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議 案 第 ３ 号 

 

平成２８年度益城町一般会計補正予算（第７号） 

 

   平成２８年度益城町一般会計補正予算（第７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に歳入歳出それぞれ３，４４８，３９１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

   ４１，０３３，９９８千円とする。 

  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。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

 

    平成２９年３月７日 提出 

 

 

益城町長 西 村 博 則    
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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 ２，４３３，２５４ ４１０，６９８ ２，８４３，９５２

  1. 町　民　税 １，２１４，８１６ △９４，０１５ １，１２０，８０１

  2. 固定資産税 ９３０，５９２ ５０４，１２６ １，４３４，７１８

  3. 軽自動車税 ８５，１２２ ７，５８７ ９２，７０９

  4. 町たばこ税 １９９，２２４ △７，０００ １９２，２２４

  6. 地方消費税交付金 ５００，０００ ８３，５５６ ５８３，５５６

  1. 地方消費税交付金 ５００，０００ ８３，５５６ ５８３，５５６

 12. 地方交付税 ３，７２６，１５１ ９５４，３３０ ４，６８０，４８１

  1. 地方交付税 ３，７２６，１５１ ９５４，３３０ ４，６８０，４８１

 14. 分担金及び負担金 １６０，１６６ △１，１８４ １５８，９８２

  2. 負担金 １６０，１６６ △１，１８４ １５８，９８２

 15. 使用料及び手数料 １３２，６２７ △８００ １３１，８２７

  2. 手数料 １８，０６１ △８００ １７，２６１

 16. 国庫支出金 １０，９４０，９２４ ２，０３５，９４４ １２，９７６，８６８

  1. 国庫負担金 ３，４２４，４２４ １，００６，０７３ ４，４３０，４９７

  2. 国庫補助金 ７，５０７，２５２ １，０２９，８６８ ８，５３７，１２０

  3. 国庫委託金 ９，２４８ ３ ９，２５１

 17. 県支出金 ５，８５９，７１５ １，３５８，４８５ ７，２１８，２００

  1. 県負担金 ３，９００，９１５ ５１，８９６ ３，９５２，８１１

  2. 県補助金 １，８９１，２８７ １，３２０，０７９ ３，２１１，３６６

  3. 県委託金 ６７，５１３ △１３，４９０ ５４，０２３

 18. 財産収入 ５２，４８７ △５，４６５ ４７，０２２

  1. 財産運用収入 １３，７７６ △９４８ １２，８２８

  2. 財産売払収入 ３８，７１１ △４，５１７ ３４，１９４

 19. 寄　附　金 ２２９，７６１ １８９，２０３ ４１８，９６４



（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  1. 寄　附　金 ２２９，７６１ １８９，２０３ ４１８，９６４

 20. 繰　入　金 ２，０６０，０００ △１，８６０，０００ ２００，０００

  2. 基金繰入金 ２，０６０，０００ △１，８６０，０００ ２００，０００

 22. 諸　収　入 ３８５，９２３ ２８，０２４ ４１３，９４７

  1. 延滞金加算金及び過料 ３，０００ △２，７７７ ２２３

  4. 貸付金元利収入 １００ ３，６０５ ３，７０５

  5. 雑　　　入 ３８２，５２３ ２７，１９６ ４０９，７１９

 23. 町　　　債 １０，６１８，４００ ２５５，６００ １０，８７４，０００

  1. 町　　　債 １０，６１８，４００ ２５５，６００ １０，８７４，０００

歳               入               合               計 ３７，５８５，６０７ ３，４４８，３９１ ４１，０３３，９９８
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歳　出 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  2. 総　務　費 １，３１９，８３９ △１０４，４１６ １，２１５，４２３

  1. 総務管理費 １，０３６，８００ △８６，４６８ ９５０，３３２

  2. 徴　税　費 １６５，３４６ △１１，３０４ １５４，０４２

  3. 戸籍住民基本台帳費 ８４，１６３ △５，６４７ ７８，５１６

  4. 選　挙　費 ２２，６９８ △９９８ ２１，７００

  6. 監査委員費 ９，３５６ １ ９，３５７

  3. 民　生　費 ９，５７５，２０９ △４６５，４１７ ９，１０９，７９２

  1. 社会福祉費 ２，３７７，７３３ △２０，６０７ ２，３５７，１２６

  2. 児童福祉費 ２，４５７，１７９ △４３，１８１ ２，４１３，９９８

  3. 災害救助費 ４，７４０，２９７ △４０１，６２９ ４，３３８，６６８

  4. 衛　生　費 １０，４９２，２７７ ３，６１０，００７ １４，１０２，２８４

  1. 保健衛生費 １，１７１，３６１ △６２，８３０ １，１０８，５３１

  2. 清　掃　費 ９，３２０，９１６ ３，６７２，８３７ １２，９９３，７５３

  6. 農林水産業費 ２，８６９，０５２ △２３，９４８ ２，８４５，１０４

  1. 農　業　費 ２，８３８，９６７ △２０，４４８ ２，８１８，５１９

  2. 林　業　費 ３０，０８５ △３，５００ ２６，５８５

  7. 商　工　費 １５０，４６６ △３０，２５４ １２０，２１２

  1. 商　工　費 １５０，４６６ △３０，２５４ １２０，２１２

  8. 土　木　費 １，５３８，３３７ △３０４，５８４ １，２３３，７５３

  1. 土木管理費 １１５，５５０ △３２，５９９ ８２，９５１

  2. 道路橋梁費 ２４８，７７２ △１０５，９８０ １４２，７９２

  4. 都市計画費 １，１２９，６８１ △１５７，０１１ ９７２，６７０

  5. 住　宅　費 ４４，１４２ △８，９９４ ３５，１４８

  9. 消　防　費 ４３０，９５７ △４，２８８ ４２６，６６９

  1. 消　防　費 ４３０，９５７ △４，２８８ ４２６，６６９



（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

 10. 教　育　費 １，５８２，８１６ △１４１，０５６ １，４４１，７６０

  1. 教育総務費 １３４，２８３ △１３，０１６ １２１，２６７

  2. 小学校費 ２４３，９２３ ７７，８５１ ３２１，７７４

  3. 中学校費 ２４３，１０３ △１２９，１４８ １１３，９５５

  5. 幼稚園費 １２４，０６７ △４，０７０ １１９，９９７

  6. 社会教育費 ３３２，８４０ △４１，５３４ ２９１，３０６

  7. 保健体育費 ５０４，６００ △３１，１３９ ４７３，４６１

 11. 災害復旧費 ７，９４６，９８４ １，０１８，２８５ ８，９６５，２６９

  1. 農林水産施設災害復旧費 １，１４４，８１３ △３５，５４８ １，１０９，２６５

  2. 土木施設災害復旧費 ４，７９１，５６９ ５３４，０３９ ５，３２５，６０８

  3. 厚生労働施設災害復旧費 １２９，６３２ ０ １２９，６３２

  4. 文教施設災害復旧費 １，２３９，４６８ ５１９，７９４ １，７５９，２６２

 12. 公　債　費 ９０１，８８２ △３７ ９０１，８４５

  1. 公　債　費 ９０１，８８２ △３７ ９０１，８４５

 14. 予　備　費 ６５８，０６２ △１０５，９０１ ５５２，１６１

  1. 予　備　費 ６５８，０６２ △１０５，９０１ ５５２，１６１

歳               出               合               計 ３７，５８５，６０７ ３，４４８，３９１ ４１，０３３，９９８
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第２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 

