
  

議 案 第 １６ 号 

 

 

 

 

 

令 和 ２ 年 度 

 

益 城 町 一 般 会 計 補 正 予 算 書 

（ 第 １１ 号 ） 



  



  

議 案 第 １６ 号 

 

令和２年度益城町一般会計補正予算（第１１号） 

 

   令和２年度益城町一般会計補正予算（第１１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１，３０２，８１３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

   ２５，１５３，４１０千円とする。 

  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 地方債の追加、廃止及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

 

    令和３年３月８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 ３，５０４，８７９ ２１３，９４３ ３，７１８，８２２

  1. 町　民　税 １，４２６，２２８ １４７，０４１ １，５７３，２６９

  2. 固定資産税 １，７８９，１５５ ５６，５７７ １，８４５，７３２

  3. 軽自動車税 １０６，４３５ １０，３２５ １１６，７６０

 13. 地方交付税 ３，５８３，５０３ ５４１，９９５ ４，１２５，４９８

  1. 地方交付税 ３，５８３，５０３ ５４１，９９５ ４，１２５，４９８

 15. 分担金及び負担金 ８７，２４９ △１，７４４ ８５，５０５

  2. 負担金 ８７，２４９ △１，７４４ ８５，５０５

 17. 国庫支出金 ７，７５５，０６８ △３８，２４１ ７，７１６，８２７

  1. 国庫負担金 １，０１８，５２３ ５５２ １，０１９，０７５

  2. 国庫補助金 ６，７２８，２９０ △３８，８３４ ６，６８９，４５６

  3. 国庫委託金 ８，２５５ ４１ ８，２９６

 18. 県支出金 ３，１９１，０９３ △８４７，０５５ ２，３４４，０３８

  1. 県負担金 １，４２５，５５８ △５６１，６２６ ８６３，９３２

  2. 県補助金 １，７０６，１１２ △２８５，３０６ １，４２０，８０６

  3. 県委託金 ５９，４２３ △１２３ ５９，３００

 21. 繰　入　金 １，６３６，９７３ △１，３７１，３４４ ２６５，６２９

  2. 基金繰入金 １，６３６，９７３ △１，３７１，３４４ ２６５，６２９

 22. 繰　越　金 ３００，０００ ８５９，１７３ １，１５９，１７３

  1. 繰　越　金 ３００，０００ ８５９，１７３ １，１５９，１７３

 23. 諸　収　入 ２２７，３５４ ２，１６０ ２２９，５１４

  5. 雑　　　入 ２０９，８４３ ２，１６０ ２１２，００３

 24. 町　　　債 ３，５０１，１００ △６６１，７００ ２，８３９，４００

  1. 町　　　債 ３，５０１，１００ △６６１，７００ ２，８３９，４００

歳               入               合               計 ２６，４５６，２２３ △１，３０２，８１３ ２５，１５３，４１０



歳　出 （単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  1. 議　会　費 １１６，５５４ △３６ １１６，５１８

  1. 議　会　費 １１６，５５４ △３６ １１６，５１８

  2. 総　務　費 ３，６３３，３２９ △７０７，９１４ ２，９２５，４１５

  1. 総務管理費 ３，２９３，８０３ △７１２，６９０ ２，５８１，１１３

  2. 徴　税　費 １８６，２２９ △５，８３６ １８０，３９３

  3. 戸籍住民基本台帳費 １２２，３１７ １１，２６４ １３３，５８１

  4. 選　挙　費 ８，１６８ △５１４ ７，６５４

  5. 統計調査費 １４，１２４ △１２２ １４，００２

  6. 監査委員費 ８，６８８ △１６ ８，６７２

  3. 民　生　費 １０，００６，５４１ △１０３，８９８ ９，９０２，６４３

  1. 社会福祉費 ６，０５５，７９９ ５３１，２９３ ６，５８７，０９２

  2. 児童福祉費 ２，５９７，３１４ △３４，６１３ ２，５６２，７０１

  3. 災害救助費 １，３５３，４２８ △６００，５７８ ７５２，８５０

  4. 衛　生　費 １，１４４，７９７ １，４８６ １，１４６，２８３

  1. 保健衛生費 ９８６，３８２ １，４８６ ９８７，８６８

  6. 農林水産業費 ５５１，８４５ ２５，９５７ ５７７，８０２

  1. 農　業　費 ５３８，５２１ ２５，６５７ ５６４，１７８

  2. 林　業　費 １３，３２４ ３００ １３，６２４

  7. 商　工　費 ４５８，３９８ ０ ４５８，３９８

  1. 商　工　費 ４５８，３９８ ０ ４５８，３９８

  8. 土　木　費 ５，００２，６３９ △２２５，８７６ ４，７７６，７６３

  1. 土木管理費 ７７１，１０２ △１６９，４８５ ６０１，６１７

  2. 道路橋梁費 ５２４，９４３ △１３，０００ ５１１，９４３

  4. 都市計画費 ３，６１５，１２９ △４３，３０７ ３，５７１，８２２

  5. 住　宅　費 ９１，４６５ △８４ ９１，３８１
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（単位：千円）

