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議 案 第 １６ 号 

 

令和元年度益城町一般会計補正予算（第５号） 

 

   令和元年度益城町一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

   （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，９１１，９０９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

   ４３，２５５，７０７千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

  第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

   （地方債の補正） 

  第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

    令和２年３月１０日 提出 

 

益城町長 西 村 博 則    

 

 

－ 1 － 



－ 2 －

第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正
歳　入 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  1. 町　　　税 ３，３３３，９０６ ２７８，０７９ ３，６１１，９８５

  1. 町　民　税 １，３３５，５４０ １６６，５５４ １，５０２，０９４

  2. 固定資産税 １，７１３，９６６ １０２，９５５ １，８１６，９２１

  3. 軽自動車税 １０２，１９９ ８，５７０ １１０，７６９

 12. 地方交付税 ３，５７４，６７２ １００，７９４ ３，６７５，４６６

  1. 地方交付税 ３，５７４，６７２ １００，７９４ ３，６７５，４６６

 14. 分担金及び負担金 １４３，１０６ △４２６ １４２，６８０

  2. 負担金 １４３，１０６ △４２６ １４２，６８０

 16. 国庫支出金 ２０，７２２，８５０ △９２０，１２７ １９，８０２，７２３

  1. 国庫負担金 ４，１２０，６９７ １，１１９，７４９ ５，２４０，４４６

  2. 国庫補助金 １６，５９３，９８７ △２，０４１，８９４ １４，５５２，０９３

  3. 国庫委託金 ８，１６６ ２，０１８ １０，１８４

 17. 県支出金 ２，５８０，４１３ △１０２，７３８ ２，４７７，６７５

  1. 県負担金 ７５４，６２０ △１２，３８１ ７４２，２３９

  2. 県補助金 １，７３７，３２０ △９２，８０９ １，６４４，５１１

  3. 県委託金 ８８，４７３ ２，４５２ ９０，９２５

 18. 財産収入 ４２，６８１ １７０，０４９ ２１２，７３０

  2. 財産売払収入 ３２，０５６ １７０，０４９ ２０２，１０５

 19. 寄　附　金 ３３０，５７３ １６ ３３０，５８９

  1. 寄　附　金 ３３０，５７３ １６ ３３０，５８９

 20. 繰　入　金 ２，３８１，３８６ △１，１９３，１３９ １，１８８，２４７

  2. 基金繰入金 ２，３８１，３８６ △１，１９３，１３９ １，１８８，２４７

 22. 諸　収　入 ３１４，１９６ ２２，５８３ ３３６，７７９

  1. 延滞金加算金及び過料 １，０００ １，４９５ ２，４９５

  5. 雑　　　入 ２８２，０９６ ２１，０８８ ３０３，１８４



（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

 23. 町　　　債 １２，５６２，９００ △２，２６７，０００ １０，２９５，９００

  1. 町　　　債 １２，５６２，９００ △２，２６７，０００ １０，２９５，９００

歳               入               合               計 ４７，１６７，６１６ △３，９１１，９０９ ４３，２５５，７０７

－ 3 －



－ 4 －

歳　出 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  2. 総　務　費 ２，１６８，６４８ １９１，９２０ ２，３６０，５６８

  1. 総務管理費 １，８３２，５２６ ２０２，１１１ ２，０３４，６３７

  2. 徴　税　費 １９２，０９８ △６，０６６ １８６，０３２

  3. 戸籍住民基本台帳費 ６７，３９９ △３，０６４ ６４，３３５

  4. 選　挙　費 ６５，０００ △１，０９４ ６３，９０６

  5. 統計調査費 ３，０７８ ０ ３，０７８

  6. 監査委員費 ８，５４７ ３３ ８，５８０

  3. 民　生　費 ５，５０８，２６０ △１１２，７９４ ５，３９５，４６６

  1. 社会福祉費 ２，６９５，８６１ △１１，４７４ ２，６８４，３８７

  2. 児童福祉費 ２，５４８，５８１ △５１，２５６ ２，４９７，３２５

  3. 災害救助費 ２６３，８１８ △５０，０６４ ２１３，７５４

  4. 衛　生　費 １，１３２，７５７ ２５ １，１３２，７８２

  1. 保健衛生費 ９７６，４０８ ２５ ９７６，４３３

  6. 農林水産業費 ５６１，８０３ △３，７１６ ５５８，０８７

  1. 農　業　費 ５５１，５４５ △３，７１６ ５４７，８２９

  7. 商　工　費 １３４，９７９ △１，２４３ １３３，７３６

  1. 商　工　費 １３４，９７９ △１，２４３ １３３，７３６

  8. 土　木　費 １８，８０５，８７２ △２０３，３９０ １８，６０２，４８２

  1. 土木管理費 ７０８，０５３ △１６６，５９０ ５４１，４６３

  2. 道路橋梁費 ６０９，６０６ △１３５，６０２ ４７４，００４

  4. 都市計画費 ２，１４２，２９８ ９８，３２９ ２，２４０，６２７

  5. 住　宅　費 １５，３４５，６５３ ４７３ １５，３４６，１２６

  9. 消　防　費 ８０６，１２５ △４１，１７９ ７６４，９４６

  1. 消　防　費 ８０６，１２５ △４１，１７９ ７６４，９４６

 10. 教　育　費 １，９４６，７８７ ６４，８４１ ２，０１１，６２８



（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  1. 教育総務費 １７１，３６８ △９，９５６ １６１，４１２

