
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 687,219

□ 普通交付税 687,219

総務費国庫補助金 77,937

□ 4,538

□ 73,399

土木費国庫補助金 284,280

□ 社会資本整備総合交付金（道路） 21,677

□ 189,173

□ 65,419

□ 8,011

教育費国庫補助金 14,850

□ 学校保健特別対策事業費 14,850

農林水産業費県補助金 1,080

□ 農業委員会事務費 1,080

利子及び配当金 46,667

□ 財政調整基金利子 46,667

総務費寄附金 200,000

□ ふるさと応援寄附金 200,000

寄附金（見込額）の増加のため

財政調整基金繰入金 △ 90

□ 財政調整基金繰入金 -90

財源調整のため

雑入 13,592

□ 13,592

土木債 257,600

□ 宅地耐震化事業債 8,000

□ 道路橋梁整備事業債 14,900

□ 河川整備事業債 7,600

17 財産収入 138,55046,667

都市計画道路太田町水の平線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

農業委員会費事務経費に係る県補助金

宅地耐震化（変動予測調査）事業に係る国庫補助金

16 県支出金 4,572,194 1,080 4,573,274

91,883

感染症対策事業（小・中学校）に係る国庫補助金

22 市債 4,980,000 △ 57,000 4,923,000

21 諸収入 685,975 13,592 699,567

1,394,092 △ 90 1,394,002

市道改良（交付金）事業に係る市債（過疎）

県営砂防事業負担金及び県営建設海岸事業負担金
に係る市債（合併）

19 繰入金

議第７５号　令和３年度一般会計補正予算（第１５号）の概要

款 補正予算の内容

11 地方交付税 22,431,916 687,219 23,119,135

市道改良（交付金）事業に係る国庫補助金

熊本天草幹線道路連絡街路事業費

都市計画道路太田町水の平線整備事業費

戸籍住民基本台帳費事務経費に係る国庫補助金

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている地
域経済や住民生活を支援するための事業に係る国
庫補助金

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業に係る国庫補
助金

18 寄附金 1,600,000 200,000 1,800,000

国の補正予算における普通交付税交付額の再算定
による追加交付

森林整備地域活動支援交付金返還金

森林整備地域活動支援交付金事業に係る森林組合
からの返還金

宅地耐震化（変動予測調査）事業に係る市債（過疎ソ
フト）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金

債権の購入・買替・売却に伴う基金利子

377,067 11,874,823
社会保障・税番号制度システム整備費

15 国庫支出金 11,497,756
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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

□ 港湾改修事業債 22,300

□ 街路整備事業債 204,800

臨時財政対策債 △ 314,600

□ 臨時財政対策債 ########

13,455,178 13,455,178

60,708,994 1,268,535 61,977,529歳入合計

熊本天草幹線道路連絡街路整備事業及び都市計画
道路太田町水の平線整備事業に係る市債（過疎）

補正されなかった款

国の補正予算における普通交付税追加交付に伴う
減額

県営港湾事業負担金に係る市債（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

人事管理費 67,057

□ 人事管理費職員給 67,057

財政管理費 107,809

□ ふるさと応援寄附金推進事業 107,809

基金管理費 371,894

□ 基金積立金 271,894

□ 100,000

公共交通対策費 2,704

□ 2704

戸籍住民基本台帳費 4,538

□ 戸籍住民基本台帳費事務経費 4,538

障がい福祉費 42,458

□ 障がい福祉費事務経費 42,458

生活保護総務費 7,222

□ 生活保護総務費事務経費 7,222

災害救助費 9,167

□ 災害救助費県負担金返還金 9,167

保健衛生総務費 1,075

□ 保健衛生総務費事務経費 1,075

農業委員会費 1,080

□ 農業委員会費事務経費 1,080

林業振興費 10,195

□ 森林整備地域活動支援交付金事業 10195

観光施設管理費 65,130

□ 観光施設管理経費 11,224

□ 観光施設指定管理者事業継続支援事業 53,906

過年度事業費の確定に伴う県への返還金

ふるさと応援寄附基金積立金

寄附金（見込額）の増加に伴うふるさと応援寄附基金
への積立金

寄附金（見込額）の増加に伴う事業費の増

出水駅・蔵之元港間シャトルバス運行事業

新型コロナウイルス感染症の影響による利用者減少
に伴う負担金の増

5 農林水産業費 2,440,161

前年度事業費の確定に伴う国・県への返還金

1,075 6,512,008

前年度事業費の確定に伴う国・県への返還金

農地利用状況調査に係るタブレット端末購入費

11,275 2,451,436

2

款 補正予算の内容

定年前早期退職者等の増加に伴う退職手当の増

3 民生費 20,301,815 58,847 20,360,662

総務費 11,636,093 554,002 12,190,095

前年度事業費の確定に伴う県への返還金

新型コロナウイルス感染症の影響による施設使用料
の減少等に伴う指定管理委託料の増

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた指定管理
者の支援に係る補助金の増

前年度事業費の確定に伴う国への返還金

債権の購入・買替・売却に伴う財政調整基金利子の
増及び財源調整による財政調整基金への積立金

6 商工費 2,324,388 65,130 2,389,518

4 衛生費 6,510,933

マイナンバーカードによる転出・転入手続きのワンス
トップ化に係るシステム改修費
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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