款 項 補  正  前  の  額 補    正    額 計

  9. 消　防　費 ５６３，７５７ １７，６７１ ５８１，４２８

  1. 消　防　費 ５６３，７５７ １７，６７１ ５８１，４２８

 10. 教　育　費 ２，０５２，７２８ △４９，０５４ ２，００３，６７４

  1. 教育総務費 ４９０，７０７ △１３，０５２ ４７７，６５５

  2. 小学校費 ３８５，６５７ △４７９ ３８５，１７８

  3. 中学校費 １４０，７７９ △５，０１５ １３５，７６４

  5. 幼稚園費 １２７，６９７ △８，５２７ １１９，１７０

  6. 社会教育費 ４９９，２０４ △２４，３０５ ４７４，８９９

  7. 保健体育費 ４０８，６８４ ２，３２４ ４１１，００８

 11. 災害復旧費 １，３８１，５０９ △４２６，６９９ ９５４，８１０

  1. 農林水産施設災害復旧費 ２５８，９７５ １０，２９６ ２６９，２７１

  2. 土木施設災害復旧費 ７１４，５９５ △２６０，８００ ４５３，７９５

  5. その他公共施設・公用施設災害復旧費 ３９８，２４２ △１７６，１９５ ２２２，０４７

 12. 公　債　費 １，４３５，４２１ １３２，４００ １，５６７，８２１

  1. 公　債　費 １，４３５，４２１ １３２，４００ １，５６７，８２１

 14. 予　備　費 １０７，３５５ ３３，１５０ １４０，５０５

  1. 予　備　費 １０７，３５５ ３３，１５０ １４０，５０５

歳               出               合               計 ２６，４５６，２２３ △１，３０２，８１３ ２５，１５３，４１０
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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 

まちづくり活動支援センター業務委託 令和３年度 ７，７３１千円 

市ノ後団地配水管布設替工事 令和３年度 ２７，５００千円 

益城町文化会館指定管理料 
令和３年度から 

令和４年度まで 
７８，９１５千円 
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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

減収補填債 97,900

農業農村整備推進交付金事業 1,400

道路等災害復旧事業（現年） 3,700

2. 廃　止 (単位：千円)

起　債　の　目　的 限　度　額

中学校施設整備事業 7,500

備　　　考

 財源を一般財源へ振替

第３表　地　方　債　補　正

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も
のによる。
　ただし、町財政の都合により据置期間及び償
還期間を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に
借換えすることができる。



３. 変 更 (単位：千円)

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 831,600 136,400

臨時財政対策債 300,000 421,600

第二上益城中央地区中山間地域総
合整備事業

1,300 300

県営特定農業用管水路等特別対策事
業 28,300 30,300

農業水路等長寿命化・防災減災事
業

11,800 7,000

社会資本整備総合交付金事業 96,400 86,300

潮井自然公園整備事業 59,900 57,600

土地区画整理事業 87,600 128,400

社会体育施設整備事業 94,400 17,200

役場庁舎等災害復旧事業 299,300 165,200

農業施設災害復旧事業
（現年）

3,200 2,700

農業施設災害復旧事業
（熊本地震）

7,100 10,700

補 正 後

補 正 前
に 同 じ

補 正 前
に 同 じ

補 正 前
に 同 じ

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
と協定するものによ
る。
　ただし、町財政の
都合により据置期間
及び償還期間を短縮
し、又は繰上償還も
しくは低利に借換え
することができる。

起　債　の　目　的

補 正 前
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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 ３，５０４，８７９ ２１３，９４３ ３，７１８，８２２

 13. 地方交付税 ３，５８３，５０３ ５４１，９９５ ４，１２５，４９８

 15. 分担金及び負担金 ８７，２４９ △１，７４４ ８５，５０５

 17. 国庫支出金 ７，７５５，０６８ △３８，２４１ ７，７１６，８２７

 18. 県支出金 ３，１９１，０９３ △８４７，０５５ ２，３４４，０３８

 21. 繰　入　金 １，６３６，９７３ △１，３７１，３４４ ２６５，６２９

 22. 繰　越　金 ３００，０００ ８５９，１７３ １，１５９，１７３

 23. 諸　収　入 ２２７，３５４ ２，１６０ ２２９，５１４

 24. 町　　　債 ３，５０１，１００ △６６１，７００ ２，８３９，４００

      歳          入          合          計 ２６，４５６，２２３ △１，３０２，８１３ ２５，１５３，４１０



（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

  1. 議　会　費 116,554 △36 116,518 △36

  2. 総　務　費 3,633,329 △707,914 2,925,415 14,615 △698,300 △22,070 △2,159

  3. 民　生　費 10,006,541 △103,898 9,902,643 △646,849 △12,199 555,150

  4. 衛　生　費 1,144,797 1,486 1,146,283 △5,550 7,036

  6. 農林水産業費 551,845 25,957 577,802 22,903 △2,400 3,293 2,161

  7. 商　工　費 458,398 0 458,398

  8. 土　木　費 5,002,639 △225,876 4,776,763 △79,959 28,400 △300,000 125,683

  9. 消　防　費 563,757 17,671 581,428 3,100 14,571

 10. 教　育　費 2,052,728 △49,054 2,003,674 54,277 △84,700 △871 △17,760

 11. 災害復旧費 1,381,509 △426,699 954,810 △244,733 △127,300 △41,000 △13,666

 12. 公　債　費 1,435,421 132,400 1,567,821 △500,000 632,400

 14. 予　備　費 107,355 33,150 140,505 33,150

 歳     出     合     計 26,456,223 △1,302,813 25,153,410 △885,296 △881,200 △872,847 1,336,530