  2. 小学校費 ５４４，８７７ １０４，６８８ ６４９，５６５

  3. 中学校費 ３５１，６２２ ４１，７５３ ３９３，３７５

  5. 幼稚園費 １１２，７１３ △４０５ １１２，３０８

  6. 社会教育費 ４８２，６０６ △７４，９７７ ４０７，６２９

  7. 保健体育費 ２８３，６０１ ３，７３８ ２８７，３３９

 11. 災害復旧費 １４，９０６，８１５ △３，７９２，３８６ １１，１１４，４２９

  1. 農林水産施設災害復旧費 ３０７，７２０ １３３，１４６ ４４０，８６６

  2. 土木施設災害復旧費 ８，７８４，７７４ △３，８２６，６４０ ４，９５８，１３４

  4. 文教施設災害復旧費 ５，５１２，３２１ △２，２９９ ５，５１０，０２２

  5. その他公共施設・公用施設災害復旧費 ２９８，１００ △９６，５９３ ２０１，５０７

 12. 公　債　費 ９２０，０５８ ０ ９２０，０５８

  1. 公　債　費 ９２０，０５８ ０ ９２０，０５８

 14. 予　備　費 １５８，０２６ △１３，９８７ １４４，０３９

  1. 予　備　費 １５８，０２６ △１３，９８７ １４４，０３９

歳               出               合               計 ４７，１６７，６１６ △３，９１１，９０９ ４３，２５５，７０７
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第２表 債 務 負 担 行 為 補 正 

 

 １ 追  加                                                   

事   項 期   間 限 度 額 

益城町総合体育館等指定管理料 令和２年度から令和５年度まで  １８３，８００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３表  地 方 債 補 正 

１ 追 加 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

上益城中央２期地区 

中山間地域総合整備事業債 
４００ 証書借入 

年 3.0％以内 

ただし、利率見直し

方式で借入れる場合

は、利率の見直しを行

った後においては、当

該見直し後の利率 

政府資金については、その融資条件により、

銀行その他の場合にはその債権者と協定すると

ころによる。 

 ただし、町財政の都合により繰上償還するこ

とがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 7 － 



－ 8 － 

２ 変 更 

（単位：千円） 

 起債の目的 
補    正    前 補    正    後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

緊急防災・減災事業債 372,700 

証書借入 

年 3.0％以内 

ただし、利率見

直し方式で借入

れる場合は、利

率の見直しを行

った後において

は、当該見直し

後の利率 

政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るところによる。 

ただし、町財政

の都合により繰上

償還することがあ

る。 

331,500 

補正前に

同じ 

補正前

に同じ 

補正前 

に同じ 

放課後児童クラブ 

建設事業債   
26,200 15,600 

県営特定農業用管水路等 

特別対策事業債 
7,500 8,100 

農業水路等長寿命化・ 

防災減災事業債   
5,700 5,800 

県道整備事業債 283,500 195,300 

町道整備事業債 25,900 30,800 

社会資本整備 

総合交付金事業債 
85,600 70,100 

潮井自然公園整備事業債 10,800 11,300 

都市計画道路整備事業債 273,100 327,100 

土地区画整理事業債 86,300 87,400 



（単位：千円） 

 起債の目的 
補    正    前 補    正    後 

限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

小学校施設整備事業債 175,500 

証書借入 

年 3.0％以内 

ただし、利率

見直し方式で借

入れる場合は、

利率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率 

政府資金につい

ては、その融資条

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の債権者と協定す

るところによる。 

ただし、町財政

の都合により繰上

償還することがあ

る。 

227,300 

補正前に

同じ 

補正前

に同じ 

補正前 

に同じ 

中学校施設整備事業債 13,400 34,900 

役場庁舎等災害復旧事業債 116,800 60,600 

消防施設災害復旧事業債 113,300 112,400 

農業施設災害復旧事業債 62,400 63,200 

道路等災害復旧事業債 352,600 361,600 

がけ地災害復旧事業債 13,900 1,400 

宅地耐震化推進事業債 2,979,600 865,900 

公立社会教育施設 

災害復旧事業債 
479,500 477,200 

地区公民館災害復旧事業債 105,000 34,400 

 

－ 9 － 
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歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） （単位：千円）

款 補　正　前　の　額 補　　正　　額 計

  1. 町　　　税 ３，３３３，９０６ ２７８，０７９ ３，６１１，９８５

 12. 地方交付税 ３，５７４，６７２ １００，７９４ ３，６７５，４６６

 14. 分担金及び負担金 １４３，１０６ △４２６ １４２，６８０

 16. 国庫支出金 ２０，７２２，８５０ △９２０，１２７ １９，８０２，７２３

 17. 県支出金 ２，５８０，４１３ △１０２，７３８ ２，４７７，６７５

 18. 財産収入 ４２，６８１ １７０，０４９ ２１２，７３０

 19. 寄　附　金 ３３０，５７３ １６ ３３０，５８９

 20. 繰　入　金 ２，３８１，３８６ △１，１９３，１３９ １，１８８，２４７

 22. 諸　収　入 ３１４，１９６ ２２，５８３ ３３６，７７９

 23. 町　　　債 １２，５６２，９００ △２，２６７，０００ １０，２９５，９００

      歳          入          合          計 ４７，１６７，６１６ △３，９１１，９０９ ４３，２５５，７０７



（歳　出） （単位：千円）

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補　正　額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  2. 総　務　費 2,168,648 191,920 2,360,568 373,161 △89,000 △92,241

