
１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

地方交付税 1,172,916

□ 普通交付税 1,172,916

民生費国庫負担金 2,679

□ 低所得者保険料軽減負担金（過年度分） 3,518

□ 国民健康保険基盤安定費 △ 839

民生費国庫補助金 1,694

□ 子ども・子育て支援事業費 1,694

衛生費国庫補助金 4,349

□ 4,349

民生費国庫委託金 345

□ 345

民生費県負担金 △ 10,929

□ 国民健康保険基盤安定費 △ 2,526

□ 後期高齢者医療制度基盤安定費 △ 10,162

□ 1,759

農林水産業費県補助金 127,000

□ 127,000

農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る県補助金

財政調整基金繰入金 △ 1,393,871

□ 財政調整基金繰入金 -1E+06

財源調整のため

繰越金 2,949,330

□ 繰越金 2,949,330

前年度決算額確定のため

20 繰越金 1 2,949,330 2,949,331

19 繰入金 2,787,873 △ 1,393,871 1,394,002

9,067 8,869,240

児童手当に係る国庫補助金

情報標準化整備事業費

協力連携事務費

低所得者保険料軽減負担金（過年度分）の確定に伴
う国庫負担金

国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う国庫負
担金

成人健診事業に係る国庫補助金

議第１６５号　令和３年度一般会計補正予算（第１１号）の概要

款 補正予算の内容

11 地方交付税 21,259,000 1,172,916 22,431,916

国民健康保険基盤安定負担金の確定に伴う県負担
金

保険基盤安定負担金の確定に伴う県負担金

低所得者保険料軽減負担金（過年度分）

農業水路等長寿命化・防災減災事業費

前年度低所得者保険料軽減負担金の確定に伴う県
負担金

16 県支出金 4,456,123 116,071

普通交付税交付額の確定のため

15 国庫支出金 8,860,173

国民年金事務経費に係る国庫委託金

4,572,194
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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

雑入 53,261

□ 36,067

□ 6,949

□ 過年度負担金返還金 353

□ 換地清算金補填金 5,055

□ 土地改良事業清算金 4,837

衛生債 6,800

□ 保健センター整備事業債 6,800

商工債 15,000

□ 住宅改修事業債 15,000

土木債 43,200

□ 道路橋梁整備事業債

23,600

□ 街路整備事業債

13,200

6,400

消防債 6,100

□ 消防防災施設整備事業債

6,100

臨時財政対策債 △ 352,500

□ 臨時財政対策債 ########

12,197,730 12,197,730

55,259,614 2,625,374 57,884,988

#REF!

22 市債 5,066,000 △ 281,400 4,784,600

歳入合計

住宅リフォーム助成事業に係る市債（過疎ソフト）

都市計画道路太田町水の平線整備事業に係る市債
（過疎・財源更正）

補正されなかった款

天草広域連合負担金（消防施設）に係る市債（過疎・
財源更正）

臨時財政対策債発行可能額の確定のため

熊本天草幹線道路連絡街路事業に係る市債（過疎・
財源更正）

橋梁維持補修事業に係る市債（合併）

21 諸収入 632,714 53,261 685,975 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）