－ 9 －

一 般 財 源
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２　　歳　入

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 個　　　人 1,045,958 210,182 1,256,140 1. 現年課税分 210,182 均等割・所得割                               210,182

2. 法　　　人 380,270 △63,141 317,129 1. 現年課税分 △63,141 均等割・法人税割                            △63,141

　　 　　計 1,426,228 147,041 1,573,269

1. 固定資産税 1,784,101 56,577 1,840,678 1. 現年課税分 56,577 土地・家屋・償却資産                          56,577

　　 　　計 1,789,155 56,577 1,845,732

1. 環境性能割 2,552 861 3,413 1. 現年課税分 861 現年課税分                                       861

2. 種別割 103,883 9,464 113,347 1. 現年課税分 9,464 現年課税分                                     9,464

　　 　　計 106,435 10,325 116,760

（款）  1．町　　　税
（項）  2．固定資産税

（款）  1．町　　　税
（項）  3．軽自動車税

（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. 地方交付税 3,583,503 541,995 4,125,498 1. 地方交付税 541,995 普通交付税                                   541,995

　　 　　計 3,583,503 541,995 4,125,498

1. 民生費負担金 85,709 △1,744 83,965 3. 児童福祉費負担金 △1,744 保育料（公立）                                 3,223

保育料（私立）                               △4,535

一時預かり事業（一般型）保育料                 △432

　　 　　計 87,249 △1,744 85,505

1. 民生費国庫負担金 847,642 △12,145 835,497 3. 児童福祉費負担金 △12,145 児童手当国庫負担金（被用者　３歳未満）       △3,022

児童手当国庫負担金（被用者　３歳以上中学修了前）

                                               1,657

児童手当国庫負担金（非被用者）              △13,236

児童手当国庫負担金（特例給付）                 2,456

2. 衛生費国庫負担金 43,260 △3,207 40,053 2. 保険基盤安定国庫負 △3,207 国保保険基盤安定国庫負担金                   △3,207
担金

4. 災害復旧費国庫負担金 127,621 15,904 143,525

－ 11 －

（款） 13．地方交付税
（項）  1．地方交付税

（款） 15．分担金及び負担金
（項）  2．負担金

（款） 17．国庫支出金
（項）  1．国庫負担金
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（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 農林水産施設災害復 15,904 農林水産施設災害復旧費負担金                  15,904
旧費負担金

　　 　　計 1,018,523 552 1,019,075

1. 総務費国庫補助金 517,537 34,763 552,300 1. 総務費国庫補助金 34,763 社会保障･税番号制度個人番号ｶｰﾄﾞ関連事務委任交付金

                                              11,607

個人番号カード利用環境整備費補助金             △214

社会資本整備総合交付金（定住促進）             1,395

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金   975

再編関連訓練移転等交付金                      21,000

2. 民生費国庫補助金 4,016,309 △20,509 3,995,800 3. 児童福祉費補助金 △20,509 子ども・子育て支援交付金                    △14,693

児童虐待防止対策等支援事業補助金                △80

家庭的保育者等研修事業補助金                    △50

保育所等整備交付金                           △4,785

子育て世帯への臨時特別給付金交付金               240

保育対策総合支援事業費補助金                 △1,141

3. 衛生費国庫補助金 13,186 11,800 24,986 1. 保健衛生費補助金 11,800 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種体制確保事業費補助金       11,800

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明

（款） 17．国庫支出金
（項）  2．国庫補助金

（款） 17．国庫支出金
（項）  1．国庫負担金



（単位：千円）

7. 土木費国庫補助金 1,907,721 △35,251 1,872,470 1. 土木費補助金 △13,750 社会資本整備総合交付金                      △17,050

道路メンテナンス事業補助金                     3,300

2. 都市計画費補助金 △14,881 社会資本整備総合交付金（都市公園）           △2,605

がけ地近接等危険住宅移転事業国庫補助金      △12,276

3. 住宅費補助金 △6,620 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）

                                             △6,620

10. 災害復旧費補助金 41,999 △29,637 12,362 1. 農林水産施設災害復 1,123 農林水産施設災害復旧費補助金                   1,123
旧費補助金

4. 文教施設災害復旧費 △30,760 公立社会教育施設災害復旧費補助金            △30,760
補助金

　　 　　計 6,728,290 △38,834 6,689,456

2. 民生費委託金 7,055 41 7,096 2. 児童福祉費委託金 41 特別児童扶養手当事務費交付金                      41

　　 　　計 8,255 41 8,296

－ 13 －

（款） 17．国庫支出金
（項）  3．国庫委託金



－ 14 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 民生費県負担金 1,278,846 △547,627 731,219 3. 児童福祉費負担金 △3,177 児童手当県負担金（被用者　３歳未満）           △327

