保支援事業に係る市債（過
疎ソフト）

スポーツ施設整備事業及びスポーツ拠点整備事
業に係る市債（過疎）

市有財産施設整備事業及び河浦地域有線放送設
備撤去事業に係る市債（過疎ソフト）

22 市債 3,880,200 819,800 4,700,000

21 諸収入 603,619 29,095

６次産業化推進事業に係る県補助金

被災私道復旧支援事業費
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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

民生債 60,200

□児童福祉施設整備事業債 60,200

農林水産業債 23,400

□治山事業債 3,900

□漁港施設整備事業債 19,500

商工債 87,900

□観光施設整備事業債 87,900

土木債 67,400

□宅地耐震化事業債 4,000

□道路橋梁整備事業債 51,700

□河川整備事業債 6,000

□港湾改修事業債 5,700

教育債 101,900

□小学校施設整備事業債 47,500

□中学校施設整備事業債 1,700

□文化施設整備事業債 29,700

□資料館整備事業債 23,000

33,156,568 33,156,568

51,754,318 1,747,406 53,501,724

#REF!

港湾施設維持補修事業に係る市債（合併）

小学校施設大規模改造事業に係る市債（過疎）

単独漁港整備事業に係る市債（過疎）

観光施設整備事業及び恐竜の島博物館整備事業
に係る市債（過疎）

中学校施設大規模改造事業に係る市債（過疎）

私立保育園等整備事業、公立保育所営繕事業及
び放課後児童健全育成事業に係る市債（過疎）

単県治山事業に係る市債（緊急自然災害）

歳入合計

資料館整備事業に係る市債（合併）

補正されなかった款

宅地耐震化（変動予測調査）事業に係る市債（過
疎ソフト）

市道改良（交付金・単独）事業に係る市債（過疎・
合併）

単独河川整備事業に係る市債（緊急自然災害）

市民会館整備事業に係る市債（合併）
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２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

