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(単位：千円)

会 計 名
令 和 ４ 年 度
予 算 ( Ａ )

令 和 ３ 年 度
予 算 ( Ｂ )

増 減
Ａ － Ｂ （ C ）

伸  率
Ｃ／Ｂ (％)

一 般 会 計 61,345,600 67,106,000 △ 5,760,400 △ 8.6

特 別 会 計 34,746,946 33,836,630 910,316 2.7

国 民 健 康 保 険 17,172,467 16,928,456 244,011 1.4

後 期 高 齢 者 医 療 2,153,214 1,979,036 174,178 8.8

介 護 保 険 15,161,248 14,681,371 479,877 3.3

農 業 集 落 排 水 処 理 施 設 90,801 93,709 △ 2,908 △ 3.1

公共浄化槽等整備推進事業 50,673 50,818 △ 145 △ 0.3

ケ ー ブ ル テ レ ビ 事 業 47,717 24,808 22,909 92.3

診 療 所 70,314 77,918 △ 7,604 △ 9.8

久 連 子 財 産 区 278 279 △ 1 △ 0.4

椎 原 財 産 区 234 235 △ 1 △ 0.4

企 業 会 計 7,564,072 7,174,762 389,310 5.4

水 道 事 業 814,711 846,879 △ 32,168 △ 3.8

簡 易 水 道 事 業 341,240 404,003 △ 62,763 △ 15.5

下 水 道 事 業 6,408,121 5,923,880 484,241 8.2

103,656,618 108,117,392 △ 4,460,774 △ 4.1合 計

令和４年度予算規模
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一般会計事項別明細

【歳　入】 （単位:千円）

令和４年度
予 算 (A)

構成比
(%)

令和３年度
予 算 (B)

構成比
(%)

増 減
Ａ－Ｂ（Ｃ）

伸  率
Ｃ/Ｂ(%)

1 市 税 15,296,969 24.94% 15,144,672 22.57% 152,297 1.0

2 地 方 譲 与 税 645,000 1.05% 570,000 0.85% 75,000 13.2

3 利 子 割 交 付 金 7,000 0.01% 8,300 0.01% △ 1,300 △ 15.7

4 配 当 割 交 付 金 25,000 0.04% 47,000 0.07% △ 22,000 △ 46.8

5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 35,000 0.06% 35,000 0.05% 0 0.0

6 法 人 事 業 税 交 付 金 159,000 0.26% 63,000 0.09% 96,000 152.4

7 地 方 消 費 税 交 付 金 2,902,000 4.73% 2,680,000 3.99% 222,000 8.3

8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 7,100 0.01% 6,000 0.01% 1,100 18.3

9 環 境 性 能 割 交 付 金 32,000 0.05% 33,000 0.05% △ 1,000 △ 3.0

10 地 方 特 例 交 付 金 85,200 0.14% 111,000 0.17% △ 25,800 △ 23.2

11 地 方 交 付 税 15,894,000 25.91% 15,320,000 22.83% 574,000 3.7

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 14,000 0.02% 14,000 0.02% 0 0.0

13 分 担 金 及 び 負 担 金 366,830 0.60% 410,285 0.61% △ 43,455 △ 10.6

14 使 用 料 及 び 手 数 料 781,080 1.27% 793,014 1.18% △ 11,934 △ 1.5

15 国 庫 支 出 金 10,701,925 17.45% 9,196,482 13.71% 1,505,443 16.4

16 県 支 出 金 5,338,247 8.70% 5,844,653 8.71% △ 506,406 △ 8.7

17 財 産 収 入 86,792 0.14% 57,900 0.09% 28,892 49.9

18 寄 附 金 1,224,008 2.00% 1,029,999 1.53% 194,009 18.8

19 繰 入 金 1,322,907 2.16% 1,114,696 1.66% 208,211 18.7

20 繰 越 金 1,100,000 1.79% 1,100,000 1.64% 0 0.0

21 諸 収 入 901,642 1.47% 1,033,499 1.54% △ 131,857 △ 12.8

22 市 債 4,419,900 7.20% 12,493,500 18.62% △ 8,073,600 △ 64.6

う ち 事 業 債 3,649,900 5.95% 10,393,500 15.49% △ 6,743,600 △ 64.9

う ち 臨 時 財 政 対 策 債 770,000 1.26% 2,100,000 3.13% △ 1,330,000 △ 63.3

歳 入 合 計 61,345,600 100.00% 67,106,000 100.00% △ 5,760,400 △ 8.6

【歳　出】 （単位:千円）

令和４年度
予 算 (A)