  3. 民　生　費 5,508,260 △112,794 5,395,466 △62,711 △10,600 △8,910 △30,573

  4. 衛　生　費 1,132,757 25 1,132,782 25

  6. 農林水産業費 561,803 △3,716 558,087 140 1,100 △4,956

  7. 商　工　費 134,979 △1,243 133,736 △1,243 1,346 △1,346

  8. 土　木　費 18,805,872 △203,390 18,602,482 59,550 △43,200 5,136 △224,876

  9. 消　防　費 806,125 △41,179 764,946 △41,200 21

 10. 教　育　費 1,946,787 64,841 2,011,628 47,846 2,700 1,600 12,695

 11. 災害復旧費 14,906,815 △3,792,386 11,114,429 △1,439,608 △2,175,800 △124,867 △52,111

 12. 公　債　費 920,058 0 920,058 △500,000 500,000

 14. 予　備　費 158,026 △13,987 144,039 △13,987

 歳     出     合     計 47,167,616 △3,911,909 43,255,707 △1,022,865 △2,267,000 △714,695 92,651

－ 11 －

一 般 財 源



－ 12 －

２　　歳　入

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 個　　　人 946,514 209,888 1,156,402 1. 現年課税分 208,475 均等割・所得割                               208,475

2. 滞納繰越分 1,413 滞納繰越分                                     1,413

2. 法　　　人 389,026 △43,334 345,692 1. 現年課税分 △43,259 均等割・法人税割                            △43,259

2. 滞納繰越分 △75 滞納繰越分                                      △75

　　 　　計 1,335,540 166,554 1,502,094

1. 固定資産税 1,709,407 102,955 1,812,362 1. 現年課税分 106,300 土地・家屋・償却資産                         106,300

2. 滞納繰越分 △3,345 滞納繰越分                                   △3,345

　　 　　計 1,713,966 102,955 1,816,921

（款）  1．町　　　税
（項）  2．固定資産税

（款）  1．町　　　税
（項）  1．町　民　税

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（単位：千円）

1. 軽自動車税種別割 102,199 6,965 109,164 1. 現年課税分 7,640 現年課税分                                     7,640

2. 滞納繰越分 △675 滞納繰越分                                     △675

2. 軽自動車税環境性能割 0 1,605 1,605 1. 現年課税分 1,605 現年課税分                                     1,605

　　 　　計 102,199 8,570 110,769

1. 地方交付税 3,574,672 100,794 3,675,466 1. 地方交付税 100,794 普通交付税                                   100,794

　　 　　計 3,574,672 100,794 3,675,466

1. 民生費負担金 141,584 △426 141,158 3. 児童福祉費負担金 △426 一時預かり事業（一般型）保育料                 △426

　　 　　計 143,106 △426 142,680

－ 13 －

（款）  1．町　　　税
（項）  3．軽自動車税

（款） 12．地方交付税
（項）  1．地方交付税

（款） 14．分担金及び負担金
（項）  2．負担金



－ 14 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 民生費国庫負担金 813,952 △20,641 793,311 3. 児童福祉費負担金 △20,641 児童手当国庫負担金（被用者　３歳未満）       △7,289

児童手当国庫負担金（被用者　３歳以上中学修了前）

                                             △3,253

児童手当国庫負担金（非被用者）              △11,526

児童手当国庫負担金（特例給付）                 1,996

未熟児養育医療国庫負担金                       △569

4. 災害復旧費国庫負担金 3,062,956 1,140,390 4,203,346 1. 農林水産施設災害復 149,100 農林水産施設災害復旧費負担金                 149,100
旧費負担金

2. 土木施設災害復旧費 991,290 公共土木施設災害復旧費負担金                 991,290
負担金

　　 　　計 4,120,697 1,119,749 5,240,446

1. 総務費国庫補助金 34,311 △11,851 22,460 1. 総務費国庫補助金 △11,851 社会保障・税番号制度個人番号カード関連事務委任交付金

                                               1,114

個人番号カード利用環境整備費補助金           △1,457

社会資本整備総合交付金（定住促進）             2,992

地方創生推進交付金                          △14,500

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 16．国庫支出金
（項）  2．国庫補助金

（款） 16．国庫支出金
（項）  1．国庫負担金

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

2. 民生費国庫補助金 556,568 462 557,030 3. 児童福祉費補助金 462 子ども・子育て支援交付金                     △7,270

子ども・子育て支援整備交付金                   9,456

子育てのための施設等利用給付交付金           △1,724

7. 土木費国庫補助金 12,070,316 59,550 12,129,866 1. 土木費補助金 △20,027 社会資本整備総合交付金                      △20,027

2. 都市計画費補助金 57,587 社会資本整備総合交付金（都市公園）           △5,712

集約都市形成支援事業費補助金                 △2,701

都市計画道路整備事業補助金                    66,000

3. 住宅費補助金 21,990 社会資本整備総合交付金（ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀耐震化） 21,990

9. 教育費国庫補助金 124,932 47,846 172,778 1. 小学校費補助金 40,475 被災児童就学援助費補助金                    △12,392

情報通信ネットワーク環境施設整備（小学校分）  52,867

2. 中学校費補助金 7,491 被災児童就学援助費補助金                    △11,826

情報通信ネットワーク環境施設整備（中学校分）  19,317

3. 幼稚園費補助金 △120 幼稚園就園奨励費補助金                         △120

10. 災害復旧費補助金 3,699,221 △2,137,901 1,561,320 4. 文教施設災害復旧費 △24,201 文教施設災害復旧費補助金                    △24,201
補助金