農地整備費事務経費に係る清算金

過年度補助金返還金

令和2年度市町村療養給付費負担金精算による返還
金

農業総務費事務経費に係る過年度補助金返還金

農地整備費事務経費に係る補填金

農地整備費事務経費に係る過年度負担金返還金

天草東保健福祉センター空調設備改修工事に係る市
債（合併・財源更正）

-13-



２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

基金管理費 2,566,595

□ 基金積立金 774,380

1,566,595

1,000,000

地域振興費 5,000

□ 移住・定住促進対策事業 5,000

社会福祉総務費 △ 5,763

□ 国民健康保険特別会計繰出金 △ 5,763

国民年金費 345

□ 国民年金費事務経費 345

高齢者支援費 △ 93,211

□ 介護保険特別会計繰出金 △ 93,211

後期高齢者医療費 △ 9,233

□ 後期高齢者医療特別会計繰出金 △ 9,233

児童福祉総務費 22,944

□ 児童福祉総務費事務経費 22,944

前年度児童扶養手当等の確定に伴う国・県への返還金

児童育成費 1,694

□ 児童手当 1,694

児童手当法改正に伴うシステム改修費

保健センター費 4,562

□ 天草東保健福祉センター 4,562

成人保健費 7,586

□ 成人健診事業 7,586

3,231

本渡学校給食センター建設事業及びスポーツ拠点施
設整備事業に係る減債基金への積立金

国民健康保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出
金

前年度決算額の確定等に伴う繰出金

△ 17,003

款 補正予算の内容

1 議会費 272,181 358 272,539 人事異動等に伴う職員給与費 358 401

2 総務費 9,029,274 2,606,819 11,636,093 人事異動等に伴う職員給与費 35,224

保険基盤安定負担金の確定等に伴う繰出金

国民年金法改正に伴うシステム改修費

18,136,511 人事異動等に伴う職員給与費 5,361△ 77,863

地方財政法第7条の規定に基づく財政調整基金への
積立金

申請件数の増加に伴う空き家活用事業費補助金

3,231

3 民生費 18,214,374

健診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業に
係る事業費

天草東保健福祉センター空調設備改修に係る事業
費

4 衛生費 6,573,736 △ 62,803 6,510,933 人事異動等に伴う職員給与費
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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

浄化槽市町村整備推進費 △ 85

□ 浄化槽市町村整備推進事業特別会計繰出金 △ 85

斎場費 △ 7,221

□ 斎場事業特別会計繰出金 -7221

水道費 △ 14,963

□ 上水道事業会計補助金 -14963

病院費 △ 35,679

□ 国民健康保険診療施設特別会計繰出金 △ 22,032

□ 歯科診療所特別会計繰出金 △ 13,647

農業総務費 6,037

□ 農業総務費事務経費 6037

農地整備費 10,181

□ 農地整備費事務経費 10,181

農業施設管理費 127,000

□ 農業水路等長寿命化・防災減災事業 127,000

林業振興費 6,500

□ 有害鳥獣被害対策事業 6,500

申請件数の増加に伴う防護柵設置補助金

商工振興費 15,000

□ 天草市住宅リフォーム助成事業 15,000

橋梁維持費 24,926

□ 橋梁維持補修事業 24,926

7,773,571 7,773,571

55,259,614 2,625,374 57,884,988

△ 7,957

前年度決算額の確定等に伴う繰出金

人事異動等に伴う職員給与費及び前年度決算額の
確定等に伴う繰出金

高料金対策に係る繰出基準変更等に伴う補助金

前年度決算額の確定等に伴う繰出金

ため池のハザードマップ作成に係る委託料

2,216 2,174,710 人事異動等に伴う職員給与費

歳出合計

△ 23,576 10,1789 教育費 3,677,989 △ 23,576 3,654,413 人事異動等に伴う職員給与費

補正されなかった款

2,216

瀬戸歩道橋巻上減速機更新に係る事業費

△ 2,498

申請件数の増加に伴う補助金

人事異動等に伴う職員給与費

中山間地域総合整備事業（天草中央南地区）換地処
分等清算金及び土地改良事業に係る清算金

前年度決算額の確定等に伴う繰出金

7 土木費 3,016,346 16,969 3,033,315

6

△ 23,531

8 消防費

商工費 2,238,408 14,334 2,252,742 人事異動等に伴う職員給与費 △ 666 16,541

2,172,494

企業等農業参入支援事業及び畜産再編総合対策事
業に係る過年度補助金返還金

5 農林水産業費 2,291,241 148,920 2,440,161 人事異動等に伴う職員給与費 △ 798 9,994
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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（第１１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
農業水路等長寿命化・
防災減災事業

ため池ハザードマップ作成
委託
・80箇所

127,000
一般会計補正予算（第10号）に提案する

事業であるが、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。

令和5年2月

2 市道改良（単独）事業 東町18号線道路舗装工事 11,000

本工事は本渡学校給食センター建設地に
隣接する市道の新設工事である。道路整備
を先行し、その後舗装工事を発注することと
していたが、給食センター建築工事等との
調整により、道路改良工事を一時的に中止
することとなったため、舗装工事の年度内
の完了が困難となった。