構成比
(%)

令和３年度
予 算 (B)

構成比
(%)

増 減
Ａ－Ｂ（Ｃ）

伸  率
Ｃ/Ｂ(%)

1 議 会 費 354,369 0.58% 377,207 0.56% △ 22,838 △ 6.1

2 総 務 費 7,264,383 11.84% 14,496,266 21.61% △ 7,231,883 △ 49.9

3 民 生 費 24,479,898 39.90% 23,962,860 35.71% 517,038 2.2

4 衛 生 費 3,946,347 6.43% 3,745,942 5.58% 200,405 5.3

5 農 林 水 産 業 費 2,591,900 4.23% 3,356,528 5.00% △ 764,628 △ 22.8

6 商 工 費 2,208,105 3.60% 2,135,048 3.18% 73,057 3.4

7 土 木 費 4,791,485 7.81% 4,949,931 7.38% △ 158,446 △ 3.2

8 消 防 費 2,525,208 4.12% 2,300,913 3.43% 224,295 9.7

9 教 育 費 4,354,458 7.10% 4,149,313 6.18% 205,145 4.9

10 災 害 復 旧 費 1,695,141 2.76% 658,235 0.98% 1,036,906 157.5

11 公 債 費 6,580,679 10.73% 6,490,188 9.67% 90,491 1.4

12 諸 支 出 金 533,627 0.87% 463,569 0.69% 70,058 15.1

13 予 備 費 20,000 0.03% 20,000 0.03% 0 0.0

歳 出 合 計 61,345,600 100.00% 67,106,000 100.00% △ 5,760,400 △ 8.6

款

款
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※略語の解説

≪最優先課題≫

≪八代市の未来を創る5つのビジョン関連事業≫

【ス】 …持続可能な選ばれるまち“スマートシティやつしろ”の推進

【育】 …次代を担う子どもの育成と安心な暮らしの創生

【農】 …稼げる農林水産業の実現

【賑】 …地域の魅力とにぎわいの創出

【災】 …災害に強い豊かな「まち」の実現

　以下の項目に該当する事業については、事務事業名の頭に略語を表示し
ています。

【コ】 …新型コロナウイルス感染症対策関連事業

【豪】 …令和2年7月豪雨災害関連事業
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

【議会費】
354,369

(1) 議会運営事務事業 35,136
（議会事務局）

行政視察旅費　　：5,300千円
　常任委員会　　：4,200千円（150千円×28名）
　議会運営委員会：1,100千円（100千円×11名）
海外行政視察旅費：1,600千円（200千円× 8名）
市議会だより印刷製本費（49,600部）：4,584千円

【新型コロナウイルス感染症対策経費】
　会議アプリ使用料　　　 　　 ：　990千円
　タブレットLTE回線使用料　　 ：　525千円
　ビジネスチャットアプリ使用料：　172千円

(2) 政務活動費交付事業 10,080
（議会事務局）

政務活動費：10,080千円
　4月～3月（30千円×12ヶ月×28名）

【総務費】
7,264,383

(1) 消費者被害救済事業 10,451 負担金 1,080
（市民活動政策課） 県支出金 5,192

消費生活相談員報酬等（4人）：9,398千円
消費生活特別相談謝礼　 　　：　 80千円
無料法律相談弁護士謝礼　 　：　679千円
消費生活相談員研修費用弁償 ：　169千円
消費者行政研修旅費　　　　 ：　 72千円

（1/2）

(2) 安全衛生・職員の健康管理事業 13,455 諸収入 318
（人事課）

職員健康診断委託：9,642千円
 定期健診655名、大腸がん検診410名、
 ストレスチェック1,330名、
 指定医療機関実施分人間ドック委託 220名等

(3) 職員派遣事業 43,500 諸収入 22,598
（人事課）

派遣研修職員旅費　　　 ： 2,679千円
派遣職員等住宅借上料　 ： 8,155千円
県人事交流負担金（4名）：32,500千円

(4) 職員派遣事業（豪雨災害） 23,702
（人事課）

復旧事業に従事するため、熊本市等から技術職員の中長期的な人
的支援を受け入れるもの。

　住宅借上料（3名）　　　： 1,950千円
　人件費負担金（延べ4名）：21,496千円

主 要 事 項 特定財源

　