－ 15 －



－ 16 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

5. その他公共施設等災 △2,113,700 宅地耐震化推進事業補助金                 △2,113,700
害復旧費補助金

　　 　　計 16,593,987 △2,041,894 14,552,093

1. 総務費委託金 200 2,000 2,200 1. 総務費委託金 2,000 自主防災組織等連携促進支援事業委託金           2,000

2. 民生費委託金 7,966 18 7,984 2. 児童福祉費委託金 18 特別児童扶養手当事務費交付金                      18

　　 　　計 8,166 2,018 10,184

1. 民生費県負担金 607,909 △12,381 595,528 2. 老人福祉費負担金 △6,753 後期高齢者医療保険基盤安定拠出金             △6,753

3. 児童福祉費負担金 △2,628 児童手当県負担金（被用者　３歳未満）           △788

児童手当県負担金（被用者　3歳以上中学修了前）  △813

児童手当県負担金（非被用者）                 △2,904

児童手当県負担金（特例給付）                     522

未熟児養育医療県負担金                         △368

（款） 16．国庫支出金
（項）  3．国庫委託金

（款） 17．県支出金
（項）  1．県負担金

（款） 16．国庫支出金
（項）  2．国庫補助金

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（単位：千円）

子育てのための施設等利用給付費県費負担金       1,723

4. 災害救助費負担金 △3,000 災害救助費負担金                             △3,000

　　 　　計 754,620 △12,381 742,239

1. 総務費県補助金 1,221,515 △414,540 806,975 1. 総務費補助金 △414,540 消費者行政活性化事業補助金                        22

地方バス運行等特別対策補助金                     121

地方創生推進交付金（移住支援助成金）           △750

熊本地震復興基金交付金                     △413,933

2. 民生費県補助金 336,870 △14,508 322,362 2. 老人福祉費補助金 40 在宅福祉事業費補助金                              40

3. 児童福祉費補助金 △14,548 子ども・子育て支援交付金                     △7,271

子ども・子育て支援事業費補助金               △3,000

放課後児童クラブ整備費補助金                 △4,277

3. 衛生費県補助金 19,295 377,763 397,058 1. 衛生費補助金 377,763 乳幼児（子ども）医療費補助金                 △2,161

衛生費補助金                                 379,924

5. 農林水産業費県補助金 63,701 140 63,841 1. 農業費補助金 140

－ 17 －

（款） 17．県支出金
（項）  2．県補助金



－ 18 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

耕作放棄地解消事業（耕作放棄地有効利用促進事業）補助

金                                               140

10. 災害復旧費県補助金 46,482 △41,664 4,818 1. 災害復旧費補助金 △41,664 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金      △41,664

　　 　　計 1,737,320 △92,809 1,644,511

1. 総務費委託金 82,823 2,452 85,275 3. 統計調査費委託金 2,824 学校基本調査交付金                                10

工業統計調査交付金                               121

農林業センサス交付金                           2,128

経済センサス調査区設定交付金                       5

統計調査員確保対策事業委託金                      10

経済センサス-基礎調査交付金                      387

国勢調査調査区設定                               163

4. 選挙費委託金 △372 県議会議員選挙執行委託金                       △372

　　 　　計 88,473 2,452 90,925

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 17．県支出金
（項）  3．県委託金

（款） 17．県支出金
（項）  2．県補助金

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

2. 物品売払収入 32,056 △1,500 30,556 1. 物品売払収入 △1,500 四賢婦人学習漫画売払料                       △1,500

3. 株式売払収入 0 171,549 171,549 1. 株式売払収入 171,549 熊本空港ビルディング㈱解散時清算金           160,500

証券売払収入                                  11,049

　　 　　計 32,056 170,049 202,105

2. 民生費寄附金 0 16 16 1. 民生費寄附金 16 民生費寄附金                                      16

　　 　　計 330,573 16 330,589

1. 基金繰入金 2,381,386 △1,193,139 1,188,247 1. 財政調整基金繰入金 △470,000 財政調整基金繰入金                         △470,000

2. 減債基金繰入金 △500,000 減債基金繰入金                             △500,000

9. 平成28年熊本地震復 △223,139 平成28年熊本地震復興基金繰入金             △223,139
興基金繰入金

　　 　　計 2,381,386 △1,193,139 1,188,247

－ 19 －

（款） 18．財産収入
（項）  2．財産売払収入

（款） 19．寄　附　金
（項）  1．寄　附　金

（款） 20．繰　入　金
（項）  2．基金繰入金



－ 20 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 延　滞　金 1,000 1,495 2,495 1. 延　滞　金 1,495 延滞金                                         1,495

　　 　　計 1,000 1,495 2,495

5. 雑　　　入 282,090 21,088 303,178 1. 雑　　　入 21,088 被災宅地復旧支援事業補助金返還金              10,354

立竹木等補償金                                10,734

　　 　　計 282,096 21,088 303,184

1. 総　務　債 779,300 △41,200 738,100 1. 総　務　債 △41,200 緊急防災・減災事業債                        △41,200

2. 民　生　債 26,200 △10,600 15,600 1. 民　生　債 △10,600 放課後児童クラブ建設事業債                  △10,600