令和4年7月

3
市道改良（交付金）事
業

土地購入
建物等補償

46,606

亀川馬場線の事業用地取得に関し、地権
者の移転計画や地権者との交渉に不測の
日数を要したため、年度内の事業完了が困
難となった。

令和4年12月

4 橋梁維持補修事業
瀬戸歩道橋巻上減速機更
新工事

24,926
一般会計補正予算（第10号）に提案する

事業であるが、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。

令和4年7月

5
土砂災害危険住宅移
転促進事業

土砂災害危険住宅移転促
進事業補助　1件

3,000

補助対象者が行う移転事業について、補
助金交付決定後に移転先の新築及び移転
元の解体を施工するにあたり、必要な工期
の確保が難しく、年度内の事業完了が困難
となった。

令和4年12月

6 港湾施設改修事業 中田港物揚場改修工事 13,500

老朽化した防舷材の取替工事に係る設計
単価の調査及び資材の確保、フェリー会社
と施工時期の調整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。

令和4年12月

7
熊本天草幹線道路連
絡街路整備事業

（仮称）港新橋上部工工事
建物等補償　等

407,285

上部工工事については、工事施工に伴う
関係機関との調整・協議に不測の日数を要
した。また、建物等補償については、地権者
の移転計画や地権者との交渉に不測の日
数を要したため、年度内の事業完了が困難
となった。

令和5年1月

8
都市計画道路太田町
水の平線整備事業

土地購入
建物等補償

189,260
事業用地の交渉において、地権者の移転

計画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。

令和5年2月
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債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第１１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 5,336

令和4年度 5,778

令和4年度 2,376

令和4年度 17,133

令和4年度 4,184

令和4年度
～

令和6年度

（年度別内訳）

令和4年度 10,890
令和5年度 10,890
令和6年度 10,890

令和4年度
～

令和6年度

（年度別内訳）

令和4年度 9,966
令和5年度 9,966
令和6年度 9,966

令和4年度
～

令和6年度

（年度別内訳）

令和4年度 229,543
令和5年度 229,543
令和6年度 229,543

1
議会広報紙印刷製
本費

「あまくさ市議会だより」
の印刷製本費

「あまくさ市議会だより」の印刷
について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

4 広報紙印刷製本費
「市政だより天草」の印
刷製本費

「市政だより天草」の印刷につ
いて、年度当初から業務を行う
必要があるため。

5
広報紙配送業務委
託料

「市政だより天草」の配
送業務委託料

「市政だより天草」の配送につ
いて、年度当初から業務を行う
必要があるため。

6
庁舎電話交換業務
委託料

本庁代表電話の電話
交換業務委託料

32,670

　本庁代表電話の電話交換業務
について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

7
庁舎清掃等業務委
託料

2
議会会議録作成業
務委託料

市議会の会議録作成
業務委託料

市議会の会議録作成業務につ
いて、年度当初から業務を行う
必要があるため。

3
議会インターネット中
継配信業務委託料

市議会のインターネット
中継配信業務委託料

市議会のインターネット中継配
信業務について、年度当初から
業務を行う必要があるため。

本庁の清掃等に係る業
務委託料

29,898

本庁の清掃等の業務につい
て、年度当初から業務を行う必
要があるため。

8
コミュニティセンター
指定管理料（５０施
設）

本渡南地区コミュニティ
センター外４９施設の指
定管理業務委託料

688,629

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。
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【一般会計補正予算（第１１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
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 4,110
令和5年度 4,110

令和4年度 3,486

令和4年度 29,318

令和4年度
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 449,693
令和5年度 449,693