小学校施設整備事業債 ７８，８００

証書借入

年 6.0％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。 
自治公民館災害復旧事業債 ２６，９００

 

 

２ 廃 止 

（単位：千円） 

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利  率 償 還 の 方 法 

緊急防災・減災事業債 ６，４００

証書借入

年 6.0％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。 

潮井自然公園整備事業債 ４５，０００

都市防災総合推進事業債 ３５，０００

津森小トイレ改修事業債 １８，７００

益城中校舎改修事業債 ８２，５００

 



 
３ 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 

地方創生拠点整備 

交付金事業債 
49,000

証書借入 

年 6.0％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。 

35,600

補正前に

同じ 

補正前

に同じ

補正前 

に同じ 

災害援護資金貸付債 700,000 300,000

放課後児童クラブ 

建設事業債 
13,000 13,800

基幹水利ストック 

マネジメント事業債 
9,300 39,100

農業農村整備推進 

交付金事業債 
33,300 300

消防施設災害復旧事業債 18,700 23,800

憩の家災害復旧事業債 10,500 10,900
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 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 

町営住宅災害復旧事業債 55,800

証書借入 

年 6.0％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。 

194,300

補正前に

同じ 

補正前

に同じ

補正前 

に同じ 

道路等災害復旧事業債 1,624,300 675,500

公立学校施設 

災害復旧事業債 
484,600 307,400

がけ地災害復旧事業債 302,000 242,100

学校給食センター 

災害復旧事業債 
81,500 337,000

災害廃棄物処理事業債 4,584,800 6,490,900

歳入欠かん債 940,000 573,600

 
 



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 ２，４３３，２５４ ４１０，６９８ ２，８４３，９５２

  6. 地方消費税交付金 ５００，０００ ８３，５５６ ５８３，５５６

 12. 地方交付税 ３，７２６，１５１ ９５４，３３０ ４，６８０，４８１

 14. 分担金及び負担金 １６０，１６６ △１，１８４ １５８，９８２

 15. 使用料及び手数料 １３２，６２７ △８００ １３１，８２７

 16. 国庫支出金 １０，９４０，９２４ ２，０３５，９４４ １２，９７６，８６８

 17. 県支出金 ５，８５９，７１５ １，３５８，４８５ ７，２１８，２００

 18. 財産収入 ５２，４８７ △５，４６５ ４７，０２２

 19. 寄　附　金 ２２９，７６１ １８９，２０３ ４１８，９６４

 20. 繰　入　金 ２，０６０，０００ △１，８６０，０００ ２００，０００

 22. 諸　収　入 ３８５，９２３ ２８，０２４ ４１３，９４７

 23. 町　　　債 １０，６１８，４００ ２５５，６００ １０，８７４，０００

      歳          入          合          計 ３７，５８５，６０７ ３，４４８，３９１ ４１，０３３，９９８
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（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 1,319,839 △104,416 1,215,423 △11,541 △50,974 △41,901

  3. 民　生　費 9,575,209 △465,417 9,109,792 △11,712 △399,200 1,379 △55,884

  4. 衛　生　費 10,492,277 3,610,007 14,102,284 1,838,284 1,900,200 △6,581 △121,896

  6. 農林水産業費 2,869,052 △23,948 2,845,104 101 △3,200 116 △20,965

  7. 商　工　費 150,466 △30,254 120,212 19,928 △50,182

  8. 土　木　費 1,538,337 △304,584 1,233,753 △78,552 △80,000 △395,000 248,968

  9. 消　防　費 430,957 △4,288 426,669 △1,300 △2,988

 10. 教　育　費 1,582,816 △141,056 1,441,760 44,302 △8,900 △57,088 △119,370

 11. 災害復旧費 7,946,984 1,018,285 8,965,269 1,613,547 △785,600 4,376 185,962

 12. 公　債　費 901,882 △37 901,845 △400,000 399,963

 14. 予　備　費 658,062 △105,901 552,161 △105,901

 歳     出     合     計 37,585,607 3,448,391 41,033,998 3,394,429 622,000 △883,844 315,806

一 般 財 源



２　　歳　入

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 個　　　人 832,621 △29,713 802,908 1. 現年課税分 △25,396 均等割・所得割                              △25,396

2. 滞納繰越分 △4,317 滞納繰越分                                   △4,317

2. 法　　　人 382,195 △64,302 317,893 1. 現年課税分 △64,000 均等割・法人税割                            △64,000

2. 滞納繰越分 △302 滞納繰越分                                     △302

　　 　　計 1,214,816 △94,015 1,120,801

1. 固定資産税 926,517 504,126 1,430,643 1. 現年課税分 513,532 土地・家屋・償却資産                         513,532

2. 滞納繰越分 △9,406 滞納繰越分                                   △9,406

　　 　　計 930,592 504,126 1,434,718

－ 11 －

（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



－ 12 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 軽自動車税 85,122 7,587 92,709 1. 現年課税分 8,646 現年課税分                                     8,646

2. 滞納繰越分 △1,059 滞納繰越分                                   △1,059

　　 　　計 85,122 7,587 92,709

1. 町たばこ税 199,224 △7,000 192,224 1. 現年課税分 △7,000 現年課税分                                   △7,000

　　 　　計 199,224 △7,000 192,224

1. 地方消費税交付金 500,000 83,556 583,556 1. 地方消費税交付金 83,556 地方消費税交付金                              83,556

　　 　　計 500,000 83,556 583,556

説　　　　　　　　　　　　明

（款）  1．町　　　税
（項）  4．町たばこ税

（款）  6．地方消費税交付金
（項）  1．地方消費税交付金

（款）  1．町　　　税
（項）  3．軽自動車税

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

1. 地方交付税 3,726,151 954,330 4,680,481 1. 地方交付税 954,330 特別交付税                                   954,330

　　 　　計 3,726,151 954,330 4,680,481

1. 民生費負担金 158,663 △1,184 157,479 3. 児童福祉費負担金 △1,184 一時預かり事業（一般型）保育料                 △860

未熟児養育医療保護者負担金                     △324

　　 　　計 160,166 △1,184 158,982

1. 総務手数料 17,003 △800 16,203 2. 税務手数料 △800 督促手数料                                     △800

　　 　　計 18,061 △800 17,261

1. 民生費国庫負担金 1,164,441 △77,528 1,086,913 1. 社会福祉費負担金 △56,159 災害弔慰金国庫負担金                        △56,250

障害福祉サービス等災害臨時特例補助金              91

3. 児童福祉費負担金 △21,369 児童手当国庫負担金（被用者　３歳未満）       △5,932

－ 13 －

（款） 16．国庫支出金
（項）  1．国庫負担金

（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

（款） 15．使用料及び手数料
（項）  2．手数料



－ 14 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

児童手当国庫負担金（被用者　３歳以上中学修了前）

                                             △6,280

児童手当国庫負担金（非被用者）              △10,400

児童手当国庫負担金（特例給付）                   656

未熟児養育医療国庫負担金                         587

4. 災害復旧費国庫負担金 2,225,070 1,083,601 3,308,671 2. 土木施設災害復旧費 640,458 公共土木施設災害復旧費負担金                 640,458
負担金

4. 文教施設災害復旧費 443,143 公立学校施設災害復旧費国庫負担金（学校）     153,937
負担金

学校給食センター災害復旧費国庫負担金         289,206

　　 　　計 3,424,424 1,006,073 4,430,497

1. 総務費国庫補助金 65,657 △12,331 53,326 1. 総務費国庫補助金 △12,331 個人番号カード事務費補助金                       900