5. 農　林　債 90,400 1,100 91,500 1. 農　林　債 1,100 上益城中央２期地区中山間地域総合整備事業債       400

県営特定農業用管水路等特別対策事業債             600

農業水路等長寿命化・防災減災事業債               100

6. 土　木　債 4,673,500 △43,200 4,630,300 1. 土　木　債 △43,200 県道整備事業債                              △88,200

（款） 23．町　　　債
（項）  1．町　　　債

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

（款） 22．諸　収　入
（項）  5．雑　　　入

（款） 22．諸　収　入
（項）  1．延滞金加算金及び過料



（単位：千円）

町道整備事業債                                 4,900

社会資本整備総合交付金事業債                △15,500

潮井自然公園整備事業債                           500

都市計画道路整備事業債                        54,000

土地区画整理事業債                             1,100

7. 教　育　債 283,900 73,300 357,200 1. 教　育　債 73,300 小学校施設整備事業債                          51,800

中学校施設整備事業債                          21,500

8. 災害復旧債 6,709,600 △2,246,400 4,463,200 1. 災害復旧債 △2,246,400 役場庁舎等災害復旧事業債                    △56,200

消防施設災害復旧事業債                         △900

農業施設災害復旧事業債                           800

道路等災害復旧事業債                           9,000

がけ地災害復旧事業債                        △12,500

宅地耐震化推進事業債                     △2,113,700

公立社会教育施設災害復旧事業債               △2,300

地区公民館災害復旧事業債                    △70,600

　　 　　計 12,562,900 △2,267,000 10,295,900

－ 21 －



－ 22 －

３　　歳　出

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

1. 一般管理費 990,815 △60,790 930,025 △60,790 2. 給　　　料 △1,762 職員給料                 △1,762

3. 職員手当 △11,700 時間外勤務手当             2,000

期末勤勉手当               △723

宿日直手当                    22

派遣職員災害派遣手当    △12,999

4. 共　済　費 △462 共済組合負担金             △462

6. 恩給及び退 △166 退職手当組合負担金         △166
職年金

12. 役　務　費 △159 派遣職員宿舎火災保険料      △40

派遣職員宿舎清掃手数料     △119

14. 使用料及び △6,001 派遣職員宿舎借上料       △5,783
賃借料

派遣職員寝具借上料         △218

18. 備品購入費 43 庁用器具費                    43

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

19. 負担金補助 △40,583 派遣職員人件費負担金    △40,583
及び交付金

2. 財産管理費 61,712 379,924 441,636 379,924 25. 積　立　金 379,924 減債基金積立金           379,924

4. 企　画　費 470,073 △117,100 352,973 △12,351 △89,000 △15,749 13. 委　託　料 △27,100 福田地区乗合タクシー運行業務委託
料                         △300

地方創生推進業務委託料  △26,800

19. 負担金補助 △90,000 被災民間賃貸住宅復旧事業補助金
及び交付金                         △89,000

地方創生推進交付金（移住支援助成
金）                     △1,000

6. 防　災　費 79,223 0 79,223 2,000 △2,000

7. 諸　　　費 57,126 830 57,956 830 19. 負担金補助 830 有線放送施設・広報掲示板整備補助
及び交付金 金                           830

9. 住民相談費 763 45 808 22 23 1. 報　　　酬 45 消費生活相談員報酬            45

－ 23 －



－ 24 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

10. 男女共同参画 16,977 △798 16,179 △798 3. 職員手当 100 時間外勤務手当               100
事業費

8. 報　償　費 △700 主催講座講師謝金           △700

14. 使用料及び △198 映画メディア借上料         △198
賃借料

　　計 1,832,526 202,111 2,034,637 369,595 △89,000 △78,484

1. 税務総務費 139,506 △3,300 136,206 △3,300 1. 報　　　酬 △2,322 非常勤職員報酬           △2,322

2. 給　　　料 △8 職員給料                     △8

3. 職員手当 30 扶養手当                      30

7. 賃　　　金 △1,000 臨時職員賃金             △1,000

（款）  2．総　務　費
（項）  2．徴　税　費

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

2. 賦　課　費 41,445 △1,480 39,965 △1,480 13. 委　託　料 △1,480 固定資産家屋評価委託料     △680

電子地番図修正更新業務委託料
                           △800

3. 徴　収　費 9,123 △1,286 7,837 △1,286 13. 委　託　料 △1,286 地方税共通納税制度システム設定業
務委託料                 △1,286

　　計 192,098 △6,066 186,032 △6,066

1. 戸籍住民基本 67,399 △3,064 64,335 1,114 △4,178 1. 報　　　酬 △3,530 非常勤職員報酬           △3,530
台帳費

13. 委　託　料 △648 社会保障・税番号制度システム整備
委託料                     △648

19. 負担金補助 1,114 個人番号カード交付事務負担金
及び交付金                            1,114

　　計 67,399 △3,064 64,335 1,114 △4,178

－ 25 －

（款）  2．総　務　費
（項）  3．戸籍住民基本台帳費



－ 26 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

6. 県議会議員選 12,695 △372 12,323 △372 3. 職員手当 △372 時間外勤務手当             △372
挙費

8. 町議会議員選 12,009 △722 11,287 △722 3. 職員手当 △722 時間外勤務手当             △722
挙費

　　計 65,000 △1,094 63,906 △372 △722

2. 統計調査費 3,046 0 3,046 2,824 △2,824

　　計 3,078 0 3,078 2,824 △2,824

1. 監査委員費 8,547 33 8,580 33 3. 職員手当 33 時間外勤務手当                50

期末勤勉手当                △17

　　計 8,547 33 8,580 33

（款）  2．総　務　費
（項）  5．統計調査費

（款）  2．総　務　費
（項）  6．監査委員費

（款）  2．総　務　費
（項）  4．選　挙　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

1. 社会福祉総務 1,491,512 △3,000 1,488,512 △13,500 10,500 19. 負担金補助 △3,000 応急仮設住宅移転費用補助金
費 及び交付金                          △3,000

