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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

衛生費国庫負担金 101,035

□ 101,035

総務費国庫補助金 544,473

□ 544,473

民生費国庫補助金 254,331

□ 125,018

□ 129,313

衛生費国庫補助金 50,097

□ 50,097

48,639,931 48,639,931

56,326,210 949,936 57,276,146

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

社会福祉総務費 125,018

□ 125,018

児童育成費 129,313

□ 129,313

予防費 151,132

□ 151,132

商工振興費 544,473

□ 544,473

30,613,270 30,613,270

56,326,210 949,936 57,276,146

補正されなかった款

歳出合計

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生
活支援特別給付金給付事業

3 民生費 17,231,893 254,331 17,486,224 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金給付事業

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の
給付に係る事業費

6,467,691
新型コロナウイルスワクチン接種事業

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金の給付に係る事業費

新型コロナウイルスワクチン４回目接種に係る事
業費

4

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生
活支援特別給付金給付事業費

款 補正予算の内容

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付
金給付事業費

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給
付事業に係る国庫補助金

新型コロナウイルスワクチン接種事業費

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る国庫
負担金

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業費

949,936 8,636,215

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支
援特別給付金給付事業に係る国庫補助金

新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る国庫
補助金

議第１２１号　令和４年度一般会計補正予算（第１号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 7,686,279

令和４年度プレミアム付商品券事業

プレミアム付商品券の発行等に係る事業費

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金

令和４年度プレミアム付商品券事業に係る国庫補
助金

6 商工費 2,164,488 544,473 2,708,961

衛生費 6,316,559 151,132

歳入合計

補正されなかった款
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【 民 生 費 】

1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業 Ｐ 4 (Ｐ 11)

2. 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業 Ｐ 5 (Ｐ 11)

【 衛 生 費 】

3. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 Ｐ 6 (Ｐ 12)

【 商 工 費 】

4. 令和４年度プレミアム付商品券事業 Ｐ 7 (Ｐ 13)

概要頁（予算書頁）

◆◇◆　 主 な 事 業 の 概 要　◆◇◆

一 般 会 計

概要頁（予算書頁）

概要頁（予算書頁）
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１．歳　　入 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

総務費国庫補助金 149,712

□ 4,996

□ 144,716

民生費国庫補助金 16,366

□子ども・子育て支援事業費 5,066

□ 11,300

商工費国庫補助金 73,500

□地方創生テレワーク交付金 73,500

総務費県補助金 4,247

□生活交通維持・活性化総合交付金 2,762

□ 1,485

民生費県補助金 5,066

□子ども・子育て支援事業費 5,066

農林水産業費県補助金 31,205

□ 255

□ 2,069

□ 10,701

□ 1,380

□ 16,800

財政調整基金繰入金 21,780

□財政調整基金繰入金 21,780

財源調整のため

雑入 12,300

□自治総合センター助成金 12,300

地域公共交通運行事業に係る県補助金

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

地域づくり夢チャレンジ推進事業費

ふるさと天草元気プロジェクト事業に係る県補助
金

持続的畑作生産体系確立緊急対策事業費

園芸施設整備支援事業に係る県補助金

水産基盤整備事業に係る県補助金

16 県支出金 3,860,980 40,518

19 繰入金 2,195,704 21,780

668,821

農業水路等長寿命化・防災減災事業費

産地生産基盤パワーアップ事業費

水産生産基盤整備事業費

園芸施設整備支援事業に係る県補助金

3,901,498

保育環境改善等事業費

児童福祉施設等感染症対策支援事業に係る国庫
補助金

コミュニティセンター整備事業費

コミュニティセンター整備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

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている地
域経済や市民生活を支援するための事業に係る
国庫補助金

児童福祉施設等感染症対策支援事業に係る国庫
補助金

企業誘致促進事業に係る国庫補助金

21 諸収入 656,521 12,300

議第１２２号　令和４年度一般会計補正予算（第２号）の概要

款 補正予算の内容

15 国庫支出金 8,636,215 239,578 8,875,793

主食用米生産・販売力強化緊急支援事業費

水田経営安定対策事業に係る県補助金

農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る県補
助金

児童福祉施設等感染症対策支援事業に係る県補
助金

2,217,484

-8-



補正前の額 補正額 補正後の額款 補正予算の内容

総務債 130,500

□地域情報化事業債 120,600

□コミュニティセンター整備事業債 9,900

コミュニティセンター整備事業に係る市債（過疎）

農林水産業債 23,200

□農業農村整備事業債 600

□農林業施設整備事業債 11,400

□漁港施設整備事業債 11,200

35,454,926 35,454,926

57,276,146 467,876 57,744,022

水産基盤整備事業に係る市債（過疎）

農林業施設管理費に係る市債（過疎）

歳入合計

22 市債 6,471,800 153,700 6,625,500

補正されなかった款

農業水路等長寿命化・防災減災事業に係る市債
（過疎）

地域情報化事業に係る市債（過疎）
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２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