地方創生拠点整備交付金                      △13,231

2. 民生費国庫補助金 438,870 2,940 441,810 3. 児童福祉費補助金 2,940 子ども・子育て支援交付金                     △5,560

子ども・子育て支援整備交付金                   8,500

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）

3. 衛生費国庫補助金 4,585,370 1,843,738 6,429,108 2. 災害廃棄物処理補助 1,843,738 災害廃棄物処理事業国庫補助金               1,843,738
金

5. 農林水産業費国庫補助金 1,385,799 △1,325,100 60,699 1. 農業費補助金 △1,325,100 震災復興緊急対策経営体育成支援補助金     △1,325,100

7. 土木費国庫補助金 107,000 △54,490 52,510 2. 都市計画費補助金 △54,490 社会資本整備総合交付金（都市公園）          △50,000

社会資本整備総合交付金（定住促進）             3,060

社会資本整備総合交付金（公営住宅）           △4,050

社会資本整備総合交付金（耐震計画）           △3,500

9. 教育費国庫補助金 14,009 143,993 158,002 1. 小学校費補助金 45,482 就学援助費補助金                              13,617

学校施設環境改善交付金事業交付金              31,865

2. 中学校費補助金 10,500 就学援助費補助金                              10,500

5. 学校給食費補助金 88,011 学校施設環境改善交付金事業交付金              88,011

10. 災害復旧費補助金 910,547 431,118 1,341,665 2. 土木施設災害復旧費 431,118 既設公営住宅等災害復旧事業国庫補助金         431,118
補助金

　　 　　計 7,507,252 1,029,868 8,537,120

－ 15 －



－ 16 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

2. 民生費委託金 9,098 3 9,101 2. 児童福祉費委託金 3 特別児童扶養手当事務費交付金                       3

　　 　　計 9,248 3 9,251

1. 民生費県負担金 3,790,679 51,896 3,842,575 1. 社会福祉費負担金 56,250 災害弔慰金県負担金                            56,250

3. 児童福祉費負担金 △4,354 児童手当県負担金（被用者　３歳未満）           △641

児童手当県負担金（被用者　3歳以上中学修了前）

                                             △1,570

児童手当県負担金（非被用者）                 △2,600

児童手当県負担金（特例給付）                     164

未熟児養育医療県負担金                           293

　　 　　計 3,900,915 51,896 3,952,811

（款） 17．県支出金
（項）  1．県負担金

（款） 16．国庫支出金
（項）  3．国庫委託金

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（単位：千円）

1. 総務費県補助金 45,613 △30,916 14,697 1. 総務費補助金 △30,916 地方バス運行等特別対策補助金                   1,249

熊本地震復興基金交付金                      △32,165

2. 民生費県補助金 510,368 5,264 515,632 1. 社会福祉費補助金 15,198 応急仮設住宅維持管理補助金                    15,198

2. 老人福祉費補助金 9 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金事務交付金         9

3. 児童福祉費補助金 △9,943 子ども・子育て交付金                         △5,624

ひとり親家庭医療費補助金                       △337

放課後児童クラブ整備費補助金                 △3,982

3. 衛生費県補助金 20,378 △1,876 18,502 1. 衛生費補助金 △1,876 乳幼児（子ども）医療費補助金                 △2,122

むし歯予防対策事業費補助金                        86

市町村自殺対策推進事業補助金                     160

5. 農林水産業費県補助金 623,821 1,325,201 1,949,022 1. 農業費補助金 1,325,201 農業委員会等補助事業等補助金                      53

国有農地等管理処分関係事務取扱交付金              20

機構集積支援事業補助金                            28

震災復旧緊急対策経営体育成支援事業県補助金 1,325,100

7. 土木費県補助金 30,161 △24,062 6,099 2. 地籍調査事業費補助 △24,062 地籍調査事業費補助金                        △24,062
金

9. 教育費県補助金 3,030 1,551 4,581 1. 教育費補助金 1,551 放課後子供教室一体型推進設備整備事業補助金     1,551

－ 17 －

（款） 17．県支出金
（項）  2．県補助金



－ 18 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

10. 災害復旧費県補助金 657,916 44,917 702,833 1. 災害復旧費補助金 44,917 災害関連地域防災がけ崩れ対策事業補助金        44,917

　　 　　計 1,891,287 1,320,079 3,211,366

1. 総務費委託金 61,863 △13,490 48,373 2. 徴税費委託金 △12,490 県民税徴収委託金                            △12,490

4. 選挙費委託金 △1,000 参議院議員選挙執行委託金                     △1,000

　　 　　計 67,513 △13,490 54,023

1. 財産貸付収入 2,442 △948 1,494 1. 財産貸付収入 △948 貸地料等                                       △948

　　 　　計 13,776 △948 12,828

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 17．県支出金
（項）  3．県委託金

（款） 18．財産収入
（項）  1．財産運用収入

（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）

1. 不動産売払収入 0 1,253 1,253 1. 不動産売払収入 1,253 不動産売払収入                                 1,253

2. 物品売払収入 38,711 △5,770 32,941 1. 物品売払収入 △5,770 ごみ袋売却代                                 △5,770

　　 　　計 38,711 △4,517 34,194

1. 一般寄附金 192,562 177,698 370,260 1. 一般寄附金 9,023 一般寄付金                                     9,023

2. ふるさと納税 168,675 ふるさと納税                                 168,675

2. 民生費寄附金 1,746 2,633 4,379 1. 民生費寄附金 2,633 仮設住宅運営関係寄付金                         1,620

民生費寄附金                                   1,013

6. 教育費寄附金 25,453 8,872 34,325 1. 教育費寄附金 8,872 教育費寄附金（小中学校）                       3,475

四賢婦人記念館補修費寄附金                     4,376

文化・教育関係寄付金                             201

スポーツ振興寄付金                               700

交流情報センター事業寄付金                       120

　　 　　計 229,761 189,203 418,964

－ 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



－ 20 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 基金繰入金 2,060,000 △1,860,000 200,000 1. 財政調整基金繰入金 △955,000 財政調整基金繰入金                         △955,000

2. 減債基金繰入金 △400,000 減債基金繰入金                             △400,000

3. 公共施設整備基金繰 △300,000 公共施設整備基金繰入金                     △300,000
入金

7. 公共下水道建設基金 △190,000 公共下水道建設基金繰入金                   △190,000
繰入金

8. 公園整備基金繰入金 △15,000 公園整備基金繰入金                          △15,000

　　 　　計 2,060,000 △1,860,000 200,000

1. 延　滞　金 3,000 △2,777 223 1. 延　滞　金 △2,777 延滞金                                       △2,777

　　 　　計 3,000 △2,777 223

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

（款） 22．諸　収　入
（項）  1．延滞金加算金及び過料

（款） 20．繰　入　金
（項）  2．基金繰入金



（単位：千円）

1. 貸付金元利収入 100 3,605 3,705 1. 貸付金元利収入 3,605 住宅新築資金等貸付金収入                       3,605

　　 　　計 100 3,605 3,705

5. 雑　　　入 366,249 27,196 393,445 1. 雑　　　入 27,196 公衆電話使用料（総務課）                        △10

自動販売機電気・水道料（総務課）               △164

消防救急無線デジタル化整備助成事業補助金       8,137

雨水タンク設置補助金                           △236

仮設施設整備支援事業助成金                    19,928

健康フェスタ昼食代                             △285

健康教室参加費                                  △60

からだづくりプログラム参加費                   △230

農業者年金業務委託手数料                         116

　　 　　計 382,523 27,196 409,719

1. 総　務　債 478,800 △19,800 459,000 1. 総　務　債 △19,800 地方創生拠点整備交付金事業債                △13,400