土木総務費 16,022

□ 宅地耐震化（変動予測調査）事業 16,022

道路新設改良費 36,600

□ 市道改良（交付金）事業 36,600

国の補正予算に伴う事業費の増

河川改良費 7,925

□ 県営砂防事業負担金 7,025

□ 県営建設海岸事業負担金 900

港湾建設費 23,450

□ 県営港湾事業負担金 23,450

街路事業費 459,500

□ 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 341,500

国の補正予算に伴う事業費の増

□ 都市計画道路太田町水の平線整備事業 118,000

国の補正予算に伴う事業費の増

小学校管理費 17,100 10,178

□ 感染症対策事業（小学校） 17,100

中学校管理費 12,600 12,600

□ 感染症対策事業（中学校） 12,600

社会教育施設費 400 10,178

□ 社会教育施設指定管理者事業継続支援事業 400

文化施設費 1,709 10,178

□ 市民会館管理費 170

□ 文化施設指定管理者事業継続支援事業 1,539

資料館費 2,900

□ 博物館活動事業 2,900

展示資料購入に係る事業費

10,807,876 10,807,876

60,708,994 1,268,535 61,977,529

9 教育費 3,654,413 34,709 3,689,122

7 土木費 3,033,315 543,497 3,576,812

新型コロナウイルス感染症対策のための消毒液等の
購入費

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた指定管理
者の支援に係る補助金

新型コロナウイルス感染症対策のための消毒液等の
購入費

国の補正予算による県営砂防事業の変更に伴う負
担金の増

事業の見直しによる県営建設海岸事業の変更に伴う
負担金の増

歳出合計

補正されなかった款

国の補正予算による県営港湾事業の変更に伴う負
担金の増

国の補正予算による大規模盛土造成地の現地踏査
等に係る事業費

新型コロナウイルス感染症の影響による施設使用料
の減少等に伴う指定管理委託料の増

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた指定管理
者の支援に係る補助金
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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１５号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容
繰越額

（変更後額）
繰　越　理　由 竣工予定日

1
支所要望対応事業（御
所浦支所）

マリンビーナス撤去工事 9,020

マリンビーナスの撤去について、撤去に
必要な規格の大型起重機船の確保に不測
の日数を要するため、適正工期の確保が
難しく、年内の事業完了が困難となった。

令和4年6月

2
戸籍住民基本台帳費
事務経費

転出・転入手続きのワン
ストップ化に伴うシステ
ム改修委託

4,538
一般会計補正予算（第15号）で提案する

国の補正予算に伴う事業のため、年度内
の事業完了が困難となった。

令和5年2月

3
公的介護施設等整備
支援事業

公的介護施設等整備費
補助　2件
・認知症グループホーム
の大規模修繕

15,460

補助対象者が行う本事業について、新型
コロナウイルス感染症の影響による全国的
な設備機器の供給不足により、機器調達に
不測の日数を要するため、年度内の事業
完了が困難となった。

令和4年6月

4
私立保育園等整備事
業

私立保育園等整備事業
補助　1件
・保育園改築工事

81,712

補助対象者が行う本事業について、新型
コロナウイルス感染症の影響による全国的
な建築資材等の不足により、資材調達に不
測の日数を要するため、年度内の事業完
了が困難となった。

令和4年5月

5
子育て世帯への臨時
特別給付金支給事業

子育て世帯への臨時特
別給付金

2,504
本事業の実施期間が令和4年4月まで延

長される見込みであるため、年度内の事業
完了が困難となった。

令和4年4月

6 農業委員会事務経費 タブレット端末機器購入 1,080
一般会計補正予算（第15号）で提案する

国の補正予算に伴う事業のため、年度内
の事業完了が困難となった。

令和4年10月

7
農業水路等長寿命化・
防災減災事業

農業水路等長寿命化・
防災減災事業補助　2件
・本渡土地改良区（楠浦
ダム水管理取水設備改
修工事）
・小宮地新田土地改良
区（小宮地新田地区2号
揚水ポンプ設備改修工
事）

2,756
（129,756）

補助対象者が行う本事業について、使用
される半導体等の世界的な供給不足によ
り、部品調達に不測の日数を要するため、
年度内の事業完了が困難となった。

令和4年10月

8
海岸堤防等老朽化対
策事業

大島漁港海岸堤防等老
朽化対策工事
・コンクリート被覆工
L=116m

40,000
入札不調により、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。
令和4年12月
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【一般会計補正予算（第１５号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容
繰越額

（変更後額）
繰　越　理　由 竣工予定日

9 水産基盤整備事業

大浦元浦漁港水産生産
基盤整備その2工事
・7号物揚場　L=30.0m
・1号道路　L=47.4m

深海漁港水産物供給基
盤機能保全その1工事
・浮消波堤補修
L=50.0m

79,000

大浦元浦漁港水産生産基盤整備工事に
ついては、漁船の係留場所を移動する必
要があり漁協及び漁業者と調整を行った
が、調整に不測の日数を要し、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。
深海漁港水産物供給基盤機能保全工事