令和4年度
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 23,364
令和5年度 23,364

令和4年度
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 93,378
令和5年度 93,378

令和4年度
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 9,983
令和5年度 9,983

11 ごみ袋作製費 市指定ごみ袋の作製費
市指定ごみ袋の製作につい

て、年度当初から業務を行う必
要があるため。

13
御所浦クリーンセン
ター運転管理業務委
託料

御所浦クリーンセンター
の運転管理業務委託
料

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。

10
御所浦地区コミュニ
ティセンター指定管
理料

御所浦地区コミュニティ
センターの指定管理業
務委託料

9
島子地区コミュニティ
センター指定管理料

島子地区コミュニティセ
ンターの指定管理業務
委託料

8,220
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。

46,728

御所浦クリーンセンターの運転
管理業務について、年度当初か
ら業務を行う必要があるため。

14
一般廃棄物（し尿及
び浄化槽汚泥）運搬
業務委託料

一般廃棄物（し尿及び
浄化槽汚泥）の収集運
搬業務委託料

186,756
一般廃棄物（し尿及び浄化槽

汚泥）の収集運搬業務につい
て、年度当初から業務を行う必
要があるため。

15

うしぶか海彩館・宿
泊施設やすらぎ荘・
牛深温泉センター指
定管理料

うしぶか海彩館、宿泊
施設やすらぎ荘及び牛
深温泉センターの指定
管理業務委託料

19,966
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。

12

一般廃棄物（ごみ）
収集運搬業務委託
料（本渡地区の不燃
を除く）

一般廃棄物（ごみ）の収
集運搬業務委託料

899,386

一般廃棄物（ごみ）の収集運搬
業務について、年度当初から業
務を行う必要があるため。
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【一般会計補正予算（第１１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
～

令和5年度

（年度別内訳）

令和4年度 9,493
令和5年度 9,493

令和4年度 183,900

令和4年度 24,447

17
道路維持補修業務
委託料

市道等の維持補修業
務委託料

　天草市管内の道路維持補修業
務について、年度当初から業務
を行う必要があるため。

18
スクールボート運航
管理業務委託料

御所浦小中学校のス
クールボート運航管理
業務委託料

通学用スクールボートの運航
について、年度当初から業務を
行う必要があるため。

16
リップルランド公園指
定管理料

リップルランド公園の指
定管理業務委託料

18,986
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。
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

保険給付費等交付金 23,330

□ 保険給付費等交付金（普通交付金） 58,915

療養給付費の増加が見込まれるため

□ 特別調整交付金分（市町村向け） △ 27,672

標準システム導入見直しによる減

□ 都道府県繰入金（2号分） △ 7,913

標準システム導入見直しによる減

一般会計繰入金 △ 5,763

□ 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） △ 2,809

□ 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） △ 1,678

□ 職員給与費等繰入金 △ 2,948

人事異動等に伴う職員給与費

□ その他繰入金 1,672

その他の繰越金 327,989

□ 一般被保険者分

前年度決算額確定のため

1,592,014 1,592,014

12,230,147 345,556 12,575,703

保険基盤安定負担金交付額の確定のため

保険基盤安定負担金交付額の確定のため

補正されなかった款

歳入合計

9,595,335

7 繰入金 1,066,127 △ 5,763 1,060,364

8 繰越金 1 327,989 327,990

保健福祉総合センター管理費に係る職員給与費

議第１６６号　令和３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

5 県支出金 9,572,005 23,330
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２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 27,967

□ 一般管理費

税制改正に伴うシステム改修 1,326

市町村事務処理標準システム導入見直しによる減 △ 26,345

△ 2,948

国民健康保険団体連合会負担金 △ 16,026

□ 国民健康保険団体連合会負担金 448

一般被保険者療養給付費 264,652

□ 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

一般被保険者療養費 4,300

□ 一般被保険者療養費

療養費の増加が見込まれるため

一般被保険者高額療養費 114,360

□ 一般被保険者療養費

高額療養費の増加が見込まれるため

保健福祉総合センター管理費 1,672

□ 保健福祉総合センター管理費 1,672

人事異動等に伴う職員給与費の増のため

保険給付費等交付金償還金 4,565

□ 保険給付費等交付金償還金

2,711,983 2,711,983

12,230,147 345,556 12,575,703

補正されなかった款

歳出合計

前年度特定健康診査・保健指導国県負担金の確定
等による返還金

9 諸支出金 10,001 4,565 14,566

市町村事務処理標準システム導入見直しによる減

2 保険給付費 9,180,334 383,312 9,563,646

人事異動等に伴う職員給与費

△ 43,993

款 補正予算の内容

145,684

6 保健事業費 138,152 1,672 139,824

1 総務費 189,677
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債務負担行為の概要

【国民健康保険特別会計補正予算（第１号）】
（単位：千円）

№ 事　　項 事業内容 期　間
限度額

（廃止後額）
補正理由

11,155

（0）

12,705

（0）

令和4年度

令和4年度2

市町村国保事務処
理標準システム導入
対応自庁システム改
修等委託料

国保事務処理標準シス
テム導入に係る既存シ
ステム改修業務委託料

市町村国保事務処理標準シス
テム導入事業見直しのため。

1

市町村国保事務処
理標準システム共同
利用クラウド導入負
担金

国保事務処理標準シス
テム導入に係る負担金

市町村国保事務処理標準シス
テム導入事業見直しのため。
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