緊急防災・減災事業債                         △6,400

2. 民　生　債 713,000 △399,200 313,800 1. 民　生　債 △399,200 災害援護資金貸付債                         △400,000

－ 21 －

（款） 22．諸　収　入
（項）  4．貸付金元利収入

（款） 22．諸　収　入
（項）  5．雑　　　入

（款） 23．町　　　債
（項）  1．町　　　債



－ 22 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

放課後児童クラブ建設事業債                       800

5. 農　林　債 49,400 △3,200 46,200 1. 農　林　債 △3,200 基幹水利ストックマネジメント事業債            29,800

農業農村整備推進交付金事業債                △33,000

6. 土　木　債 80,000 △80,000 0 1. 土　木　債 △80,000 潮井自然公園整備事業債                      △45,000

都市防災総合推進事業債                      △35,000

7. 教　育　債 101,200 △22,400 78,800 1. 教　育　債 △22,400 津森小トイレ改修事業債                      △18,700

益城中校舎改修事業債                        △82,500

小学校施設整備事業債                          78,800

8. 災害復旧債 3,671,200 △759,500 2,911,700 1. 災害復旧債 △759,500 消防施設災害復旧事業債                         5,100

憩の家災害復旧債                                 400

町営住宅災害復旧事業債                       138,500

道路等災害復旧事業債                       △948,800

公立学校施設災害復旧事業債                 △177,200

がけ地災害復旧事業債                        △59,900

学校給食センター災害復旧事業債               255,500

自治公民館災害復旧事業債                      26,900

9. 歳入欠かん等債 5,524,800 1,539,700 7,064,500 1. 災害対策債 1,906,100 災害廃棄物処理事業債                       1,906,100

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 23．町　　　債
（項）  1．町　　　債

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

2. 歳入欠かん債 △366,400 歳入欠かん債                               △366,400

　　 　　計 10,618,400 255,600 10,874,000

－ 23 －



－ 24 －

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 635,635 △9,647 625,988 △9,647 3. 職員手当 △1,766 扶養手当                   △300

住居手当                       5

通勤手当                      29

期末勤勉手当             △1,300

特別職期末手当             △200

4. 共　済　費 △12,998 特別職共済組合負担金           2

長期給付等追加負担金    △13,000

6. 恩給及び退 6,929 退職手当組合負担金           169
職年金

退職手当組合特別負担金     6,760

9. 旅　　　費 △2,040 特別旅費                 △2,040

12. 役　務　費 1,550 再任用職員社会保険料       1,550

14. 使用料及び △22 工事・業務実績情報システム使用料
賃借料                             △22

（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 △1,300 結婚対策協議会補助金     △1,300
及び交付金

2. 財産管理費 114,915 △70,429 44,486 △50,174 △20,255 11. 需　用　費 △10,428 消耗品費                 △3,428

光熱水費                 △4,000

修繕料                   △3,000

13. 委　託　料 △60,001 給排水設備点検業務委託料   △104

空気清浄機保守点検委託料   △177

非常照明電源蓄電池設備点検委託料
                            △65

庁舎交流無停電電源装置保守点検委
託料                       △193

デマンド監視業務委託料      △98

町有財産整備評価支援業務委託料
                         △4,364

庁舎１階フロア改修業務委託料
                        △55,000

4. 企　画　費 94,946 13,693 108,639 1,249 12,444 13. 委　託　料 △2,310 行政評価システム委託料   △2,310

19. 負担金補助 16,003 地方バス運行等特別対策補助金
及び交付金                           17,003

－ 25 －



－ 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

まちづくり活動団体支援助成金
                         △1,000

5. 交通安全対策 8,557 △1,800 6,757 △1,800 15. 工事請負費 △1,800 交通安全施設整備費       △1,800
費

6. 防　災　費 17,889 △2,734 15,155 △2,734 1. 報　　　酬 △143 防災会議委員報酬            △81

国民保護協議会委員報酬      △62

9. 旅　　　費 △91 費用弁償                    △51

普通旅費                    △11

特別旅費                    △29

11. 需　用　費 △2,000 災害備蓄用消耗品費       △2,000

19. 負担金補助 △500 自主防災組織設立補助金     △500
及び交付金

7. 諸　　　費 20,901 △4,500 16,401 △4,500 11. 需　用　費 △2,500 修繕料                   △2,500

（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 △2,000 防犯灯施設整備費補助金   △2,000
及び交付金

9. 住民相談費 2,129 △389 1,740 △200 △189 8. 報　償　費 △389 弁護士相談謝金             △389

10. 男女共同参画 25,288 △10,662 14,626 △10,662 1. 報　　　酬 △3,287 男女共同参画社会推進懇話会委員報

センター運営
酬                          △37

費

非常勤職員報酬           △3,250

3. 職員手当 10 時間外勤務手当                10

7. 賃　　　金 △100 臨時職員賃金               △100

8. 報　償　費 △1,855 主催講座講師謝金         △1,750

男女共同参画社会推進講演会等講師
謝礼                        △95

啓発事業報償費              △10

9. 旅　　　費 △60 費用弁償                    △60

11. 需　用　費 △815 消耗品費                   △200

印刷製本費                 △140

光熱水費                   △450

－ 27 －



－ 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

食糧費                      △25

12. 役　務　費 △55 通信運搬費                  △55

14. 使用料及び △250 映画メディア借上料         △250
賃借料

15. 工事請負費 △4,000 駐車場舗装補修工事       △4,000

18. 備品購入費 △150 機械器具費                 △150

19. 負担金補助 △100 男女共同参画社会推進懇話会補助金
及び交付金                             △60

地域リーダー研修参加助成金  △40

　　計 1,036,800 △86,468 950,332 1,049 △50,174 △37,343

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

1. 税務総務費 126,386 △9,315 117,071 △11,057 1,742 1. 報　　　酬 △141 固定資産評価審査委員会委員報酬
                           △141

2. 給　　　料 832 職員給料                     832

3. 職員手当 25 扶養手当                      13

特殊勤務手当                  12

4. 共　済　費 35 共済組合負担金                35

9. 旅　　　費 △66 費用弁償                    △47

特別旅費                    △19

23. 償還金利子 △10,000 過年度町税還付金        △10,000
及び割引料

2. 賦　課　費 29,023 △500 28,523 △500 11. 需　用　費 △500 印刷製本費                 △500

3. 徴　収　費 6,054 △56 5,998 △800 744 9. 旅　　　費 △56 普通旅費                    △56

4. 収納率向上対 3,883 △1,433 2,450 △1,433 3. 職員手当 △1,000 時間外勤務手当           △1,000
策事業費

－ 29 －

（款）  2．総　務　費
（項）  2．徴　税　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

12. 役　務　費 △375 公売費                      △61

預貯金調査手数料           △314

14. 使用料及び △58 差押車両運搬車両借上料      △30
賃借料

県市町村合同公売会会場使用料
                            △28

　　計 165,346 △11,304 154,042 △12,490 △800 1,986

1. 戸籍住民基本 84,163 △5,647 78,516 900 △6,547 2. 給　　　料 △339 職員給料　                 △339
台帳費