　

　

　

　

【豪】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(5) 職員研修事業 10,060 諸収入 1,450
（人事課）

階層別研修　：　　746千円
　新規採用職員研修、新任課長研修、新任係長研修、
　新任主任研修　等
　※研修協議会主催研修に一部派遣
特別研修　　：　1,796千円
　レジリエンス研修、コミュニケーション能力向上研修、
　政策立案研修　等
派遣研修　　：　5,318千円
　自治大学校（第2部課程・第3部課程・特別課程）、
　市町村アカデミー（ICT政策等）等
自己啓発研修：　2,200千円
　DX人材育成研修（1,000千円）
  通信教育研修（900千円）
　資格取得補助（200千円）
　自主研究グループ研究活動費補助（100千円）

(6) ふるさと納税事業 675,230 寄附金 675,230
（観光・クルーズ振興課）

ふるさと納税謝礼（特産品代等）　：444,220千円
　　（特産品等：寄附額×30％、送料：寄附額×7％）
クレジットカード決済手数料　　　：　9,915千円
ふるさと納税業務委託　　　　　　：107,676千円
ポータルサイト利用料　　　　　　： 95,578千円
　

【新規】コンサルティング委託　　：　1,320千円
ふるさと納税広報啓発委託　　　　：　7,524千円
　　（新聞や雑誌への広告記事掲載、パンフレット作成等）
情報発信業務委託　　　　　　　　：　　110千円

　※R4寄附金額（見込）：1,200,000千円

(7) ふるさと納税ＰＲ事業 18,776
（観光・クルーズ振興課）

ワンストップサービス郵送料　　　　：4,424千円
自動印刷封入機リース料　　　　　　：2,568千円
物産振興連携業務委託　　　　　　　：2,426千円
御礼状チラシ等印刷製本費　　　　　：1,960千円
事業者向け勉強会経費　　　　　　　：　422千円
各種イベント等旅費　　　　　　　　：1,000千円
各種イベント出展経費　　　　　　　：　825千円

(8) 【新規】企業版ふるさと納税事業 210 寄附金 210
（観光・クルーズ振興課）

肥後銀行が作成する「2022年度くまもと企業版ふるさと納税対象
プロジェクト集」へ掲載するもの。
　プロジェクト集掲載委託　　　　　：　110千円
　成功報酬型手数料（寄附額×10％）：　100千円

　※R4寄附金額（見込）：1,000千円

(9) 国際理解と外国人支援事業 2,484 国庫支出金 1,113
（国際課） （1/2）

外国人市民相談体制強化事業
　多言語通訳システム利用料　：1,927千円
　母国語交流員設置事業委託料：　375千円

　

　

　

　

　

寄附額に対する

利用料割合

ふるさとチョイス 5.0% H27年度運用開始

楽天ふるさと納税 9.0% H30年度運用開始

ふるなび 10.0% R3年度運用開始

ANAのふるさと納税 9.0% 〃

ふるさと本舗 7.0% 〃

JALふるさと納税 9.0% 〃

auPAYふるさと納税 8.5% 〃

東急ふるさとパレット 7.0% R4年度予定

セゾンのふるさと納税 5.0% 〃

三越伊勢丹ふるさと納税 12.0% 〃

ポータルサイト名 備考
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(10) 北海市交流事業（派遣） 1,684
（国際課）

八代市友好派遣団北海市派遣（15名）：1,684千円
　団長1名・引率4名・団員（市内中・高生）10名
　※授業体験やホームステイ、文化体験等の活動を
    通した現地の中学生や市民との交流

(11) 北海市交流事業（受入） 1,233
（国際課）

北海市青少年訪問団受入（16名）：1,113千円
　受入内容：団長1名、引率5名、児童・生徒10名

(12) 市政協力員関係事業 113,139
（市民活動政策課）

市政協力員委託料（330人）       　：104,258千円
市政協力員事務費　　　　　　　　　：　4,950千円
市政協力員研修費等補助金　　　　　：　2,970千円
市政協力員担当地区再編事業補助金　：　　360千円
　※2地区（いずれも東陽）に対し補助を実施