1,266

□

△ 57,708

□ 介護給付費繰入金

△ 12,740

□ △ 7,436

□ △ 5,304

その他一般会計繰入金 △ 25,279

□ 職員給与費等繰入金 △ 13,241

□ 事務費繰入金 △ 12,038

低所得者保険料軽減繰入金 2,516

□

繰越金 429,111

□ 繰越金

　 前年度決算額確定のため

6,547,120 6,547,120

11,873,570 337,166 12,210,736

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 3,630

□ 一般管理費 △ 3,630

295,465

□ 財政調整基金積立金

国庫支出金等償還金 45,331

□ 国庫支出金等返還金

11,618,553 11,618,553

11,873,570 337,166 12,210,736

地域支援事業繰入金

国庫支出金 3,310,997 1,266

8 繰越金 1

△ 93,2112,015,452 1,922,241

前年度決算額確定に伴う繰入金

前年度決算額確定に伴う繰入金

前年度決算確定に伴う繰入金、人事異動等に伴う職
員給与費、システム改修補助金

介護給付費繰入金

前年度決算額確定に伴う保険料軽減繰入金

前年度決算額確定に伴う繰入金

地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支
援総合事業）

地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

前年度決算額確定に伴う繰入金

補正予算の内容

低所得者保険料軽減繰入金

1

人事異動等に伴う職員給与費

補正されなかった款

歳入合計

款

429,111 429,112

45,3313,0018

295,465

補正されなかった款

6 基金積立金 229

諸支出金

3,312,263
事業費補助金

介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金

3

歳出合計

251,787 △ 3,630 248,157

48,332

総務費

前年度決算額確定に伴う剰余金の積立

295,694
財政調整基金積立金

前年度介護給付費等の確定に伴う返還金

議第１６７号　令和３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

7 繰入金

事業費補助金
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

△ 13,549

□ 保険基盤安定繰入金 △ 13,549

保険基盤安定負担金の確定のため

事務費繰入金 4,316

□ 事務費繰入金 311

前年度繰越金等確定のため

□ 職員給与費等繰入金 4,005

人事異動等に伴う職員給与費

1,991

□ 繰越金 1,991

前年度決算額確定のため

△ 4,249

□ 長寿・健康増進事業費補助金 △ 4,397

事業見直しによる減

□ 雇用保険料個人負担金 △ 5

会計年度任用職員１名分の減

□ 広域連合派遣職員等負担金 153

連合派遣職員人件費

834,034 834,034

1,350,805 △ 11,491 1,339,314

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 4,158

□ 一般管理費 4158

△ 13,549

□ 熊本県後期高齢者医療広域連合納付金 △ 13,549

健康増進事業費 △ 2,100

□ 健康増進事業費 △ 2,100

会計年度任用職員１名分の減

1,500 1,500

1,350,805 △ 11,491 1,339,314

人事異動等に伴う職員給与費

議第１６８号　令和３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 472,600 △ 9,233 463,367
保険基盤安定繰入金