3. 職員手当 △804 扶養手当                   △101

住居手当                   △124

期末勤勉手当               △579

4. 共　済　費 △241 共済組合負担金             △241

一般財源 区  分 金  額

（款）  2．総　務　費
（項）  3．戸籍住民基本台帳費

（款）  2．総　務　費
（項）  2．徴　税　費



（単位：千円）

13. 委　託　料 △3,483 戸籍システム機器等保守点検委託料
                           △183

戸籍システム改修業務委託料
                         △2,700

住民基本台帳システム改修業務委託
料                         △600

18. 備品購入費 △780 庁用器具費                 △780

　　計 84,163 △5,647 78,516 900 △6,547

1. 選挙管理委員 6,895 2 6,897 2 4. 共　済　費 2 共済組合負担金                 2
会費

4. 参議院議員選 15,583 △1,000 14,583 △1,000 3. 職員手当 △1,000 時間外勤務手当           △1,000
挙費

　　計 22,698 △998 21,700 △1,000 2

－ 31 －

（款）  2．総　務　費
（項）  4．選　挙　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

1. 監査委員費 9,356 1 9,357 1 4. 共　済　費 1 共済組合負担金                 1

　　計 9,356 1 9,357 1

1. 社会福祉総務 1,265,568 △14,906 1,250,662 91 △14,997 1. 報　　　酬 △298 障がい者計画・地域福祉計画策定委
費 員会委員報酬               △298

2. 給　　　料 △2,081 職員給料                 △2,081

3. 職員手当 △5,621 住居手当                   △106

時間外勤務手当           △4,000

期末勤勉手当             △1,515

4. 共　済　費 △105 共済組合負担金             △105

8. 報　償　費 △95 福祉スポーツ大会謝礼        △70

一般財源 区  分 金  額

（款）  3．民　生　費
（項）  1．社会福祉費

（款）  2．総　務　費
（項）  6．監査委員費



（単位：千円）

健康フェスタマッサージコーナー謝
礼                          △25

11. 需　用　費 △120 食糧費                     △120

13. 委　託　料 △6,576 福祉スポーツ大会アトラクション業
務委託料                   △200

障がい者計画・地域福祉計画作成委
託料                     △4,000

災害時要援護者システム改修委託料
                         △2,376

14. 使用料及び △11 器具借上料                  △11
賃借料

19. 負担金補助 △931 地域福祉基金助成金         △931
及び交付金

25. 積　立　金 932 地域福祉基金積立金           932

4. 老人福祉費 577,292 △5,531 571,761 9 △5,540 8. 報　償　費 △1,230 敬老祝金                 △1,230

13. 委　託　料 △6,046 敬老事業委託料           △1,600

－ 33 －



－ 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

食の自立支援事業（配食サービス）
委託料                   △2,648

軽度生活支援事業委託料   △1,254

お布団ふっくらサービス委託料
                           △274

実態把握調査・介護予防プラン料
                           △270

19. 負担金補助 △205 単位老人クラブ補助金       △185
及び交付金

原爆被爆の会負担金          △20

20. 扶　助　費 △7,500 老人保護措置費           △4,000

家族介護慰労金支給事業   △3,500

28. 繰　出　金 9,450 介護保険特別会計介護給付費繰出金
                           8,805

介護保険特別会計事務費繰出金 645

6. 地方改善費 4,935 △170 4,765 △170 19. 負担金補助 △170 全国人権教育研究大会（熊本大会）
及び交付金 負担金                     △170

（款）  3．民　生　費
（項）  1．社会福祉費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

　　計 2,377,733 △20,607 2,357,126 100 △20,707

1. 児童福祉総務 1,425,529 △10,225 1,415,304 △407 800 △219 △10,399 1. 報　　　酬 △1,355 児童厚生員報酬           △1,237
費

養育支援訪問事業保育士等報酬
                            △95

こんにちは赤ちゃん訪問保育士等報
酬                          △23

3. 職員手当 △150 管理職手当                  △50

期末勤勉手当               △100

4. 共　済　費 △39 共　済　費                  △39

11. 需　用　費 △539 光熱水費                   △230

修繕料                     △309

12. 役　務　費 △250 通信運搬費                 △250

13. 委　託　料 △13,455 放課後児童健全育成事業委託料
                        △13,376

警備委託料                  △79

－ 35 －

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費



－ 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

14. 使用料及び △25 児童館避難訓練学習会時起震車借上
賃借料 料                          △25

18. 備品購入費 △500 放課後児童クラブ環境整備費 △500

19. 負担金補助 5,235 待機児童緊急支援助成事業補助金
及び交付金                          △2,600

認可外保育施設利用者支援事業補助
金                           915

放課後児童健全育成事業補助金
                           6,920

20. 扶　助　費 853 未熟児養育医療給付金         853

2. 児童措置費 664,220 △31,250 632,970 △26,603 △4,647 20. 扶　助　費 △31,250 児童手当                △31,250

3. 児童福祉施設 367,430 △1,706 365,724 △22 △1,684 2. 給　　　料 △833 職員給料                   △833
費

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

3. 職員手当 △784 期末勤勉手当               △784

13. 委　託　料 △609 警備委託料                 △609

18. 備品購入費 520 施設器具費                   520

　　計 2,457,179 △43,181 2,413,998 △27,010 800 △241 △16,730

1. 災害救助費 4,490,193 △401,629 4,088,564 △400,000 △1,629 3. 職員手当 △7,629 時間外勤務手当           △3,335

災害派遣職員手当         △5,000

災害派遣職員管理職手当       537

災害派遣職員通勤手当         169

19. 負担金補助 6,000 災害ボランティアセンター運営交付
及び交付金 金                         6,000

21. 貸　付　金 △400,000 災害援護資金貸付金     △400,000

2. 仮設住宅運営 250,104 0 250,104 15,198 1,620 △16,818
費

－ 37 －

（款）  3．民　生　費
（項）  3．災害救助費



－ 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

　　計 4,740,297 △401,629 4,338,668 15,198 △400,000 1,620 △18,447

1. 保健衛生総務 535,344 △20,809 514,535 △20,809 1. 報　　　酬 △5,000 非常勤職員報酬           △5,000
費

2. 給　　　料 795 職員給料                     795

3. 職員手当 △7,057 住居手当                      46

通勤手当                       8

期末勤勉手当             △4,273

災害派遣職員手当         △3,000

派遣職員通勤手当             162

4. 共　済　費 68 共済組合負担金                68

19. 負担金補助 △1,500 不妊治療助成金           △1,500
及び交付金

（款）  3．民　生　費
（項）  3．災害救助費

一般財源 区  分 金  額

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費



（単位：千円）

28. 繰　出　金 △8,115 国保財政安定化支援事業繰出金
                         △8,115

2. 予　防　費 163,319 △21,257 142,062 86 △285 △21,058 1. 報　　　酬 △199 健康づくり推進協議会委員報酬
                           △199

7. 賃　　　金 △100 母子保健臨時職員賃金       △100

8. 報　償　費 △446 献血報償費                  △75

健康づくり報償費           △351

予防接種講師謝礼            △20

9. 旅　　　費 △533 健康づくり推進協議会委員費用弁償
                            △71

健康づくり推進員費用弁償   △462

11. 需　用　費 △986 結核印刷製本費              △78

健康づくり印刷製本費        △99

健康づくり食糧費           △809

13. 委　託　料 △18,789 子ども４種混合等定期予防接種委託
料                      △15,000

－ 39 －



－ 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

子どもインフルエンザ任意予防接種
委託料                   △2,500

結核検診委託料             △220

健康づくり教室等委託料   △1,069

14. 使用料及び △4 結核検診施設借上料           △4
賃借料

19. 負担金補助 △200 高齢者肺炎球菌予防接種補助金
及び交付金                            △100

風しん予防接種補助金       △100

3. 環境衛生費 396,087 △906 395,181 △236 △670 19. 負担金補助 △906 太陽光発電設置費補助金     △660
及び交付金