児童手当県負担金（被用者　3歳以上中学修了前）    415

児童手当県負担金（非被用者）                 △3,309

児童手当県負担金（特例給付）                     614

保育対策総合支援事業費補助金                   △570

4. 災害救助費負担金 △544,450 災害救助費負担金                           △544,450

2. 衛生費県負担金 146,712 △13,999 132,713 1. 衛生費負担金 △13,999 国保保険基盤安定県負担金                    △13,999

　　 　　計 1,425,558 △561,626 863,932

1. 総務費県補助金 1,267,032 △279,075 987,957 1. 総務費補助金 △279,075 熊本地震復興基金交付金                     △280,050

新型コロナウイルス感染症対応総合交付金           975

2. 民生費県補助金 216,268 △10,887 205,381 3. 児童福祉費補助金 △10,887 子ども・子育て支援交付金                    △14,489

多子世帯子育て支援事業補助金                   1,132

ひとり親世帯臨時特別給付金補助金                 317

医療的ケア児保育支援事業費補助金               2,153

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 18．県支出金
（項）  2．県補助金

（款） 18．県支出金
（項）  1．県負担金

目 補正前の額 補　正　額 計



（単位：千円）

3. 衛生費県補助金 19,494 △1,207 18,287 1. 衛生費補助金 △1,207 乳幼児（子ども）医療費補助金                 △1,207

5. 農林水産業費県補助金 112,900 22,903 135,803 1. 農業費補助金 22,903 担い手づくり支援交付金事業補助金            △11,755

環境保全型農業直接支払交付金                   2,220

農業農村整備推進交付金事業補助金               4,800

担い手確保・経営強化支援事業補助金            27,272

機構集積協力金                                   259

人・農地問題解決加速化支援事業費補助金           107

6. 商工費県補助金 0 7,116 7,116 2. 観光費補助金 7,116 新型コロナウイルス感染症対応総合交付金         7,116

7. 土木費県補助金 76,120 △24,008 52,112 1. 土木費補助金 △24,008 土砂災害危険住宅移転促進事業補助金          △15,000

がけ地近接等危険住宅移転事業県補助金         △6,138

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ耐震化補助金                      △2,870

9. 教育費県補助金 14,298 △148 14,150 1. 教育費補助金 △148 私立幼稚園等緊急環境整備費補助金               △148

　　 　　計 1,706,112 △285,306 1,420,806

－ 15 －



－ 16 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

1. 総務費委託金 58,423 △123 58,300 3. 統計調査費委託金 △123 農林業センサス交付金                            △25

経済センサス調査区設定交付金                    △27

経済センサス活動調査交付金                      △71

　　 　　計 59,423 △123 59,300

1. 基金繰入金 1,636,973 △1,371,344 265,629 1. 財政調整基金繰入金 △500,000 財政調整基金繰入金                         △500,000

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

7. 公共下水道建設基金 △300,000 公共下水道建設基金繰入金                   △300,000
繰入金

9. 平成28年熊本地震復 △71,344 平成28年熊本地震復興基金繰入金              △71,344
興基金繰入金

　　 　　計 1,636,973 △1,371,344 265,629

（款） 21．繰　入　金
（項）  2．基金繰入金

（款） 18．県支出金
（項）  3．県委託金

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（単位：千円）

1. 繰　越　金 300,000 859,173 1,159,173 1. 繰　越　金 859,173 繰越金                                       859,173

　　 　　計 300,000 859,173 1,159,173

5. 雑　　　入 195,427 2,160 197,587 1. 雑　　　入 2,160 空港周辺環境整備事業助成金                     △871

防災行政無線屋外拡声子局移転補償金           △1,740

公有建物災害見舞金                               933

児童館事業参加費等                               △5

副食費（公立）                                 △450

台風被害復旧支援事業補助金返還（過年度）       4,293

　　 　　計 209,843 2,160 212,003

1. 総　務　債 1,136,100 △475,700 660,400 1. 総　務　債 △475,700 緊急防災・減災事業債                       △695,200

臨時財政対策債                               121,600

減収補填債                                    97,900

5. 農　林　債 44,800 △2,400 42,400 1. 農　林　債 △2,400 第二上益城中央地区中山間地域総合整備事業債   △1,000

県営特定農業用管水路等特別対策事業債           2,000

農業農村整備推進交付金事業債                   1,400

－ 17 －

（款） 22．繰　越　金
（項）  1．繰　越　金

（款） 23．諸　収　入
（項）  5．雑　　　入

（款） 24．町　　　債
（項）  1．町　　　債



－ 18 －

（単位：千円）

節

区　　分 金　　額

農業水路等長寿命化・防災減災事業債           △4,800

6. 土　木　債 1,493,600 28,400 1,522,000 1. 土　木　債 28,400 社会資本整備総合交付金事業債                △10,100

潮井自然公園整備事業債                       △2,300

土地区画整理事業債                            40,800

7. 教　育　債 185,200 △84,700 100,500 1. 教　育　債 △84,700 中学校施設整備事業債                         △7,500

社会体育施設整備事業債                      △77,200

8. 災害復旧債 641,400 △127,300 514,100 1. 災害復旧債 △127,300 役場庁舎等災害復旧事業債                   △134,100