職員研修費 2,000

□職員研修事業 2,000

広報広聴費 4,825

□ 4,825

財産管理費 53,117

□ 6,377

□ 46,740

地域振興費 7,298

□ 7,298

公共交通対策費 424,889

□ 403,639

□ 21,250

まちづくり支援費 122,904

□ 100,137

□ 4,967

□ 17,800

スポーツ振興費 199,260

□ 12,104

□ 49,916

□ 137,240

支所及び出張所費 14,330

□ 802

□ 3,528

空調設備の改修に係る事業費

□ 10,000

アーカイブズ費 142,741

□ 142741

自治公民館等の改修に係る補助金

補正予算の内容

船舶更新に係る経費を支援する補助金

河浦支所営繕事業

アーカイブズ本館・書庫整備事業

アーカイブズ本館・書庫（旧瀬戸小）改修に係る事業
費

コミュニティセンター整備事業

自治公民館等整備費補助金

コミュニティ助成事業（自治総合センター
助成事業）

スポーツ大会等開催事業

スポーツ施設整備事業

コミュニティセンターの改修等に係る事業費

屋根及びトイレの改修に係る事業費

社会体育施設の改修等に係る事業費

天草マラソン大会の開催に係る事業費

陸上競技場等の建設に係る事業費

新たな職員研修の実施に係る事業費

ケーブルテレビ番組制作・放送に係る事業費

中田・諸浦航路維持確保支援事業

広報広聴事業

本庁舎管理費

庁議室オンライン設備の設置に係る事業費

市有財産施設整備事業

普通財産施設の解体に係る事業費

空き家等利活用推進モデル事業

外部人材を活用した空き家活用方策の検討に係る事
業費

地方バス路線運行維持対策事業

バス運行に係る欠損補助金

款

2 総務費 7,977,536 984,892 8,962,428

コミュニティ組織等が行う施設の整備及び備品購入
に係る補助金

スポーツ拠点施設整備事業

栖本支所営繕事業

河浦地域有線放送設備撤去事業

有線放送設備撤去に係る補助金

-5-



補正前の額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

戸籍住民基本台帳費 13,528

□ 13528

児童福祉総務費 2,502

□ 2,502

保育所費 109,134

□ 81,712

めぐみ保育園の改築に係る補助金

□ 27,422

児童育成費 32,097

□ 22,077

□ 7,920

□ 2,100

水道費 5,808

□ 5,808

農業委員会費 7,800

□ 7,800

林業振興費 12,645

□ 1,440

□ 3,000

□ 8,205

治山費 13,337

□ 13337

水産業振興費 32,908

□ 6,494

□新規就漁者支援事業 5,000

□ 2,495

□ 18,919

5 農林水産業費 2,188,591

事業採択に伴う治山工事の実施に係る事業費

水産業共同利用施設整備事業

漁業経営安定資金利子等補給事業

水産業競争力強化緊急施設整備事業

新規就漁者の漁船購入に係る補助金

共同利用施設の改修等に係る補助金

制度延長に伴う利子補給補助金の増

あおぞら児童クラブの新築に係る補助金

3 民生費 17,475,497 143,733 17,619,230

97,863 2,286,454

4 衛生費 6,437,500 5,808 6,443,308

農地流動化奨励金交付事業

農地の利用権設定の増加に伴う奨励金の増

新たな森林管理推進事業

森林病害虫による被害木伐採に係る事業費

単県治山事業

有害鳥獣処理施設管理経費

水揚作業省力化機器の導入に係る補助金

新規林業就業者支援事業

新規林業就業者の増加に伴う給付金の増

小規模水道等現況調査事業

過年度事業費の確定に伴う国への返還金

特定障がい児の受入れを行う保育園等に加配職員
雇用に係る補助金

証明書等コンビニ交付事業

コンビニエンスストアでの各種証明書の交付に係る事
業費

児童福祉総務費事務経費

私立保育園等整備事業

子どもはぐくみ応援事業

御所浦保育所の改修に係る事業費

公立保育所営繕事業

特別保育事業（単独事業）

施設の供用開始に伴う管理経費

上水道未普及地域の現況調査に係る事業費

子どもや子育て家庭を応援する活動を行う団体の支
援に係る補助金

放課後児童健全育成事業
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補正前の額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

漁港建設費 25,600

□ 25,600

水産業施設管理費 5,573

□ 5,573

商工振興費 4,050

□ 4,050

６次産業推進費 111,732

□ 111,732

観光施設管理費 43,872

□観光施設整備事業 43,872

自然資源活用推進費 66,608

□恐竜の島博物館整備事業 66,608

土木総務費 32,080

□ 13,000

□ 8,000

□ 6,330

□ 4,750

道路新設改良費 61,790

□ 12,590

□ 49,200

河川改良費 6,000

□ 6000

港湾管理費 6,000

□ 6000

住宅管理費 19,088

□ 19088

被災宅地の復旧費用の支援に係る補助金

被災私道の復旧費用の支援に係る補助金

市道改良に係る事業費

国交付金の内示に伴う市道改良に係る事業費の増

港湾施設の改修工事に係る事業費

空き家等の実態調査に係る事業費

被災私道復旧支援事業（令和2年7月豪雨）

市道改良（交付金）事業

市道改良（単独）事業

単独河川整備事業

港湾施設維持補修事業

廃屋及び空き家等対策事業

6 商工費 1,766,696 226,262 1,992,958

経営者向けセミナー等の開催に係る事業費

食品産業の輸出向けハサップ等対応施設の整備に
係る補助金

観光施設の改修等に係る事業費

7 土木費 2,874,388 124,958 2,999,346
本渡港周辺環境整備推進事業

単独漁港整備事業

水産業施設の修理に係る事業費

天草未来人材育成・就職促進事業

６次産業化推進事業

漁港施設の整備に係る事業費

水産業施設管理費

民間活力導入可能性調査等に係る事業費

宅地耐震化（変動予測調査）事業

大規模盛土造成地の変動予測調査に係る事業費

被災宅地復旧支援事業（令和2年7月豪雨）

白亜紀資料館の解体等に係る事業費

河川の改修工事に係る事業費
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補正前の額 補正額 補正後の額 補正予算の内容款