雨水タンク設置補助金       △246

5. 健康増進事業 52,684 △16,708 35,976 360 △290 △16,778 7. 賃　　　金 △11 健康相談臨時職員賃金        △11

8. 報　償　費 △30 健康教育講師謝礼            △20

視察研修時土産代            △10

一般財源 区  分 金  額

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費



（単位：千円）

11. 需　用　費 △449 健康教育消耗品費           △190

健康ポイント事業消耗品費    △43

健康ポイント事業印刷製本費 △216

12. 役　務　費 △71 健康教育通信運搬費          △71

13. 委　託　料 △12,957 健康教育委託料             △257

健康診査子宮頚がん検診委託料
                         △1,600

健康診査乳がん検診委託料 △1,500

健康診査ましき健診委託料 △9,300

健康診査特定健診委託料（特定健診
対象外）                   △300

18. 備品購入費 △190 健康教育備品購入費         △190

19. 負担金補助 △3,000 健康ポイント事業負担金   △3,000
及び交付金

8. 保健福祉セン 19,079 △3,150 15,929 △3,150 13. 委　託　料 △3,150 健康づくりルーム管理運営委託料
ター運営費                          △3,085

健康づくりルーム器具点検委託料
                            △65

－ 41 －



－ 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

　　計 1,171,361 △62,830 1,108,531 446 △811 △62,465

1. 塵芥処理費 9,284,108 3,672,837 12,956,945 1,837,838 1,900,200 △5,770 △59,431 11. 需　用　費 △4,000 消耗品費                 △4,000

13. 委　託　料 3,179,098 災害廃棄物処理業務委託料
                       1,700,558

住家等解体運搬等業務委託料
                       1,500,000

公費解体補償コンサルタント業務委
託料                    △21,460

19. 負担金補助 497,739 リサイクル推進事業助成金 △2,000
及び交付金

生ごみ処理機助成金         △261

損壊家屋等解体撤去費償還補助金
                         500,000

　　計 9,320,916 3,672,837 12,993,753 1,837,838 1,900,200 △5,770 △59,431

（款）  4．衛　生　費
（項）  2．清　掃　費

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

1. 農業委員会費 10,106 △2,210 7,896 101 116 △2,427 9. 旅　　　費 △2,210 特別旅費                 △2,210

2. 農業総務費 87,528 4,932 92,460 4,932 2. 給　　　料 △68 職員給料                    △68

3. 職員手当 5,000 時間外勤務手当             5,000

3. 農業振興費 2,450,057 △870 2,449,187 △870 19. 負担金補助 △1,020 農協青壮年部補助金         △100
及び交付金

青年農業者クラブ運営費補助金
                            △55

生活研究グループ連絡協議会補助金
                            △65

米消費拡大推進連絡協議会補助金
                           △450

農産物の展示・試食・販売事業負担
金                         △200

狩猟免許取得助成金         △150

23. 償還金利子 150 経営体育成支援事業補助金返還金
及び割引料                              150

5. 農　地　費 210,882 △21,700 189,182 △3,200 △18,500 11. 需　用　費 △3,500 修繕料                   △3,500

－ 43 －

（款）  6．農林水産業費
（項）  1．農　業　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

14. 使用料及び △9,500 農地・農業用施設整備機械借上料
賃借料                          △9,500

16. 原材料費 △3,500 農地・農業用施設整備改良資材代
                         △3,500

19. 負担金補助 △5,200 農業農村整備推進交付金事業補助金
及び交付金                         △37,100

基幹水利ストックマネジメント事業
負担金                    31,900

11. 農業集落排水 68,100 △600 67,500 △600 28. 繰　出　金 △600 農業集落排水事業特別会計繰出金
事業費                            △600

　　計 2,838,967 △20,448 2,818,519 101 △3,200 116 △17,465

（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）

2. 林道維持費 3,978 △2,500 1,478 △2,500 14. 使用料及び △1,500 林道作業道整備機械借上料 △1,500
賃借料

16. 原材料費 △1,000 林道作業道整備資材代     △1,000

6. 町有林管理費 4,483 △1,000 3,483 △1,000 13. 委　託　料 △1,000 町有林造林事業委託料     △1,000

　　計 30,085 △3,500 26,585 △3,500

1. 商工総務費 12,453 50 12,503 50 3. 職員手当 50 時間外勤務手当                50

2. 商工業振興費 112,395 △20,722 91,673 19,928 △40,650 11. 需　用　費 △152 住宅リフォーム助成事業印刷製本費
                           △152

12. 役　務　費 △16 リフォーム助成金通信運搬費  △16

14. 使用料及び △17,504 テクノ団地仮設店舗リース料
賃借料                         △17,504

19. 負担金補助 △3,050 中小企業自立集団育成事業補助金
及び交付金                            △250

中小企業融資金利子補給費     200

－ 45 －

（款）  6．農林水産業費
（項）  2．林　業　費

（款）  7．商　工　費
（項）  1．商　工　費



－ 46 －

（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

住宅リフォーム助成事業補助金
                         △3,000

3. 観　光　費 1,642 △482 1,160 △482 8. 報　償　費 △370 謝礼                       △370

9. 旅　　　費 △4 費用弁償                     △4

12. 役　務　費 △108 広告料                     △108

4. 企業誘致推進 23,976 △9,100 14,876 △9,100 13. 委　託　料 △9,100 産業団地整備計画業務委託料
費                          △9,100

　　計 150,466 △30,254 120,212 19,928 △50,182

1. 土木総務費 79,601 1,000 80,601 1,000 3. 職員手当 1,000 時間外勤務手当             1,000

2. 地籍調査事業 35,949 △33,599 2,350 △24,062 △9,537 1. 報　　　酬 △1,744 非常勤職員報酬           △1,000
費

推進委員報酬               △744

（款）  8．土　木　費
（項）  1．土木管理費

（款）  7．商　工　費
（項）  1．商　工　費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

9. 旅　　　費 △264 費用弁償                   △264

11. 需　用　費 △120 食糧費                     △120

12. 役　務　費 △1,064 手数料                   △1,000

保険料                      △64

13. 委　託　料 △30,076 実施測量業務委託料      △30,076

14. 使用料及び △7 公民館エアコン使用料         △7
賃借料

16. 原材料費 △242 材料費                     △242

19. 負担金補助 △82 県国土調査推進協議会負担金  △82
及び交付金

　　計 115,550 △32,599 82,951 △24,062 △8,537

－ 47 －



－ 48 －

（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. 道路維持費 116,321 △66,000 50,321 △90,000 24,000 15. 工事請負費 △66,000 道路等補修工事費        △66,000

2. 道路新設改良 80,234 △9,900 70,334 △70,000 60,100 13. 委　託　料 △7,500 設計委託料               △7,500
費

14. 使用料及び △1,000 機械借上料               △1,000
賃借料

15. 工事請負費 △10,000 道路改良事業            △10,000

16. 原材料費 △1,000 整備材料費               △1,000

19. 負担金補助 9,600 県道整備事業負担金         9,600
及び交付金

3. 橋梁維持費 9,614 △3,900 5,714 △3,900 15. 工事請負費 △3,900 工事請負費               △3,900

5. 地域再生事業 26,423 △10,000 16,423 △20,000 10,000 15. 工事請負費 △10,000 道路改良工事請負費      △10,000
費