電算情報処理費 120,635

□地域情報化事業 120,635

地域振興費 1,980

□ 1,980

公共交通対策費 5,368

□ 5,368

まちづくり支援費 27,289

□ 14,989

□ 12,300

児童福祉総務費 12,772

□ 12,772

児童育成費 39,900

□ 39,900

農業振興費 255

□ 255

園芸振興費 15,320

□ 15,320

農業施設管理費 14,810

□ 11,400

□ 3,410

漁港建設費 28,000

□ 28,000

商工振興費 201,547

□ 98,000

□ 103,547

23,481,511 23,481,511

57,276,146 467,876 57,744,022

企業誘致促進事業

シェアオフィスの開設に係る補助金や企業誘致プロ
モーションに係る事業費等

児童福祉施設等感染症対策支援事業

補正されなかった款

6 商工費 2,708,961 201,547 2,910,508

熊本県の時短要請協力金に係る負担金

5 農林水産業費

歳出合計

11,507,821

2,246,901

補正予算の内容

水産基盤整備事業

漁港の整備に係る事業費

農業水路等長寿命化・防災減災事業

コミュニティセンター整備事業

コミュニティ助成事業（自治総合センター
助成事業）

コミュニティセンターの整備に係る事業費

電気通信事業者の光インターネット環境整備に係る
補助金

あまくさライフ体験希望者のマッチングに係る事業費

ふるさと天草元気プロジェクト事業

地域公共交通運行事業

デマンド型乗合タクシーの実証運行に係る事業費

コミュニティ組織等の施設整備や備品購入等に係る
補助金

集落営農法人の農業用機械購入等に係る補助金

農林業施設管理費

西平椿公園カメリアハウス搾油機更新に係る事業費

児童福祉施設等の新型コロナウイルス感染症対策に
伴う物品購入やかかり増し経費等に係る補助金等

児童福祉総務費事務経費

前年度子育て世帯への臨時特別給付（先行給付金）
事業費の確定に伴う国への返還金

款

3 民生費 17,486,224 52,672 17,538,896

58,385 2,305,286

2 総務費 11,352,549 155,272

園芸施設整備支援事業

農業者団体等の農業用機械購入等に係る補助金

水田経営安定対策事業

排水機場の整備に係る事業費及び熊本県ため池協
議会のため池現況調査に係る負担金

中小企業・小規模事業者緊急支援事業
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【 総 務 費 】

1. 地域情報化事業 Ｐ 12 (Ｐ 27)

2. ふるさと天草元気プロジェクト事業 Ｐ 13 (Ｐ 27)

3. 地域公共交通運行事業 Ｐ 14 (Ｐ 27)

4. コミュニティセンター整備事業 Ｐ 15 (Ｐ 27)

5. コミュニティ助成事業（自治総合センター助成事業） Ｐ 16 (Ｐ 27)

【 民 生 費 】

6. 児童福祉施設等感染症対策支援事業 Ｐ 17 (Ｐ 27)

【 農 林 水 産 業 費 】

7. 水田経営安定対策事業 Ｐ 18 (Ｐ 28)

8. 園芸施設整備支援事業 Ｐ 19 (Ｐ 28)

9. 農業水路等長寿命化・防災減災事業 Ｐ 20 (Ｐ 28)

10. 水産基盤整備事業 Ｐ 21 (Ｐ 29)

【 商 工 費 】

11. 企業誘致促進事業 Ｐ 22 (Ｐ 29)

12. 中小企業・小規模事業者緊急支援事業 Ｐ 23 (Ｐ 29)

◆◇◆　 主 な 事 業 の 概 要　◆◇◆

一 般 会 計

概要頁（予算書頁）

概要頁（予算書頁）

概要頁（予算書頁）

概要頁（予算書頁）
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