小学校建設費 47,537

□ 47,537

中学校建設費 1,797

□ 1,797

文化財保護費 45,722

□ 17,409

□文化財保存整備事業 28,313

文化施設費 33,253

□市民会館整備事業 33,253

資料館費 35,581

□資料館整備事業 31,520

□博物館活動事業 4,061

9,547,291 9,547,291

51,754,318 1,747,406 53,501,724

補正されなかった款

歳出合計

市民会館の改修等に係る事業費

資料館の改修等に係る事業費

9 教育費 3,486,819 163,890 3,650,709
小学校施設大規模改造事業

棚底城跡の整備に係る事業費

展示資料購入に係る事業費

中学校施設大規模改造事業

棚底城跡調査整備事業

小学校施設の改修等に係る事業費

中学校施設の改修に係る事業費

県指定文化財の保存整備に係る事業費
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債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第３号）】
（単位：千円）

№ 事　　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

令和4年度 1,796,180

令和4年度
～

令和6年度

（年度別内訳）

令和4年度 8,034
令和5年度 8,034
令和6年度 8,034

令和4年度
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 758,600
令和5年度 652,400

令和4年度
～

令和13年度

（年度別内訳）

令和4年度 1,589
令和5年度 1,589
令和6年度 1,594
令和7年度 1,359
令和8年度 1,132
令和9年度 461
令和10年度 349
令和11年度 235
令和12年度 123
令和13年度 10

令和4年度
～

令和13年度

（年度別内訳）

令和4年度 4,939
令和5年度 4,939
令和6年度 4,954
令和7年度 4,349
令和8年度 1,830
令和9年度 461
令和10年度 349
令和11年度 235
令和12年度 123
令和13年度 10

3
恐竜の島博物館整
備事業

工事監理業務委託料
建設工事費

1,411,000

　事業期間が複数年度にわたる
ことから計画的な事業実施を行
うため。

24,102

　令和3年度で現指定管理者と
の契約が満了することから、新
たに指定管理者の選定を行うた
め。

事業期間が複数年度にわたる
ことから計画的な事業実施を行
うため。

22,189

1
スポーツ拠点施設整
備事業

工事監理業務委託料
建設工事費

2
新和緑の村指定管
理料

新和緑の村の指定管
理業務委託料

4

令和3年度漁業経営
安定資金利子等補
給（新型コロナウイル
ス対策事業）

　一般会計補正予算（第3号）に
提案する農林漁業セーフティ
ネット資金の借入れを行った者
に対する利子補給（5年）を行う
ため。

8,441

熊本県新型コロナ

ウイルス対策緊急

支援資金の借入れ

を行った者に対す

る利子補給及び保

証料助成並びに農

林漁業セーフティ

ネット資金の借入

れを行った者に対

する利子補給

変

更

後

変

更

前

熊本県新型コロナ

ウイルス対策緊急

支援資金の借入れ

を行った者に対す

る利子補給及び保

証料助成並びに農

林漁業セーフティ

ネット資金の借入

れを行った者に対

する利子補給
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

民生費国庫負担金 31,520

□ 31,520

45,700,655 45,700,655

53,501,724 31,520 53,533,244

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

生活保護総務費 31,520

□ 31,520

生活困窮者の生活を支援するための事業費

35,882,494 35,882,494

53,501,724 31,520 53,533,244

31,520 17,650,750 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
支援金支給事業

歳出合計

補正されなかった款

3 民生費 17,619,230

議第１１５号　令和３年度一般会計補正予算（第５号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 7,801,069 31,520 7,832,589 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強
化交付金

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金支給事業に係る国庫負担金

款 補正予算の内容

歳入合計

補正されなかった款
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