(13) 台湾基隆市友好交流事業 711
（国際課）

訪問派遣経費（5名）　　　　：616千円
基隆市代表団受入経費（7名）： 95千円

(14) 国際交流推進事業 6,476 諸収入 437
（国際課）

国際交流員（ＣＩＲ）報酬　：3,940千円
多文化共生講座（世界の料理教室）関係経費：50千円
やつしろ国際協会負担金　  ：　414千円
※令和3年7月設立

(15) 令和２年７月豪雨災害追悼式関連事業 568
（秘書広報課）

令和２年７月豪雨災害で、お亡くなりになられた方々のご冥福を
お祈りするとともに、ご遺族、関係者の皆様に改めて哀悼の意を
表するため、追悼式を開催するもの。

消耗品費　　　　　　　　：110千円
動画配信等委託料　　　　：297千円
会場等使用料　　　　　　：161千円

(16) 広報広聴活動事業 39,139 諸収入 6,948
（秘書広報課）

中学生議会関係経費　　　：86千円（3年ごと実施）
市政懇談会関係経費　　　：31千円
広報やつしろ印刷製本費（49,800部）：35,827千円
AIチャットボット運用経費：792千円

(17) 会計管理事務事業 19,312
（会計課）

金融機関窓口収納手数料：4,933千円
　　　　　　　　　（窓口収納手数料1件30円（税別））
【新規】会計事務関連業務委託　　：　7,343千円
※会計業務における繁忙期の業務過多や、人事異動による業務の
継続性などの課題に対応するため、会計業務の一部について、ア
ウトソーシングを導入するもの。

【ス】

　

　

　

【ス】

【ス】

　

【豪】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(18) 市庁舎管理運営事業 260,369 使用料 10,617
（財産経営課） 財産収入 4,042

【新庁舎維持管理費】
電気料　　　　　　　　　　　　　： 62,400千円
ガス代　　　　　　　　　　　　　：  9,480千円
水道料　　　　　　　　　　　　　：　2,147千円
下水道使用料　　　　　　　　　　：　3,342千円
電話料　　　　　　　　　　　　　：  8,089千円
清掃業務委託　　　　　　　　　　： 36,227千円
市庁舎総合管理業務委託　　　　　：106,788千円　等

公用車駐車場賃借料　　　　　　　：　2,883千円
仮設倉庫リース料　　　　　　　　：    951千円
坂本支所仮設庁舎リース料　　　　： 16,720千円
公課費　　　　　　　　　　　　　：  4,458千円

諸収入
市債
（100％）

1,335
20,300

(19) 市有財産管理事業 42,504 手数料 1
（財産経営課） 財産収入 17,037

旧市立病院土壌残存物処理業務委託： 2,609千円
旧市立病院医師宿舎解体工事　　　：26,730千円
旧市立病院残存部分解体工事　　　： 2,338千円

市債(90％) 29,000

(20) 【新規】市有財産管理事業（坂本支所）（豪雨災害） 44,000 市債 44,000
（坂本支所　 地域振興課） （100％）

旧八代東高校坂本分校跡倉庫解体工事：44,000千円
※被災後の状態のままであり、景観や安全衛生上の配慮等から解
体を行うもの。（敷地面積：2,874㎡）

(21) ファシリティマネジメント推進事業 11,915
（財産経営課）

【新規】公共施設長寿命化（保全）計画策定等業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 :11,660千円
※専門家の統一基準による優先順位を付け、公共施設の適正な維
持管理を行う。

(22) 定住促進対策事業 4,757 県支出金 2,100
（企画政策課） （1/2・

3/4）
やつしろ・まち･ひと･しごと対策推進会議委員経費：167千円
移住相談会への旅費　　　　　　　　　　　　　　： 85千円

【くまもと版地方創生移住支援事業補助金活用事業】
　移住支援金：2,000千円
　　※1世帯あたり支給額1,000千円×2世帯
　　対象：東京圏から本市に移住し、就業・起業を行う方

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】移住・定住促進補助金： 2,500千円
　　　　　　　　（うち基金対応分1,900千円）
    ※1世帯あたり支給額上限500千円×5世帯
　　対象：県外から本市に移住し、定住を目的に住宅を
　　　　　取得する方

繰入金 1,900

(23) 結婚活動応援事業 1,600 負担金 800
（企画政策課） 県支出金 375

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　八代圏域婚活事業委託：1,200千円
　　（うち定住自立圏連携自治体負担金800千円、
　　　基金活用分400千円）
　結婚活動応援補助金　：　400千円（2団体×200千円）
　　（うち少子化対策総合交付金375千円、基金対応分25千円）