については、方塊設置箇所の水深が30ｍ
以上あり、深場でも作業可能な深深度潜水
士が必要となるが、令和4年3月上旬までに
確保することができない状況であるため、
年度内の事業完了が困難となった。

令和4年12月

10 企業誘致促進事業

誘致イベント開催委託
サテライトオフィス視察
ツアー開催委託
進出支援金

14,229

誘致イベント及びサテライトオフィス視察
ツアーの開催を計画していたが、新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大により、事業
実施ができない状況であるため、年度内の
事業完了が困難となった。

令和5年3月

11 観光施設整備事業
倉岳山頂トイレ改築工
事

20,000

倉岳山頂トイレの近隣にJR九州が設置し
ている地震計があり、ＪＲ九州熊本新幹線
工務所から、掘削作業等により発生する振
動で地震計が作動し、新幹線対震列車防
護システムが列車を停止する恐れがあるた
め新幹線運行時間中の作業を中止するよ
う申し出があった。これについて、ＪＲ九州
熊本新幹線工務所と調整を行っているが、
調整に不測の日数を要するため、年度内
の事業完了が困難となった。

令和4年5月

12
宅地耐震化（変動予測
調査）事業

測量設計等委託
・大規模盛土造成地の
現地踏査

18,000
一般会計補正予算（第15号）で提案する

国の補正予算に伴う事業であるため、年度
内の事業完了が困難となった。

令和4年11月

13
市道改良（交付金）事
業

土地購入・建物等補償
（亀川馬場線）
橋梁点検委託
橋梁補修設計委託（1
橋）
トンネル補修設計委託
（4か所）
橋梁補修工事（4橋）

101,539
（148,145）

橋梁点検委託については、入札不調によ
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。
橋梁点検委託以外については、一般会計

補正予算（第15号）に提案する事業である
が、事業用地の取得及び適正工期の確保
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

14 市道改良（単独）事業

道路改良工事
・橘河内線
・除場友尻線
・島子中央線

18,000
（29,000）

橘河内線については、事業用地取得に関
し、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。
除場友尻線については、水稲収穫後の工

事発注を計画していたが、8月の大雨の対
応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。
島子中央線については、近年の大規模災

害の発生に伴いコンクリート製品の需要が
集中し、特注品である主要資材（ボックスカ
ルバート）の納品に遅れが生じる事態と
なったため、年度内の事業完了が困難と
なった。

令和4年12月
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【一般会計補正予算（第１５号）】 （単位：千円）

№ 事　業　名 事　業　内　容
繰越額

（変更後額）
繰　越　理　由 竣工予定日

15
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
事等
建物等補償等

417,635
（824,920）

一般会計補正予算（第15号）に提案する
国の補正予算に伴う事業であるため、年度
内の事業完了が困難となった。

令和5年1月

16
都市計画道路太田町
水の平線整備事業

道路改良工事
土地購入
建物等補償等

33,780
（223,040）

一般会計補正予算（第15号）に提案する
国の補正予算に伴う事業であるため、年度
内の事業完了が困難となった。

令和5年2月

17
廃屋及び空き家等対
策事業

空き家実態調査委託 15,278

令和2年国勢調査をもとに空き家調査を
行うこととしていたが、国からの情報提供が
10月になったこと、また想定以上の調査対
象数となったため、現地調査の適正工期の
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9月

18 消防施設整備事業

防火水槽新設工事
・天草町福連木地区

防火水槽解体工事
・有明町小島子地区

10,000

防火水槽新設工事については、入札不調
により、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。
防火水槽解体工事については、既設置箇

所は借用地であり、設置箇所地権者との原
形復旧等に係る協議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9月

19
感染症対策事業（小学
校）

消毒液等購入
・市内小学校（17校）

17,100
一般会計補正予算（第15号）に提案する

国の補正予算に伴う事業であるため、年度
内の事業完了が困難となった。

令和5年3月

20
感染症対策事業（中学
校）

消毒液等購入
・市内中学校（13校）

12,600
一般会計補正予算（第15号）に提案する

国の補正予算に伴う事業であるため、年度
内の事業完了が困難となった。

令和5年3月

21
本渡学校給食センター
建設事業

外構工事（2工区） 6,857

2工区（センター横の橋梁西側の区域）の
外構工事については、令和4年1月に発注し
6月までの工期を予定していたが、本渡道
路工事等との調整により、今年度分の年度
内事業完了が困難となった。

令和4年11月
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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 49,769

□保険給付費等交付金(普通交付金）

2,980,368 2,980,368

12,575,703 49,769 12,625,472

２．歳　　出 （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償還金 49,769

□保険給付費等交付金償還金

12,561,137 12,561,137

12,575,703 49,769 12,625,472

議第７６号　令和３年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

5 県支出金 9,595,335 49,769 9,645,104

保険給付費へ充当のため（財源更生）

補正されなかった款

歳入合計

款 補正予算の内容

9 諸支出金 14,566 49,769 64,335

補正されなかった款

歳出合計

令和元年度財政調整交付金の確定等に伴う返還金
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