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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 16,024

□ 16,024

衛生費国庫補助金 4,449

□ 4,449

48,886,120 48,886,120

57,778,373 20,473 57,798,846

２．歳　　出 （単位：千円）

補正前の額 補正額 補正後の額

予防費 20,473

□ 20,473

51,310,682 51,310,682

57,778,373 20,473 57,798,846

衛生費 6,467,691 20,473

歳入合計

補正されなかった款

20,473 8,912,726

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１３４号　令和４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 8,892,253

款 補正予算の内容

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

補正されなかった款

歳出合計

6,488,164
新型コロナウイルスワクチン接種事業

新型コロナウイルスワクチン４回目接種の対象拡
大に係る事業費

4
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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 673

□ 治山施設災害復旧費 673

民生費国庫負担金 1,258

□ 1,258

衛生費国庫負担金 169,345

□ 169,345

総務費国庫補助金 178,961

□ 178,961

民生費国庫補助金 24,592

□ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 24,592

衛生費国庫補助金 48,493

□ 48,493

総務費県補助金 10,856

□ 10,856

民生費県補助金 23,674

□ 2,674

□ 21,000

衛生費県補助金 200

□ 200

農林水産業費県補助金 1,273

□ 農業委員会事務費 620

□ 653

商工費県補助金 6,718

□ 6,718

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る受
益者分担金

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

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事
業費

介護基盤緊急整備特別対策事業費

公的介護施設等整備支援事業に係る県補助金

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

骨髄移植ドナー助成支援事業に係る県補助金

15 国庫支出金 8,912,726 422,649 9,335,375

議第１４３号　令和４年度一般会計補正予算（第５号）の概要

款 補正予算の内容

13
分担金及び負
担金

241,804 673 242,477

3,967,131

生活困窮者自立支援事業に係る国庫負担金

公的介護施設等整備支援事業に係る国庫補助金

コロナ禍における原油価格・物価高騰対策等の事
業に係る国庫補助金

生活困窮者自立相談支援事業等負担金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金

熊本県新型コロナウイルス感染症対応総合
交付金

16 県支出金

戸籍住民基本台帳事務経費、保育所等給食食材
費高騰対策事業及び商店街共同施設等整備支援
事業に係る県補助金

3,919,389 47,742

熊本県自然環境整備事業費

観光施設整備事業に係る県補助金

民生委員・児童委員活動助成費

民生委員児童委員活動推進事業に係る県補助金

骨髄移植ドナー助成支援事業費

特用林産物施設化推進事業費

特用林産物施設化推進事業に係る県補助金

農業委員会費事務経費に係る県補助金
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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

災害復旧費県補助金 4,624

□ 4,624

総務費県委託金 397

□ 397

民生費寄附金 5,000

□ 福祉基金寄附金 5,000

村上眞理様からの寄附のため

教育費寄附金 5,000

□ 教育振興費寄附金 5,000

村上眞理様からの寄附のため

財政調整基金繰入金 117,108

□ 財政調整基金繰入金 117,108

財源調整のため

森林環境譲与税基金繰入金 218

□ 森林環境譲与税基金繰入金 218

雑入 8,267

□ 8,267

農林水産業債 1,500

□ 治山事業債 1,500

商工債 6,700

□ 観光施設整備事業債 6,700

教育債 9,100

□ 社会教育施設整備事業債 9,100

33,213,122 33,213,122

57,798,846 623,957 58,422,803歳入合計

障害者スポーツ実施環境構築支援事業委託
金

スポーツコミッション推進事業に係る（公財）日本パ
ラスポーツ協会からの委託金

22 市債 6,625,500 17,300 6,642,800

21 諸収入 668,821

補正されなかった款

8,267 677,088

観光施設整備事業に係る市債（過疎）

19 繰入金 2,217,484 117,326 2,334,810

2,000,000 10,00018 寄附金

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る市
債（緊自債）

社会教育施設整備事業に係る市債（過疎）

一般旅券発給事務費

戸籍住民基本台帳費事務経費に係る県委託金

治山施設災害復旧費

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）に係る県
補助金

特用林産物施設化推進事業に係る繰入金

2,010,000
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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 5,000