農業施設災害復旧事業債（現年）                 △500

農業施設災害復旧事業債（熊本地震）             3,600

道路等災害復旧事業債（現年）                   3,700

　　 　　計 3,501,100 △661,700 2,839,400

説　　　　　　　　　　　　明

（款） 24．町　　　債
（項）  1．町　　　債

目 補正前の額 補　正　額 計



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. 議　会　費 116,554 △36 116,518 △36 3. 職員手当 △36 期末勤勉手当                △36

　　計 116,554 △36 116,518 △36

1. 一般管理費 924,339 4,339 928,678 4,339 1. 報　　　酬 △236 複合施設建設検討委員会報酬 △205

複合施設設計業者選定委員報酬
                            △31

2. 給　　　料 △59 職員給料                    △59

3. 職員手当 △4,082 期末勤勉手当             △1,101

特別職期末手当              △83

派遣職員災害派遣手当     △2,898

6. 恩給及び退 △302 退職手当組合負担金         △302
職年金

7. 報　償　費 △202 新庁舎等建設アドバイザー料 △180

－ 19 －

（款）  1．議　会　費
（項）  1．議　会　費

一般財源 区  分 金  額

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費



－ 20 －

（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

先進地視察等時土産代（新庁舎）
                            △22

8. 旅　　　費 △2,436 費用弁償                    △83

特別旅費                 △2,040

新庁舎等建設先進地視察旅費 △313

13. 使用料及び △144 複写機借上料                 600
賃借料

高速（有料）道路・駐車場使用料
                            △24

派遣職員高速道路使用料     △720

18. 負担金補助 11,800 派遣職員人件費負担金      11,800
及び交付金

4. 企　画　費 953,044 2,148 955,192 3,131 △983 10. 需　用　費 △214 印刷製本費                 △214

18. 負担金補助 1,950 タクシー事業者感染防止対策等応援
及び交付金 補助金                     1,950

一般財源 区  分 金  額

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費



（単位：千円）

22. 償還金利子 412 平成28年熊本地震復興基金交付金返
及び割引料 還金                         412

6. 防　災　費 770,446 △718,687 51,759 △698,300 △22,070 1,683 10. 需　用　費 △9,038 災害備蓄用消耗品費       △9,038

12. 委　託　料 △8,800 防災行政無線整備工事施工監理業務
委託料                   △8,800

14. 工事請負費 △689,557 防災行政無線デジタル化工事請負費
                       △689,557

17. 備品購入費 △11,292 災害拠点施設等備蓄資機材等購入費
                        △11,292

7. 諸　　　費 28,948 1,530 30,478 1,530 18. 負担金補助 1,530 有線放送施設・広報掲示板整備補助
及び交付金 金                         1,530

10. 男女共同参画 16,704 △2,020 14,684 △2,020 2. 給　　　料 △1,575 職員給料                 △1,575
事業費

3. 職員手当 △445 期末勤勉手当               △445

－ 21 －



－ 22 －

（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 3,293,803 △712,690 2,581,113 3,131 △698,300 △22,070 4,549

1. 税務総務費 136,211 △5,836 130,375 △5,836 2. 給　　　料 △3,496 職員給料                 △3,496

3. 職員手当 △2,340 期末勤勉手当             △2,340

　　計 186,229 △5,836 180,393 △5,836

1. 戸籍住民基本 122,317 11,264 133,581 11,607 △343 2. 給　　　料 △228 職員給料　                 △228
台帳費

3. 職員手当 △115 期末勤勉手当               △115

18. 負担金補助 11,607 個人番号カード交付事務負担金
及び交付金                           11,607

（款）  2．総　務　費
（項）  2．徴　税　費

（款）  2．総　務　費
（項）  3．戸籍住民基本台帳費

（款）  2．総　務　費
（項）  1．総務管理費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

　　計 122,317 11,264 133,581 11,607 △343

1. 選挙管理委員 8,008 △354 7,654 △354 1. 報　　　酬 △258 選挙管理委員会委員報酬     △258
会費

3. 職員手当 △17 期末勤勉手当                △17

8. 旅　　　費 △79 費用弁償                    △79

2. 選挙啓発費 160 △160 0 △160 8. 旅　　　費 △100 費用弁償                    △95

普通旅費                     △5

10. 需　用　費 △60 消耗品費                    △40

印刷製本費                  △20

　　計 8,168 △514 7,654 △514

－ 23 －

（款）  2．総　務　費
（項）  4．選　挙　費



－ 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

2. 統計調査費 14,096 △122 13,974 △123 1 3. 職員手当 △13 時間外勤務手当              △13

10. 需　用　費 △62 消耗品費                    △62

11. 役　務　費 △47 通信運搬費                  △47

　　計 14,124 △122 14,002 △123 1

1. 監査委員費 8,688 △16 8,672 △16 3. 職員手当 △16 期末勤勉手当                △16

　　計 8,688 △16 8,672 △16

1. 社会福祉総務 1,474,110 537,580 2,011,690 △10,000 547,580 2. 給　　　料 △616 職員給料                   △616
費