(定額)
繰入金 425

(24) 八代・天草シーライン建設促進事業 1,047
（企画政策課）

八代・天草シーライン建設民間協力期成会事業補助金：475千円
八代・天草シーライン建設促進期成会負担金　　　　： 50千円
八代・天草シーライン建設促進期成会負担金（県協議会）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：522千円

　

　

【豪】

【ス】

　

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(25) 並行在来線経営分離対策事業 32,695
（企画政策課）

肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助金：32,212千円
　Ｒ4概算分
　　補助対象経費　　 補助率　　　補助額
  　387,158千円　×　8.32％　＝  32,212千円
　（補助割合）
　　熊本県　　：85％
　　沿線市町村：15%（うち八代市 15％×55.5％＝8.32％）

(26) 政府要望関係事業 1,749
（企画政策課）

普通旅費（夏・秋分）　　　：965千円
印刷製本費（要望書等印刷）：696千円

(27) 住民自治推進事業 73,218 繰入金 6,300
（市民活動政策課）

地域協議会活動交付金　 　：66,669千円

【まちづくり交流基金活用事業】
 　地域みらいづくり補助金：6,300千円（300千円×21地域）
　　※まちづくり活動活性化補助金の継続

(28) 協働のまちづくり推進事業 291
（市民活動政策課）

＜地域活動発表＞
　　講師及び発表者謝礼　　　： 50千円
　　会場使用料　　　　　　　： 30千円　等

＜八代市協働のまちづくり推進計画検証委員会＞
　　検証委員会委員謝礼　　  ：101千円

(29) 各支所 地域振興事業 2,500
（各支所 地域振興課）

支所管内の地域づくり活動の充実や住民自治及び防災意識の向上
を図るため、支所に属する地域、地区内で行う地域づくり活動に
対する補助を行うもの

補助金　500千円×5支所＝2,500千円

(30) 復興推進事業 249,168 国庫支出金 100,000
（復興推進課） （1/2）

令和２年７月豪雨で被災した坂本町の復興に向け、坂本町復興ま
ちづくり計画に基づき、支所等再建、住まい再建等に向けた取り
組みを実施するもの。

【新規】坂本支所整備基本計画等業務委託： 40,000千円
【新規】坂本町宅地嵩上げ安全確保事業（家屋等補償）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：200,000千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】令和2年7月豪雨からの「坂本町復興講演会」
　　　　　実施業務委託 ：　2,000千円

　【新規】坂本町水災補償加入促進補助金（住家分）
　　　　 ：4,410千円（うち基金対応分1,470千円）
　【新規】坂本町水災補償加入促進補助金（家財分）
　　　　 ：2,205千円（うち基金対応分2,205千円）

県支出金
（2/3）
市債
（100％）
繰入金

2,940

100,000

5,675

【災】

　

　

　

【災】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(31) 地域おこし協力隊事業 8,235
（坂本支所地域振興課）

令和2年7月豪雨で被災した坂本町のまちづくりに地域全体で取り
組む活動を支援・サポートするため、地域おこし協力隊2名を募
集・任用し、産業・観光の開発、情報発信などの地域協力活動を
行うもの。

【活動に係る経費】
　人件費　　　　　　　 ：　5,448千円（2人分）
　研修経費　　　　　　 ：    197千円
　ガソリン代　　　　　 ：　　194千円
　ポケットWifi通信料　 ：　　120千円
　住宅借上料　　　　　 ：　1,152千円
　自動車借上料　　　　 ：　　792千円
　
【おためし地域おこし協力隊に係る経費】
　委託料　　　：300千円

(32) 【新規】SDGｓ推進事業 228 諸収入 200
（企画政策課）

市域全体へのSDGsの理念を浸透させ、将来にわたって持続可能な
まちづくりを推進するため、職員研修と市民ワークショップ等を
実施する。

研修講師謝礼　　　　　　　　　： 90千円
研修講師費用弁償　　　　　　　：110千円
教材購入費　　　　 　　　 　　： 28千円

(33) 基幹システム運用事業 103,204
（デジタル推進課）

基幹系システム使用料　　　　　：62,885千円
入力データ作成委託　　　　　　： 9,578千円
基幹業務システム機器リース　  : 12,213千円
【新規】共通納税制度税目拡大に伴うシステム改修委託
                              ： 9,650千円