□ 5,000

地域振興費 3,000

□ 3,000

公共交通対策費 108,447

□ 74,228

□ 34,219

スポーツ振興費 8,588

□ 8588

支所及び出張所費 212

□ 212

戸籍住民基本台帳費 6,500

□ 6,500

社会福祉総務費 2,674

□ 2,674

高齢者支援費 45,592

□ 公的介護施設等整備支援事業 45592

保育所費 415

□ 公立保育所運営経費 415

児童育成費 11,610

□ 11610

生活保護総務費 1,677

□ 1,677

保健衛生総務費 400

□ 400

61,968 17,635,215

物価高騰に伴う栖本支所の空調用ＬＰガスの供給単
価見直しに係る事業費

スポーツコミッション推進事業

戸籍住民基本台帳費事務経費

栖本支所施設管理経費

陸上競技用車いす等の購入及び障がい者スポーツ
（車いす競技）体験会の開催に係る事業費

本庁舎窓口用セミセルフレジ（自動精算機）及びパス
ポート電子申請専用端末購入に係る事業費

物価高騰に伴う私立保育園等の給食食材費高騰分
に係る補助金

骨髄移植ドナーの支援に係る助成金

物価高騰に伴う公立保育所の給食食材費高騰分に
係る事業費及び調理用ＬＰガスの供給単価見直しに
係る事業費

保育所等給食食材費高騰対策事業

4 衛生費 6,488,164 221,703 6,709,867

款 補正予算の内容

特定地域づくり支援事業

2 総務費 11,507,821 131,747 11,639,568

天草エアライン経営安定化事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ
の支援に係る補助金

3 民生費 17,573,247

牛深・蔵之元航路維持確保支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者へ
の支援に係る補助金

民生委員児童委員協議会の活動推進費に係る補助
金

骨髄移植ドナー助成事業

生活困窮者自立支援事業

住居確保給付金受給対象者増による事業費

福祉基金積立金

寄附による積立金

介護サービス事業者等の高齢者施設等の整備に係
る補助金

民生委員児童委員活動推進事業

特定地域づくり事業協同組合の設立支援に係る補助
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

予防費 217,838

□ 217,838

母子保健費 3,465

□ 子育て世代包括支援事業 3,465

農業委員会費 620

□ 620

農業振興費 97,083

□ 26,083

□ 71,000

畜産振興費 61,000

□ 61,000

園芸振興費 35,250

□ 22,250

□ 13,000

林業振興費 871

□ 871

水産業振興費 162,904

□ 66,504

□ 6,000

□ 90,400

商工振興費 △ 244,864

□ 15,100

□ △ 263,964

□ 4,000

357,7285

中小企業・小規模事業者緊急支援事業

配合飼料価格高騰の影響を受けている漁業者の支
援及び漁業経営セーフティネットへの加入促進に係る
補助金

2,663,0142,305,286

肥料価格高騰緊急対策事業

肥料価格高騰の影響を受けている農業者への支援
に係る補助金

配合飼料価格高騰緊急対策事業

配合飼料価格高騰の影響を受けている畜産農家へ
の支援に係る補助金

園芸作物生産を行う農業者への支援に係る補助金

母子子育て支援アプリの機能追加に係る事業費

オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン
の追加接種に係る事業費

新型コロナウイルスワクチン接種事業

6 商工費 2,910,508 △ 231,428 2,679,080

農林水産業費

商店街共同施設等整備支援事業

生産性向上及び省エネ化のための設備導入に係る
補助金等

商店街組織等が行う環境整備事業に係る補助金

農業委員会費事務経費

農地利用状況調査に係るタブレット端末購入費

漁業経営セーフティネット緊急支援事業

令和４年度プレミアム付商品券事業

プレミアム付き商品券の申込実績確定に伴う減

資材高騰の影響を受けている漁業者への支援に係
る補助金

特用林産物施設化推進事業

特用林産物施設の整備に係る補助金

園芸施設省エネ投資緊急支援事業

施設園芸農家の省エネ設備導入に係る補助金

主食用米経営安定支援事業

主食用米生産を行う農業者への支援に係る補助金

園芸作物等経営安定支援事業

漁業協同組合の共同利用施設の整備及び漁業者の
船底付着物除去に係る補助金

水産業省エネ投資緊急支援事業

漁業用資材高騰対策緊急支援事業
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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