3. 職員手当 △1,804 期末勤勉手当             △1,804

金  額

（款）  2．総　務　費
（項）  6．監査委員費

（款）  3．民　生　費
（項）  1．社会福祉費

（款）  2．総　務　費
（項）  5．統計調査費

一般財源 区  分



（単位：千円）

18. 負担金補助 △10,000 応急仮設住宅移転費用補助金
及び交付金                         △10,000

24. 積　立　金 550,000 社会福祉振興基金積立金   550,000

4. 老人福祉費 662,171 △889 661,282 △889 2. 給　　　料 △491 職員給料                   △491

3. 職員手当 △398 期末勤勉手当               △398

9. 後期高齢者医 541,448 △5,398 536,050 △5,398 27. 繰　出　金 △5,398 後期高齢者医療保険基盤安定繰出金
療費                          △5,398

　　計 6,055,799 531,293 6,587,092 △10,000 541,293

1. 児童福祉総務 1,511,279 △10,203 1,501,076 △33,305 △4,540 27,642 1. 報　　　酬 △112 青少年問題協議会委員報酬    △81
費

児童館運営委員会委員報酬    △31

2. 給　　　料 680 給　　　料                   680

4. 共　済　費 19 共　済　費                    19

－ 25 －

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費



－ 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

8. 旅　　　費 △129 費用弁償                   △129

10. 需　用　費 △32 食糧費                      △32

11. 役　務　費 △76 一時預かり事業（一般型）障害総合
保険料                      △76

12. 委　託　料 △30,218 放課後児童健全育成事業委託料
                        △30,118

家庭的保育者等研修事業委託料
                           △100

18. 負担金補助 15,520 私立保育所等運営給付費    23,859
及び交付金

待機児童緊急支援助成事業補助金
                         △1,600

民間保育所整備事業補助金 △7,177

上益城郡保育研究大会負担金 △150

保育対策総合支援事業費補助金 588

19. 扶　助　費 59 多子世帯副食費                59

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

22. 償還金利子 4,086 子ども・子育て支援交付金返還金
及び割引料                            4,076

保育対策総合支援事業費補助金償還
金                            10

2. 児童措置費 634,218 △17,360 616,858 △14,752 △2,608 19. 扶　助　費 △17,360 児童手当                △17,360

3. 児童福祉施設 400,851 △1,441 399,410 2,341 △3,782 2. 給　　　料 △945 職員給料                   △945
費

3. 職員手当 △476 期末勤勉手当               △476

18. 負担金補助 △20 郡保育大会負担金            △20
及び交付金

4. ひとり親家庭 13,000 △5,609 7,391 △5,292 △317 11. 役　務　費 △789 通信運搬費                 △789

等・就学援助

世帯支援事業

12. 委　託　料 △2,820 新米発送業務委託料       △2,820

18. 負担金補助 △2,000 応援用食事券             △2,000
及び交付金

－ 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

　　計 2,597,314 △34,613 2,562,701 △53,349 △2,199 20,935

1. 災害救助費 728,828 △551,528 177,300 △544,450 △7,078 3. 職員手当 △1,478 災害派遣職員災害派遣手当 △1,449

災害派遣職員通勤手当        △29

12. 委　託　料 △44,450 応急仮設住宅点検業務委託料
                        △10,450

仮設団地用地農地復旧工事設計監理
委託料                  △34,000

14. 工事請負費 △500,000 仮設団地農地復旧工事請負費
                       △500,000

18. 負担金補助 △5,600 災害派遣職員人件費等負担金
及び交付金                          △5,600

2. 仮設住宅運営 624,600 △49,050 575,550 △39,050 △10,000 11. 役　務　費 △7,250 合併浄化槽１１条検査手数料 △370
費

建築確認等申請手数料       △480

（款）  3．民　生　費
（項）  2．児童福祉費

一般財源 区  分 金  額

（款）  3．民　生　費
（項）  3．災害救助費



（単位：千円）

仮設団地排水管等洗浄作業手数料
                         △6,400

12. 委　託　料 △40,000 みんなの家移設工事設計監理委託料
                        △40,000

18. 負担金補助 △1,800 仮設住宅自治会運営費助成金
及び交付金                          △1,800

　　計 1,353,428 △600,578 752,850 △583,500 △10,000 △7,078

1. 保健衛生総務 511,599 △10,314 501,285 △17,286 6,972 2. 給　　　料 △664 職員給料                   △664
費

3. 職員手当 △276 期末勤勉手当               △276

27. 繰　出　金 △9,374 国保保険基盤安定繰出金（保険税軽
減分）                  △16,526

国保保険基盤安定繰出金（保険者支
援分）                   △6,415

－ 29 －

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費



－ 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

国保財政安定化支援事業繰出金
                          13,567

2. 予　防　費 165,106 11,800 176,906 11,736 64 18. 負担金補助 11,800 新型コロナウイルスワクチン個別接
及び交付金 種体制整備補助金          11,800

　　計 986,382 1,486 987,868 △5,550 7,036

2. 農業総務費 137,696 △4,457 133,239 △4,457 3. 職員手当 △4,457 期末勤勉手当             △4,457

3. 農業振興費 60,247 19,084 79,331 15,883 3,307 △106 18. 負担金補助 15,777 担い手づくり支援交付金事業補助金
及び交付金                         △11,755