雑入

5 繰越金 1 1,991 1,992
繰越金

40,317

6 諸収入 44,170 △ 4,249 39,921

熊本県後期高齢者医療広域連合納付金

保険基盤安定負担金の確定のため

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

1 総務費 36,159 4,158

33,246

補正されなかった款

2 後期高齢者医
療広域連合納
付金

1,277,800 △ 13,549 1,264,251

歳出合計

3 保健事業費 35,346 △ 2,100
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 85

□ 一般会計繰入金 △ 85

繰越金 115

□ 繰越金

60,508 60,508

122,332 30 122,362

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

浄化槽市町村整備推進総務費 30

□ 事務経費 30

人事異動等に伴う職員給与費

19,948 19,948

122,332 30 122,362

補正されなかった款

歳出合計

浄化槽市町村
整備推進事業
費

繰越金 1

款

1

7

102,384

歳入合計

補正されなかった款

議第１６９号　令和３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

61,7386 繰入金 61,823 △ 85

人事異動等に伴う職員給与費及び前年度繰越金確
定のため

115 116

補正予算の内容

30 102,414

前年度決算額確定のため
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

診療収入 5,280

□ 診療収入 5,280

財産運用収入 3

□ 財産貸付収入 3

一般会計繰入金 △ 22,032

□ 一般会計繰入金 △ 22,032

繰越金 26,477

□ 繰越金 26,477

前年度決算額確定のため

雑入 614

□ 学校医・嘱託医報酬 490

□ 乳幼児健診診査医師報酬 9

□ 衛生品売払収入等 111

□ 雇用保険料個人負担金 4

473,970 473,970

673,528 10,342 683,870  

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 7,196

□ 一般管理費 7,196

医薬品衛生材料費 2,640

□ 医薬品衛生材料費 2,640

検査費 506

□ 検査費 506

7,490 7,490

673,528 10,342 683,870

補正されなかった款

2 医業費 36,357 3,146

1 総務管理費 629,681 7,196

補正されなかった款

歳出合計

歳入合計

款 補正予算の内容

歯科診療所特別会計との会計統合に係る事業費

39,503

636,877

人事異動等に伴う職員給与及び歯科診療所特別会
計との会計統合に係る事業費

議第１７０号　令和３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

1 診療収入 81,708 5,280 86,988

歯科診療所特別会計との会計統合に係る診療収入

6 繰越金 1 26,477 26,478

5 繰入金 106,994 △ 22,032 84,962

4 財産収入 6 3

歯科診療所特別会計との会計統合及び前年度繰越
金確定のため

7 諸収入 10,849 614 11,463

歯科診療所特別会計との会計統合に伴う雑入

血液検査費に係る事業費

9

歯科診療所特別会計との会計統合に係る財産貸付
収入

歯科診療所特別会計との会計統合に伴う雑入

歯科診療所特別会計との会計統合に伴う雑入

歯科診療所特別会計との会計統合に伴う雑入
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

歯科診療収入 △ 7,284

□ 診療収入

△ 5,280

△ 2,004

2 財産収入 172 △ 3 169 財産収入 △ 3

□ 電柱及び電話柱敷使用料

一般会計繰入金 △ 13,647

□ 一般会計繰入金 △ 13,647

繰越金 7,518

□ 繰越金 6,282

前年度決算額確定のため

1,233 △ 614 619 雑入 △ 614

□ 学校医・嘱託医報酬 △ 490

□ 乳幼児健康診査歯科医師報酬 △ 9

□ 衛生品売払収入等 △ 111

□ 雇用保険料個人負担金 △ 4

0 0

54,147 △ 14,030 40,117

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般管理費 △ 11,390

□ 一般管理費 △ 11,390

12,003 △ 2,640 9,363 歯科医薬品衛生機材費 △ 2,640

□ 医薬材料費 △ 2,640

400 400

54,147 △ 14,030 40,117

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に伴
う雑入

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に伴
う雑入

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に伴
う雑入

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に伴
う雑入

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に係
る事業費

補正されなかった款

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に係
る事業費

2 歯科医業費

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 総務管理費 41,744 △ 11,390 30,354

4 繰越金 1 7,518 7,519

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合及び
前年度繰越金確定のため

1 歯科診療収入

新型コロナウイルス感染症拡大等に伴う診療収入の
減

3 繰入金 29,617 △ 13,647 15,970

諸収入5

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に係
る診療収入

国民健康保険診療施設特別会計との会計統合に係
る財産収入

議第１７１号　令和３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

23,124 △ 7,284 15,840
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

一般会計繰入金 △ 7,221

□ 一般会計繰入金 △ 2,810

前年度繰越金確定のため

繰越金 7,221

□ 繰越金 2,810

前年度決算額確定のため

26,613 26,613

187,273 0 187,273

補正されなかった款

歳入合計

7,2227,2211繰越金4

議第１７２号　令和３年度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

153,4383 繰入金 160,659 △ 7,221
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