4. 老人福祉費 626,621 560 627,181 40 520 3. 職員手当 15 住居手当                      15

28. 繰　出　金 545 介護予防・日常生活支援総合事業繰
出金                         579

介護保険特別会計事務費繰出金
                            △34

9. 後期高齢者医 551,091 △9,034 542,057 △6,753 △2,281 28. 繰　出　金 △9,034 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金
療費                          △9,003

後期高齢者医療特別会計事務費繰出
金                          △31

　　計 2,695,861 △11,474 2,684,387 △20,213 8,739

1. 児童福祉総務 1,540,561 △23,309 1,517,252 △15,443 △10,600 16 2,718 2. 給　　　料 794 給　　　料                   794
費

3. 職員手当 284 扶養手当                     110

通勤手当                      34

－ 27 －

（款）  3．民　生　費
（項）  1．社会福祉費

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費



－ 28 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

児童手当                     140

4. 共　済　費 182 共　済　費                   182

12. 役　務　費 △63 一時預かり事業（一般型）障害総合
保険料                      △63

13. 委　託　料 △24,462 放課後児童健全育成事業委託料
                        △18,389

地域子育て支援拠点事業委託料
                            △73

放課後児童クラブ監理業務委託料
                         △3,000

例規整備委託料           △3,000

15. 工事請負費 △3,115 放課後児童クラブ建設工事請負費
                         △3,115

18. 備品購入費 △314 放課後児童クラブ環境整備費 △314

区  分 金  額

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費

一般財源



（単位：千円）

20. 扶　助　費 3,385 子ども医療費助成金         3,385

2. 児童措置費 634,125 △28,040 606,085 △24,055 △3,985 20. 扶　助　費 △28,040 児童手当                △28,040

3. 児童福祉施設 373,895 93 373,988 △426 519 3. 職員手当 89 扶養手当                      19
費

住居手当                      55

児童手当                      15

4. 共　済　費 4 共済組合負担金                 4

　　計 2,548,581 △51,256 2,497,325 △39,498 △10,600 △410 △748

1. 災害救助費 156,445 △30,064 126,381 △3,000 △27,064 3. 職員手当 △4,327 災害派遣職員手当         △4,327

12. 役　務　費 △60 災害派遣職員宿舎清掃手数料  △40

災害派遣職員用宿舎火災保険料
                            △20

14. 使用料及び △2,069 災害派遣職員用宿舎借上料 △1,985
賃借料

災害派遣職員用寝具借上料    △84

－ 29 －

（款）  3．民　生　費
（項）  3．災害救助費



－ 30 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

15. 工事請負費 △3,000 仮設団地農地復旧工事請負費
                         △3,000

19. 負担金補助 △20,608 災害派遣職員人件費等負担金
及び交付金                         △20,608

2. 仮設住宅運営 107,373 △20,000 87,373 △8,500 △11,500 13. 委　託　料 △3,000 仮設団地駐車場等保守業務委託料
費                          △1,000

みんなの家移設工事監理委託料
                         △2,000

15. 工事請負費 △17,000 みんなの家移設工事費    △17,000

　　計 263,818 △50,064 213,754 △3,000 △8,500 △38,564

1. 保健衛生総務 502,401 25 502,426 25 4. 共　済　費 25 共済組合負担金                25
費

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費

（款）  3．民　生　費
（項）  3．災害救助費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

　　計 976,408 25 976,433 25

2. 農業総務費 153,676 △572 153,104 △572 2. 給　　　料 △614 職員給料                   △614

3. 職員手当 67 扶養手当                      56

住居手当                      92

期末勤勉手当               △126

児童手当                      45

4. 共　済　費 △25 共済組合負担金              △25

3. 農業振興費 60,385 1,940 62,325 140 1,800 19. 負担金補助 1,940 農業用廃プラスチック処理事業補助
及び交付金 金                         1,800

耕作放棄地解消事業（耕作放棄地有
効利用促進事業）補助金       140

5. 農　地　費 171,417 916 172,333 1,100 △184 19. 負担金補助 916 上益城中央２期地区中山間地域総合
及び交付金 整備事業負担金               555

県営特定農業用管水路等特別対策事
業負担金                     582

－ 31 －

（款）  6．農林水産業費
（項）  1．農　業　費



－ 32 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

農業水路等長寿命化・防災減災事業
負担金                     △221

11. 農業集落排水 68,000 △6,000 62,000 △6,000 28. 繰　出　金 △6,000 農業集落排水事業特別会計繰出金
事業費                          △6,000

　　計 551,545 △3,716 547,829 140 1,100 △4,956

2. 商工業振興費 90,681 △1,243 89,438 △1,243 11. 需　用　費 △143 消耗品費                   △143

13. 委　託　料 △1,100 プレミアム付マイナポイント利用店
舗募集業務委託料         △1,100

3. 観　光　費 18,565 0 18,565 1,346 △1,346

　　計 134,979 △1,243 133,736 △1,243 1,346 △1,346

（款）  7．商　工　費
（項）  1．商　工　費

（款）  6．農林水産業費
（項）  1．農　業　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

1. 土木総務費 688,635 △166,590 522,045 △166,590 3. 職員手当 △26,014 通勤手当                       5