担い手確保・経営強化支援事業補助
金                        27,272

機構集積協力金               260

（款）  4．衛　生　費
（項）  1．保健衛生費

一般財源 区  分 金  額

（款）  6．農林水産業費
（項）  1．農　業　費



（単位：千円）

22. 償還金利子 3,307 台風被害復旧支援事業補助金返還金
及び割引料                            3,307

5. 農　地　費 240,254 11,030 251,284 7,020 △2,400 6,410 18. 負担金補助 11,030 農業農村整備推進交付金事業補助金
及び交付金                            6,720

農業水路等長寿命化・防災減災事業
負担金                       349

上益城中央地区中山間地域総合整備
事業負担金               △1,000

県営特定農業用管水路等特別対策事
業負担金                   2,000

環境保全型農業直接支払交付金
                           2,961

　　計 538,521 25,657 564,178 22,903 △2,400 3,307 1,847

2. 林道維持費 6,106 300 6,406 △14 314 18. 負担金補助 300 治山林道協会特別会費         300
及び交付金

　　計 13,324 300 13,624 △14 314

－ 31 －

（款）  6．農林水産業費
（項）  2．林　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

2. 商工業振興費 127,655 0 127,655

3. 観　光　費 34,651 0 34,651

　　計 458,398 0 458,398

1. 土木総務費 702,780 △169,485 533,295 △169,485 2. 給　　　料 △6 職員給料                     △6

3. 職員手当 △28,981 災害職員災害派遣手当    △28,981

13. 使用料及び △11,298 派遣職員宿舎借上料      △10,900
賃借料

派遣職員寝具借上料         △398

18. 負担金補助 △129,200 派遣職員人件費負担金   △129,200
及び交付金

　　計 771,102 △169,485 601,617 △169,485

（款）  7．商　工　費
（項）  1．商　工　費

一般財源 区  分 金  額

（款）  8．土　木　費
（項）  1．土木管理費



（単位：千円）

6. 社会資本整備 216,150 △13,000 203,150 △13,750 △10,100 10,850 12. 委　託　料 △13,000 設計委託料              △13,000

総合交付金事

業

　　計 524,943 △13,000 511,943 △13,750 △10,100 10,850

1. 都市計画総務 946,985 △81,358 865,627 △63,604 △300,000 282,246 2. 給　　　料 △677 職員給料                   △677
費

3. 職員手当 △580 期末勤勉手当               △580

10. 需　用　費 △1,000 消耗品費                 △1,000

18. 負担金補助 △79,101 土砂災害危険住宅移転促進事業補助
及び交付金 金                      △15,000

がけ地近接等危険住宅移転事業補助
金                      △24,401

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ塀耐震化補助金
                        △20,000

まちづくり高付加価値空間創出事業
助成金                  △19,700

－ 33 －

（款）  8．土　木　費
（項）  4．都市計画費

（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

5. 公　園　費 161,904 △2,811 159,093 △2,605 △2,300 2,094 12. 委　託　料 △2,811 潮井自然公園詳細設計業務委託料
                         △2,811

6. 土地区画整理 107,633 40,862 148,495 40,800 62 18. 負担金補助 40,862 益城中央土地区画整理事業負担金
費 及び交付金                           40,862

　　計 3,615,129 △43,307 3,571,822 △66,209 38,500 △300,000 284,402

1. 住宅管理費 91,465 △84 91,381 △84 3. 職員手当 △84 期末勤勉手当                △84

　　計 91,465 △84 91,381 △84

2. 消防施設費 511,215 17,671 528,886 3,100 14,571 10. 需　用　費 △800 修繕料                     △800

12. 委　託　料 15,314 熊本市消防局常備消防事務委託料
                          15,314

（款）  9．消　防　費
（項）  1．消　防　費

（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）

18. 負担金補助 3,157 消火栓維持管理負担金       3,157
及び交付金

　　計 563,757 17,671 581,428 3,100 14,571

2. 事務局費 470,873 △13,052 457,821 33,425 △46,477 2. 給　　　料 △1,412 職員給料                 △1,412

3. 職員手当 △408 期末勤勉手当               △375

特別職期末手当              △33

6. 恩給及び退 △1,453 退職手当組合負担金       △1,453
職年金

12. 委　託　料 △11,920 教育ＩＣＴタブレット端末導入委託
                        △11,920

13. 使用料及び 41 派遣職員宿舎借上料            41
賃借料

17. 備品購入費 △2,000 学校教育ICT機器購入費    △2,000

－ 35 －

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費



－ 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

18. 負担金補助 4,100 派遣職員人件費負担金       4,100
及び交付金

　　計 490,707 △13,052 477,655 33,425 △46,477

1. 学校管理費 348,010 △479 347,531 △479 2. 給　　　料 △370 職員給料                   △370

3. 職員手当 △109 扶養手当                    △72

期末勤勉手当                △37

　　計 385,657 △479 385,178 △479

1. 学校管理費 109,077 △15 109,062 △7,500 7,485 3. 職員手当 △15 期末勤勉手当                △15

2. 教育振興費 31,702 △5,000 26,702 △5,000 19. 扶　助　費 △5,000 要・準要保護援助費       △4,500

特別支援学級奨励費         △500

（款） 10．教　育　費
（項）  2．小学校費

（款） 10．教　育　費
（項）  3．中学校費

（款） 10．教　育　費
（項）  1．教育総務費

一般財源 区  分 金  額



（単位：千円）

　　計 140,779 △5,015 135,764 △7,500 2,485

1. 幼稚園費 127,697 △8,527 119,170 △148 △8,379 2. 給　　　料 △6,207 職員給料                 △6,207