観光施設管理費 13,436

□ 観光施設整備事業 13,436

非常備消防費 36,587

□ 47,387

□ 消防団訓練等事業 △ 10,800

教育振興費 5,000

□ 5,000

小学校管理費 2,903

□ 学校管理費（小学校） 2,903

中学校管理費 1,929

□ 学校管理費（中学校） 1,929

学校給食費 17,084

□ 本渡学校給食センター 1,149

□ 学校給食費管理運営経費 15,935

社会教育施設費 11,798

□ 社会教育施設整備事業 9,135

□ ここらす施設管理経費 2,663

林業施設災害復旧費 6,938

□ 6,938

10,448,497 10,448,497

57,798,846 623,957 58,422,803

8 消防費 1,942,253 36,587 1,978,840
非常備消防費事務経費

9 教育費 4,573,360 38,714 4,612,074

治山施設に係る災害復旧費

補正されなかった款

歳出合計

10 災害復旧費 49,710 6,938 56,648

大型提示装置（液晶モニター）購入に係る事業費

現年発生単独災害復旧事業（治山施設）

小中学校ＩＣＴ整備事業

物価高騰に伴う小学校の空調用ＬＰガスの供給単価
見直しに係る事業費

物価高騰に伴う中学校の空調用ＬＰガスの供給単価
見直しに係る事業費

物価高騰に伴うここらすの空調用ＬＰガスの供給単価
見直しに係る事業費

物価高騰に伴う空調及び調理用ＬＰガスの供給単価
見直しに係る事業費

地域交流センターおおくす多目的ホールの空調設備
改修に係る事業費

物価高騰に伴う小中学校等の給食食材費の高騰分
に係る事業費

訓練等費用弁償の見直しに係る事業費

西平椿公園トイレ改修に係る事業費

班長及び基本団員の年報酬額の改定及び出動報酬
の創設等による事業費
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債務負担行為の概要

【一般会計補正予算（第５号）】
（単位：千円）

№ 事　　項 事業内容 期　間 限度額 補正理由

令和5年度
～

令和7年度

（年度別内訳）

令和5年度 47,027
令和6年度 46,518
令和7年度 46,518

令和5年度
～

令和7年度

（年度別内訳）

令和5年度 40,193
令和6年度 39,968
令和7年度 39,968

1
天草市民センター指
定管理料

天草市民センターの指
定管理料

140,063

令和４年度で現指定管理者と
の契約が満了することから、新
たな指定管理者の選定を行うた
め。

2
牛深総合センター指
定管理料

牛深総合センターの指
定管理料

120,129

令和４年度で現指定管理者と
の契約が満了することから、新
たな指定管理者の選定を行うた
め。
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【 総 務 費 】

1. 特定地域づくり支援事業 Ｐ 11 (Ｐ 26)

2. 天草エアライン経営安定化事業 Ｐ 12 (Ｐ 26)

3. 牛深・蔵之元航路維持確保支援事業 Ｐ 13 (Ｐ 26)

4. スポーツコミッション推進事業 Ｐ 14 (Ｐ 26)

【 民 生 費 】

5. 民生委員児童委員活動推進事業 Ｐ 15 (Ｐ 27)

6. 公的介護施設等整備支援事業 Ｐ 16 (Ｐ 27)

7. 保育所等給食食材費高騰対策事業 Ｐ 17 (Ｐ 28)

8. 生活困窮者自立支援事業 Ｐ 18 (Ｐ 28)

【 衛 生 費 】

9. 骨髄移植ドナー助成事業 Ｐ 19 (Ｐ 29)

10. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 Ｐ 20 (Ｐ 29)

11. 子育て世代包括支援事業 Ｐ 21 (Ｐ 29)

【 農 林 水 産 業 費 】

12. 主食用米経営安定支援事業 Ｐ 22 (Ｐ 29)

13. 肥料価格高騰緊急対策事業 Ｐ 23 (Ｐ 29)

14. 配合飼料価格高騰緊急対策事業 Ｐ 24 (Ｐ 29)

15. 園芸作物等経営安定支援事業 Ｐ 25 (Ｐ 30)

16. 園芸施設省エネ投資緊急支援事業 Ｐ 26 (Ｐ 30)

17. 特用林産物施設化推進事業 Ｐ 27 (Ｐ 30)

18. 水産業省エネ投資緊急支援事業 Ｐ 28 (Ｐ 31)

19. 漁業用資材高騰対策緊急支援事業 Ｐ 29 (Ｐ 31)

20. 漁業経営セーフティネット緊急支援事業 Ｐ 30 (Ｐ 31)

【 商 工 費 】

21. 中小企業・小規模事業者緊急支援事業 Ｐ 31 (Ｐ 31)

22. 商店街共同施設等整備支援事業 Ｐ 32 (Ｐ 31)

23. 観光施設整備事業 Ｐ 33 (Ｐ 32)

【 教 育 費 】

24. 小中学校ＩＣＴ整備事業 Ｐ 34 (Ｐ 32)

25. 社会教育施設整備事業 Ｐ 35 (Ｐ 34)

【 災 害 復 旧 費 】

26. 現年発生単独災害復旧事業（治山施設） Ｐ 36 (Ｐ 35)

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）

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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