災害派遣手当            △26,019

12. 役　務　費 △444 派遣職員宿舎火災保険料     △180

派遣職員宿舎清掃費         △264

14. 使用料及び △13,642 派遣職員宿舎借上料      △13,181
賃借料

派遣職員寝具借上料         △461

19. 負担金補助 △126,490 派遣職員人件費負担金   △126,490
及び交付金

　　計 708,053 △166,590 541,463 △166,590

2. 道路新設改良 323,351 △102,043 221,308 △88,200 △13,843 19. 負担金補助 △102,043 県道整備事業負担金     △102,043
費 及び交付金

6. 社会資本整備 214,700 △33,559 181,141 △20,027 △10,600 △2,932 12. 役　務　費 △400 不動産鑑定手数料           △400

総合交付金事

業

－ 33 －

（款）  8．土　木　費
（項）  1．土木管理費

（款）  8．土　木　費
（項）  2．道路橋梁費



－ 34 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

13. 委　託　料 △25,850 設計委託料              △25,850

14. 使用料及び △200 道路整備等機械借上料       △200
賃借料

15. 工事請負費 △3,009 工事請負費               △3,009

16. 原材料費 △100 道路整備等原材料費         △100

17. 公有財産購 △4,000 公有財産購入費           △4,000
入費

　　計 609,606 △135,602 474,004 △20,027 △98,800 △16,775

1. 都市計画総務 1,023,782 △22,906 1,000,876 19,289 5,136 △47,331 2. 給　　　料 △906 職員給料                   △906
費

13. 委　託　料 △12,000 用途地域見直業務委託料   △6,000

金  額

（款）  8．土　木　費
（項）  4．都市計画費

（款）  8．土　木　費
（項）  2．道路橋梁費

一般財源 区  分



（単位：千円）

立地適正化計画策定業務委託料
                         △6,000

28. 繰　出　金 △10,000 公共下水道特別会計繰出金
                        △10,000

5. 公　園　費 54,501 0 54,501 △5,712 500 5,212

6. 土地区画整理 103,496 1,235 104,731 1,100 135 19. 負担金補助 1,235 益城中央土地区画整理事業負担金
費 及び交付金                            1,235

8. 街路事業費 674,370 120,000 794,370 66,000 54,000 13. 委　託　料 23,000 都市計画道路測量設計業務委託料
                          23,000

17. 公有財産購 97,000 道路用地購入費            97,000
入費

　　計 2,142,298 98,329 2,240,627 79,577 55,600 5,136 △41,984

－ 35 －



－ 36 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

1. 住宅管理費 109,562 473 110,035 473 3. 職員手当 449 通勤手当                       1

時間外勤務手当               448

4. 共　済　費 24 共済組合負担金                24

　　計 15,345,653 473 15,346,126 473

2. 消防施設費 757,201 △41,179 716,022 △41,200 21 13. 委　託　料 △4,379 消防団詰所建設設計業務委託料
                         △4,379

15. 工事請負費 △36,800 消防団詰所建築費        △36,800

　　計 806,125 △41,179 764,946 △41,200 21

（款）  9．消　防　費
（項）  1．消　防　費

（款）  8．土　木　費
（項）  5．住　宅　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

2. 事務局費 151,640 △9,956 141,684 △9,956 2. 給　　　料 △383 職員給料                   △383

3. 職員手当 △1,450 災害派遣手当             △1,450

6. 恩給及び退 4 退職手当組合負担金             4
職年金

12. 役　務　費 △24 派遣職員宿舎火災保険料      △10

派遣職員宿舎清掃費          △14

14. 使用料及び △703 派遣職員宿舎借上料         △680
賃借料

派遣職員寝具借上料          △23

19. 負担金補助 △7,400 派遣職員人件費負担金     △7,400
及び交付金

　　計 171,368 △9,956 161,412 △9,956

1. 学校管理費 489,668 104,688 594,356 52,867 51,800 21 3. 職員手当 通勤手当                    △70

期末勤勉手当                  70

－ 37 －

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費

（款） 10．教　育　費
（項）  2．小学校費



－ 38 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

15. 工事請負費 104,688 情報通信ネットワーク環境施設整備
（小学校分）             104,688

2. 教育振興費 55,209 0 55,209 △12,392 12,392

　　計 544,877 104,688 649,565 40,475 51,800 12,413

1. 学校管理費 319,472 41,753 361,225 19,317 21,500 936 15. 工事請負費 41,753 中学校屋内運動場非構造部材改修工
事                         3,500

情報通信ネットワーク環境施設整備
（中学校分）              38,253

2. 教育振興費 32,150 0 32,150 △11,826 11,826

　　計 351,622 41,753 393,375 7,491 21,500 12,762

金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  3．中学校費

（款） 10．教　育　費
（項）  2．小学校費

一般財源 区  分



（単位：千円）

1. 幼稚園費 112,713 △405 112,308 △120 △285 3. 職員手当 196 特殊勤務手当                  16

時間外勤務手当               180

19. 負担金補助 △601 私立幼稚園就園奨励費助成金 △601
及び交付金

　　計 112,713 △405 112,308 △120 △285

1. 社会教育総務 244,448 △74,977 169,471 △70,600 △4,377 3. 職員手当 567 時間外勤務手当             2,000
費