3. 職員手当 △2,172 期末勤勉手当             △2,232

児童手当                      60

10. 需　用　費 △31 私立幼稚園緊急環境整備費（新型コ
ロナウイルス感染症対策分）  △31

17. 備品購入費 △117 私立幼稚園緊急環境整備費（新型コ
ロナウイルス感染症対策分） △117

　　計 127,697 △8,527 119,170 △148 △8,379

1. 社会教育総務 193,110 △22,703 170,407 △22,703 2. 給　　　料 △2,961 職員給料                 △2,961
費

3. 職員手当 △3,742 期末勤勉手当               △844

派遣職員災害派遣手当     △2,898

－ 37 －

（款） 10．教　育　費
（項）  5．幼稚園費

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費



－ 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

18. 負担金補助 △16,000 派遣職員人件費負担金    △16,000
及び交付金

3. 文化会館運営 65,625 0 65,625 21,000 △21,000
費

9. 交流情報セン 95,856 △1,602 94,254 △1,602 1. 報　　　酬 △1,065 パートタイム会計年度任用職員報酬
ター運営費                          △1,065

2. 給　　　料 △20 給　　　料                  △20

3. 職員手当 △465 期末勤勉手当               △403

パートタイム会計年度任用職員期末
手当                        △62

8. 旅　　　費 △52 パートタイム会計年度任用職員通勤
費用弁償                    △52

　　計 499,204 △24,305 474,899 21,000 △45,305

区  分 金  額

（款） 10．教　育　費
（項）  6．社会教育費

一般財源



（単位：千円）

1. 保健体育総務 55,988 0 55,988 △871 871
費

2. 体育施設費 182,640 2,235 184,875 △77,200 79,435 12. 委　託　料 2,235 体育施設指定管理委託料     2,235

3. 学校給食費 170,056 89 170,145 89 1. 報　　　酬 114 パートタイム会計年度任用職員報酬
                             114

3. 職員手当 △25 期末勤勉手当                △25

　　計 408,684 2,324 411,008 △77,200 △871 80,395

1. 農業用施設災 250,975 10,296 261,271 17,027 3,100 △9,831 3. 職員手当 △1,504 派遣職員災害派遣手当     △1,449
害復旧費

災害派遣職員通勤手当        △55

14. 工事請負費 20,000 災害復旧工事請負費        20,000

18. 負担金補助 △8,200 派遣職員人件費等負担金   △8,200
及び交付金

　　計 258,975 10,296 269,271 17,027 3,100 △9,831

－ 39 －

（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



－ 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

1. 道路橋梁災害 223,035 △5,800 217,235 △17,000 3,700 7,500 12. 委　託　料 8,000 被災橋梁災害復旧業務委託料 8,000
復旧費

18. 負担金補助 △13,800 派遣職員人件費等負担金     3,200
及び交付金

私道復旧事業補助金      △17,000

6. 宅地災害復旧 369,160 △180,000 189,160 △180,000 18. 負担金補助 △180,000 被災宅地復旧支援事業補助金
費 及び交付金                        △180,000

7. 共同墓地復旧 57,500 △34,000 23,500 △34,000 18. 負担金補助 △34,000 共同墓地復旧支援事業補助金
費 及び交付金                         △34,000

8. 地盤改良補助 30,000 △25,000 5,000 △25,000 18. 負担金補助 △25,000 地盤改良工事補助金      △25,000
費 及び交付金

9. 雑種地等災害 25,000 △16,000 9,000 △16,000 18. 負担金補助 △16,000 雑種地等復旧支援事業補助金
復旧費 及び交付金                         △16,000

　　計 714,595 △260,800 453,795 △231,000 3,700 △41,000 7,500

（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）

1. その他公共施 398,242 △176,195 222,047 △30,760 △134,100 △11,335 11. 役　務　費 △934 新庁舎関連許可申請等各種手数料

設・公用施設
                           △934

災害復旧費

12. 委　託　料 △97,159 複合施設建設基本・実施設計業務委
託料                    △97,159

14. 工事請負費 △78,000 新庁舎建設用地造成工事費
                        △78,000

21. 補償補填及 △102 電柱等移設補償費           △102
び賠償金

　　計 398,242 △176,195 222,047 △30,760 △134,100 △11,335

1. 元　　　金 1,310,083 132,400 1,442,483 △500,000 632,400 22. 償還金利子 132,400 地方債償還元金           132,400
及び割引料

　　計 1,435,421 132,400 1,567,821 △500,000 632,400

－ 41 －

（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

（款） 12．公　債　費
（項）  1．公　債　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

1. 予　備　費 107,355 33,150 140,505 33,150

　　計 107,355 33,150 140,505 33,150

（款） 14．予　備　費
（項）  1．予　備　費

一般財源 区  分 金  額