（款）  8．土　木　費
（項）  2．道路橋梁費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

6. 社会資本整備 16,180 △16,180 0 △10,000 △6,180 12. 役　務　費 △1,980 不動産鑑定手数料         △1,980

総合交付金事

業

13. 委　託　料 △14,200 設計委託料              △14,200

　　計 248,772 △105,980 142,792 △190,000 84,020

1. 都市計画総務 976,610 △43,236 933,374 △440 △35,000 △190,000 182,204 2. 給　　　料 △2,540 職員給料                 △2,540
費

3. 職員手当 △911 時間外勤務手当             3,500

期末勤勉手当             △4,411

4. 共　済　費 △1,285 共済組合負担金           △1,285

13. 委　託　料 △7,000 建築物耐震改修促進計画改正業務委
託料                     △7,000

28. 繰　出　金 △31,500 公共下水道特別会計繰出金
                        △31,500

－ 49 －

（款）  8．土　木　費
（項）  4．都市計画費



－ 50 －

（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

3. 下排水路整備 4,000 △3,000 1,000 △3,000 13. 委　託　料 △1,000 設計委託料               △1,000
費

15. 工事請負費 △2,000 下排水路整備工事費       △2,000

5. 公　園　費 138,911 △110,775 28,136 △50,000 △45,000 △15,000 △775 13. 委　託　料 △5,775 潮井自然公園整備工事設計・監理業
務委託料                 △5,775

15. 工事請負費 △105,000 潮井自然公園整備工事   △105,000

　　計 1,129,681 △157,011 972,670 △50,440 △80,000 △205,000 178,429

1. 住宅管理費 44,142 △8,994 35,148 △4,050 △4,944 3. 職員手当 537 時間外勤務手当             1,000

期末勤勉手当               △463

13. 委　託　料 △520 辻団地避難ハッチ改修工事設計業務
委託料                     △520

（款）  8．土　木　費
（項）  4．都市計画費

一般財源 区  分 金  額

（款）  8．土　木　費
（項）  5．住　宅　費



（単位：千円）

15. 工事請負費 △9,000 辻団地避難ハッチ改修工事 △9,000

19. 負担金補助 △11 公園遊具日常点検講習会負担金
及び交付金                             △11

　　計 44,142 △8,994 35,148 △4,050 △4,944

1. 非常備消防費 50,482 △1,234 49,248 △1,234 8. 報　償　費 △100 賞品代                     △100

9. 旅　　　費 △677 費用弁償                   △277

特別旅費                   △400

11. 需　用　費 △350 食糧費                     △350

12. 役　務　費 △27 衛生検査手数料              △27

14. 使用料及び △80 機械借上料                  △80
賃借料

2. 消防施設費 379,299 △2,654 376,645 △1,300 △1,354 11. 需　用　費 △1,846 消耗品費                   △216

修繕料                   △1,630

－ 51 －

（款）  9．消　防　費
（項）  1．消　防　費



－ 52 －

（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 9,036 熊本市消防局常備消防事務委託料
                           9,036

18. 備品購入費 △6,480 消防団ポンプ積載車購入費 △6,480

19. 負担金補助 △3,364 消防施設整備費補助金     △3,364
及び交付金

3. 水　防　費 1,176 △400 776 △400 14. 使用料及び △400 機械借上料                 △400
賃借料

　　計 430,957 △4,288 426,669 △1,300 △2,988

2. 事務局費 121,601 △13,016 108,585 △13,016 2. 給　　　料 104 職員給料                     104

3. 職員手当 △4,359 通勤手当                      10

時間外勤務手当           △2,500

期末勤勉手当             △1,927

特別職通勤手当                42

（款）  9．消　防　費
（項）  1．消　防　費

一般財源 区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費



（単位：千円）

特別職期末手当                16

4. 共　済　費 △39 共済組合負担金              △49

特別職共済組合負担金          10

6. 恩給及び退 △7,182 退職手当組合負担金         △508
職年金

特別職退職手当組合負担金      86

退職手当特別負担金       △6,760

8. 報　償　費 △30 講師謝金                    △30

13. 委　託　料 △195 校務支援システムサーバーデータ移
行業務委託料               △195

14. 使用料及び △1,315 教務支援システム等リース料
賃借料                          △1,300

ＮＨＫ受信料                △15

　　計 134,283 △13,016 121,267 △13,016

－ 53 －



－ 54 －

（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. 学校管理費 191,085 75,915 267,000 31,865 60,100 △20,000 3,950 2. 給　　　料 △374 職員給料                   △374

4. 共　済　費 2 共済組合負担金                 2

7. 賃　　　金 △36 スク－ルバス誘導員          △36

8. 報　償　費 △18 童話発表大会賞品代          △18

9. 旅　　　費 △22 費用弁償                    △11

費用弁償                    △11

13. 委　託　料 982 小学校施設整備設計・監理委託料
                             982

14. 使用料及び △56 機械借上料                  △50
賃借料

修学旅行平和学習会場借上料   △6

15. 工事請負費 75,487 飯野小施設整備費          45,124

津森小施設整備費           8,363

広安西小施設整備費        22,000

一般財源 区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  2．小学校費



（単位：千円）

19. 負担金補助 △50 郡小学校陸上競技記録会負担金
及び交付金                             △50

2. 教育振興費 52,838 1,936 54,774 13,617 △11,681 13. 委　託　料 △130 いきいき芸術体験教室       △130

20. 扶　助　費 2,066 要・準要保護援助費         2,066

　　計 243,923 77,851 321,774 45,482 60,100 △20,000 △7,731

1. 学校管理費 206,576 △131,909 74,667 △82,500 △39,296 △10,113 13. 委　託　料 △4,510 益城中学校改修工事設計・監理委託
料                       △3,040

中学校施設整備設計・監理委託料
                         △1,470

14. 使用料及び △45 仮設トイレレンタル料        △45
賃借料

15. 工事請負費 △126,966 木山中施設整備費        △11,766

益城中施設整備費       △115,200

18. 備品購入費 △375 施設器具費                 △375

－ 55 －

（款） 10．教　育　費
（項）  3．中学校費



－ 56 －

（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 △13 学校図書館負担金             △2
及び交付金

生徒会交流会負担金           △2

特別支援学級等設置校長会会費 △3

特別支援学級等設置会費負担金 △4

中学校教育研究会特別活動部会会費
負担金                       △2

2. 教育振興費 36,527 2,761 39,288 10,500 △7,739 13. 委　託　料 △110 いきいき芸術体験教室       △110

20. 扶　助　費 2,871 要・準要保護援助費         2,871

　　計 243,103 △129,148 113,955 10,500 △82,500 △39,296 △17,852

1. 幼稚園費 124,067 △4,070 119,997 70 △4,140 3. 職員手当 81 住居手当                      81

13. 委　託　料 △336 警備委託料                 △336

18. 備品購入費 70 機械器具費                    70

（款） 10．教　育　費
（項）  5．幼稚園費

（款） 10．教　育　費
（項）  3．中学校費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

19. 負担金補助 △3,885 私立幼稚園就園奨励費助成金
及び交付金                          △3,885

　　計 124,067 △4,070 119,997 70 △4,140

1. 社会教育総務 80,279 △83 80,196 1,551 26,900 △28,534 2. 給　　　料 190 職員給料                     190
費