派遣職員災害派遣手当     △1,433

14. 使用料及び △153 派遣職員寝具借上料         △153
賃借料

19. 負担金補助 △75,391 自治公民館災害復旧費等補助金
及び交付金                         △70,531

派遣職員人件費負担金     △4,860

5. 四賢婦人記念 9,718 0 9,718 △1,500 1,500
館運営費

－ 39 －

（款） 10．教　育　費
（項）  5．幼稚園費

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費



－ 40 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

　　計 482,606 △74,977 407,629 △70,600 △1,500 △2,877

1. 保健体育総務 70,899 3,738 74,637 3,100 638 4. 共　済　費 38 共　済　費                    38
費

19. 負担金補助 3,700 聖火リレー益城町実行委員会補助金
及び交付金                            3,700

　　計 283,601 3,738 287,339 3,100 638

1. 農業用施設災 297,720 133,146 430,866 149,100 800 △16,754 3. 職員手当 △2,882 災害派遣職員手当         △2,882
害復旧費

12. 役　務　費 △14 災害派遣職員宿舎清掃手数料  △14

13. 委　託　料 150,000

（款） 10．教　育　費
（項）  7．保健体育費

（款） 11．災害復旧費
（項）  1．農林水産施設災害復旧費

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

農業用施設災害復旧業務委託料
                         150,000

14. 使用料及び △551 災害派遣職員宿舎借上料     △497
賃借料

災害派遣職員用寝具借上料    △54

19. 負担金補助 △13,407 派遣職員人件費等負担金  △13,407
及び交付金

　　計 307,720 133,146 440,866 149,100 800 △16,754

1. 道路橋梁災害 1,519,214 964,885 2,484,099 974,290 9,000 △18,405 3. 職員手当 △1,425 災害派遣職員手当         △1,425
復旧費

12. 役　務　費 △37 派遣職員宿舎火災保険料      △10

災害派遣職員宿舎清掃手数料  △27

14. 使用料及び △1,208 災害派遣職員用宿舎借上料 △1,139
賃借料

災害派遣職員用寝具借上料    △69

15. 工事請負費 1,000,293 災害復旧工事請負費     1,000,293

－ 41 －

（款） 11．災害復旧費
（項）  2．土木施設災害復旧費



－ 42 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

19. 負担金補助 △32,738 派遣職員人件費等負担金  △15,738
及び交付金

私道復旧事業補助金      △17,000

5. がけ地災害復 62,226 △55,801 6,425 △41,664 △12,500 △1,637 11. 需　用　費 △250 修繕料                     △200
旧費

消耗品費                    △50

15. 工事請負費 △55,551 がけ地災害復旧工事費    △55,551

6. 宅地災害復旧 6,670,109 △4,567,070 2,103,039 △2,463,700 △2,113,700 10,354 △24 8. 報　償　費 △4 先進地視察謝礼代             △4
費

9. 旅　　　費 △20 費用弁償                    △20

15. 工事請負費 △4,227,400 宅地耐震化復旧工事費 △4,227,400

19. 負担金補助 △350,000 被災宅地復旧支援事業補助金
及び交付金                        △350,000

23. 償還金利子 10,354 被災宅地復旧支援事業補助金返還金
及び割引料                           10,354

金  額

（款） 11．災害復旧費
（項）  2．土木施設災害復旧費

一般財源 区  分



（単位：千円）

7. 共同墓地復旧 45,000 △33,433 11,567 △33,433 19. 負担金補助 △33,433 共同墓地復旧支援事業補助金
費 及び交付金                         △33,433

8. 地盤改良補助 130,000 △112,000 18,000 △112,000 19. 負担金補助 △112,000 地盤改良工事補助金     △112,000
費 及び交付金

9. 雑種地等災害 25,000 △23,221 1,779 △23,221 19. 負担金補助 △23,221 雑種地等復旧支援事業補助金
復旧費 及び交付金                         △23,221

　　計 8,784,774 △3,826,640 4,958,134 △1,564,507 △2,117,200 △124,867 △20,066

2. 社会教育施設 1,007,000 △2,299 1,004,701 △2,300 1 15. 工事請負費 △2,299 中央公民館解体工事       △2,299
災害復旧費

　　計 5,512,321 △2,299 5,510,022 △2,300 1

1. その他公共施 298,100 △96,593 201,507 △24,201 △57,100 △15,292 12. 役　務　費 △2,490 新庁舎関連許可申請等各種手数料

設・公用施設
                         △2,490

災害復旧費
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（款） 11．災害復旧費
（項）  4．文教施設災害復旧費

（款） 11．災害復旧費
（項）  5．その他公共施設・公用施設災害復旧費



－ 44 －

（単位：千円）

補 正 額 の 財 源 内 訳 節

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

13. 委　託　料 △94,103 複合施設建設基本・実施設計業務委
託料                    △65,454

複合施設地質調査委託料   △7,150

複合施設用地測量設計業務等委託料
                        △20,647

消防団詰所建設設計業務委託料
                           △852

　　計 298,100 △96,593 201,507 △24,201 △57,100 △15,292

1. 元　　　金 800,343 0 800,343 △500,000 500,000

　　計 920,058 0 920,058 △500,000 500,000

（款） 12．公　債　費
（項）  1．公　債　費

（款） 11．災害復旧費
（項）  5．その他公共施設・公用施設災害復旧費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

1. 予　備　費 158,026 △13,987 144,039 △13,987

　　計 158,026 △13,987 144,039 △13,987
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（款） 14．予　備　費
（項）  1．予　備　費