3. 職員手当 6 通勤手当                       6

14. 使用料及び △350 自動車等借上料・使用料     △350
賃借料

18. 備品購入費 1,552 庁用器具費                 1,552

19. 負担金補助 △1,481 Ｐ．Ｔ．Ａ連絡協議会補助金 △583
及び交付金

全国人権同和教育研究大会熊本開催
参加負担金                 △500

第４３回熊本県ＰＴＡ研究大会かみ
ましき大会負担金           △398

－ 57 －

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費



－ 58 －

（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

2. 公民館費 21,597 △13,066 8,531 △13,066 8. 報　償　費 △1,866 公民館講座講師謝礼       △1,866

11. 需　用　費 △1,300 修繕料                   △1,300

18. 備品購入費 △9,400 施設器具費               △9,400

19. 負担金補助 △500 公民館分館事業運営費補助金 △400
及び交付金

公民館子ども教室事業運営費補助金
                           △100

3. 文化会館運営 49,738 0 49,738 201 △201
費

4. 集会所運営費 6,304 △2,424 3,880 △2,424 8. 報　償　費 △2,424 講師謝礼                 △2,424

5. 四賢婦人記念 99,622 △26,000 73,622 △13,231 △13,400 631 13. 委　託　料 △4,000 四賢婦人記念館移転新築工事設計監
館運営費 理委託料                 △4,000

15. 工事請負費 △22,000

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

四賢婦人記念館移転新築工事費
                        △22,000

9. 交流情報セン 70,020 39 70,059 120 △81 3. 職員手当 39 扶養手当                      39
ター運営費

　　計 332,840 △41,534 291,306 △11,680 13,500 321 △43,675

1. 保健体育総務 45,384 △14,038 31,346 700 △14,738 7. 賃　　　金 △6 健康フェスタマイクロバス運転手賃
費 金                           △6

8. 報　償　費 △1,500 講師等謝礼                 △490

賞品代                   △1,010

9. 旅　　　費 △1,134 費用弁償                   △924

普通旅費                   △110

特別旅費                   △100

11. 需　用　費 △1,670 消耗品費                   △650

印刷製本費                 △320

燃料費                     △400

－ 59 －

（款） 10．教　育　費
（項）  7．保健体育費



－ 60 －

（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

食糧費                     △300

12. 役　務　費 △186 通信運搬費                  △46

手数料                      △80

各種大会保険料              △60

19. 負担金補助 △9,542 郡スポーツ推進委員協議会負担金
及び交付金                              △2

体育協会補助金           △5,600

ジョギングフェア補助金   △1,000

ロードレース大会補助金   △1,000

スポーツ推進委員会補助金    △90

県民体育祭出場選手助成金   △100

郡民体育祭出場選手助成金   △700

全国・九州大会出場者助成金
                         △1,000

各種研修会負担金            △50

2. 体育施設費 78,655 △18,255 60,400 △18,255 13. 委　託　料 △16,151 指定管理料              △15,000

運動広場等管理委託料        △12

小中学校体育館管理委託料   △116

（款） 10．教　育　費
（項）  7．保健体育費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

塩素滅菌設備維持管理委託料  △15

プール監視委託料           △908

相撲場維持管理委託料       △100

14. 使用料及び △25 仮設トイレ借上料            △25
賃借料

16. 原材料費 △129 補修材料費                 △129

18. 備品購入費 △1,950 施設器具費               △1,950

3. 学校給食費 380,561 1,154 381,715 1,117 37 12. 役　務　費 37 自動車損害保険料              28

自動車リサイクル手数料         9

18. 備品購入費 △483 調理用機械器具費         △1,600

公用車購入費               1,117

19. 負担金補助 1,600 熊本市学校給食委託業務準備経費負
及び交付金 担金                       1,600

　　計 504,600 △31,139 473,461 1,817 △32,956

－ 61 －



－ 62 －

（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. 農業用施設災 1,065,376 2,452 1,067,828 2,452 3. 職員手当 32 災害派遣職員通勤手当          32
害復旧費

19. 負担金補助 2,420 県営農地等災害復旧事業負担金
及び交付金                            2,300

嘉島町農地等災害復旧事業負担金
                             100

団体営農地等災害復旧事業負担金
                              20

2. 農地災害復旧 40,000 △40,000 0 △40,000 19. 負担金補助 △40,000 農家自力復旧支援事業助成金
費 及び交付金                         △40,000

3. 林業施設災害 39,437 2,000 41,437 2,000 13. 委　託　料 2,000 林業施設災害復旧事業業務委託料
復旧費                            2,000

　　計 1,144,813 △35,548 1,109,265 △40,000 4,452

一般財源 区  分 金  額

（款） 11．災害復旧費
（項）  1．農林水産施設災害復旧費



（単位：千円）

1. 道路橋梁災害 2,148,166 △460,781 1,687,385 194,401 △847,900 192,718 3. 職員手当 △2,987 災害派遣職員手当         △3,200
復旧費

災害派遣職員通勤手当         213

13. 委　託　料 △245,610 設計等業務委託料       △245,610

15. 工事請負費 △212,184 災害復旧工事請負費     △212,184

2. 河川災害復旧 395,303 372,997 768,300 451,957 △95,000 16,040 13. 委　託　料 15,400 設計業務委託料            15,400
費

15. 工事請負費 357,597 河川災害復旧工事請負費   357,597

4. 住宅災害復旧 111,600 564,896 676,496 431,118 138,500 △4,722 13. 委　託　料 4,879 町営住宅災害復旧設計業務委託料
費                            4,879

15. 工事請負費 560,017 町営住宅災害復旧工事費   560,017

5. がけ地災害復 940,500 56,927 997,427 44,917 △59,900 71,910 13. 委　託　料 68,390 測量設計業務委託料        68,390
旧費

19. 負担金補助 △11,463 がけ地災害復旧県営事業負担金
及び交付金                         △11,463

－ 63 －

（款） 11．災害復旧費
（項）  2．土木施設災害復旧費



－ 64 －

（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 4,791,569 534,039 5,325,608 1,122,393 △864,300 275,946

1. 民生施設災害 129,632 0 129,632 400 △400
復旧費

　　計 129,632 0 129,632 400 △400

1. 公立学校施設 1,146,520 519,794 1,666,314 531,154 78,300 △89,660 13. 委　託　料 31,252 小中学校設計等業務委託料  15,252
災害復旧費

学校給食センター設計等業務委託料
                          16,000

14. 使用料及び 371,212 仮設校舎リース料         371,212
賃借料

15. 工事請負費 116,823 小中学校災害復旧工事請負費
                       △467,360

（款） 11．災害復旧費
（項）  3．厚生労働施設災害復旧費

（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）  2．土木施設災害復旧費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

学校給食センター災害復旧工事請負
費                       584,183

19. 負担金補助 507 土地改良区転用決済金         507
及び交付金

2. 社会教育施設 83,724 0 83,724 4,376 △4,376
災害復旧費

　　計 1,239,468 519,794 1,759,262 531,154 78,300 4,376 △94,036

1. 元　　　金 806,201 2,894 809,095 △400,000 402,894 23. 償還金利子 2,894 地方債償還元金             2,894
及び割引料

2. 利　　　子 95,681 △2,931 92,750 △2,931 23. 償還金利子 △2,931 地方債償還利子           △2,931
及び割引料

　　計 901,882 △37 901,845 △400,000 399,963

－ 65 －

（款） 12．公　債　費
（項）  1．公　債　費



－ 66 －

（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. 予　備　費 658,062 △105,901 552,161 △105,901

　　計 658,062 △105,901 552,161 △105,901

金  額

（款） 14．予　備　費
（項）  1．予　備　費

一般財源 区  分