(34) 八代地域イントラネット運用事業 62,691 負担金 9,478
（デジタル推進課）

八代地域内の公共施設約140ヶ所を光ファイバーで結ぶ高速通信
網の維持管理経費（氷川町との共同運用）
　イントラネット通信回線利用料　：62,377千円

(35) 情報化端末等運用事業 75,898
（デジタル推進課）

【新規】生体認証保守サポートライセンス： 2,640千円
複合機・プリンター賃借料（173台）　　 ： 4,315千円
情報化パソコン賃借料（1,640台）　     ：36,084千円
ソフトウェア使用料（オフィス365）　   ：14,066千円
情報化端末仮想環境（ＲＤＳ）利用料　　：15,524千円

【新型コロナウイルス感染症対策経費】
　WEB会議システムソフトウェア使用料（Teams）
                                      ： 2,759千円
　※債務負担行為
　・マイクロソフトソフトウェア使用料（オフィス365）
　　（R5年度～R9年度：79,707千円）

【豪】

　

　

【コ】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(36) サーバ管理運用事業 18,071
（デジタル推進課）

サーバ利用サービス料　　　　　：4,290千円
統合型地理情報システム保守委託：2,195千円
【新規】特定通信ツール賃借料  ：  998千円
※オフィス365等クラウドサービス（インターネットを利用する
サービス）をより安全に利用できるよう監視し、自動制御する仕
組みを構築するもの。

【新型コロナウイルス感染症対策経費】
　リモート接続システム保守委託： 5,574千円
　リモート接続システム使用料　： 1,329千円
　
  ※債務負担行為
　・特定通信ツール賃借料
　　（R5年度～R9年度：7,550千円）

(37) 地域情報化事業 331,184 国庫支出金 11,000
（デジタル推進課） （臨）

熊本県セキュリティクラウドサービス利用料：　3,122千円
県市町村電子自治体共同運営協議会負担金　：　8,784千円
（R5以降の次期セキュリティクラウド構築等のため増額）

超高速ブロードバンド整備事業補助金　　　：308,000千円
（Ｒ4：坂本地区）
　　事業費総額：945,000千円
　　事業期間：令和元年度～令和4年度

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
【新規】公共施設Wi－Fi設置工事：11,000千円
　　※コミュニティセンター10か所分

市債
（100％）

308,000

(38) デジタル化推進事業 10,471 国庫支出金 1,485
（デジタル推進課） （臨）

デジタル化推進会議委員謝礼　　　　　　　：　177千円
ビッグデータ分析ツール（DS.INSIGHT）ライセンス使用料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：  990千円
施設予約システム使用料　　　　　　　　　：1,030千円

【新規】行政手続デジタル化ツール（LoGoフォーム）使用料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：  792千円
【新規】行政専用チャットツール（LoGoチャット）使用料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：5,544千円
【新規】キャッシュレス決済端末使用料    ：   88千円

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　Grafferオンライン申請システム使用料    ：1,485千円

(39) 市営駐車場（新八代駅東口）管理事業 3,823 使用料 13,493
（市民活動政策課）

新八代駅東口駐車場施設管理委託　　　：3,300千円
新八代駅東口駐車場清掃等委託　　　　：　351千円
新硬貨対応機器入替改修　　　　　　　：　 97千円

(40) 防犯活動推進事業 8,062 繰入金 88
（市民活動政策課）

生活安全推進協議会委員報酬　　　　　： 　59千円
熊本県防犯協会連合会負担金　　　　　：　224千円
八代署沿岸警備協力会負担金　　　　　：　180千円
くまもと被害者支援センター負担金　　：　174千円
八代地区防犯協会連合会負担金　　　　：7,333千円

【安全安心まちづくり基金活用事業】
　啓発用ボールペン等　　：88千円

【コ】

【ス】

【ス】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(41) 防犯灯設置事業 6,236 繰入金 5,500
（市民活動政策課）

電気料：545千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　防犯灯設置補助金（通常対応分）　　　　：5,000千円
　　　　〃　　　　（坂本町復興等対応分）：　500千円

(42) 交通安全運動事業 3,906 繰入金 998
（市民活動政策課）

八代地区交通安全協会負担金　：2,110千円
交通安全運動活動補助金　　　：　495千円
（交通安全母の会、老人クラブ交通委員会、カンガルークラブ）

【安全安心まちづくり基金活用事業】
　交通安全啓発グッズ　　　　：　898千円
　（鈴付リボン、交通安全腕章、自転車反射材等）
　交通安全ポスター作成料　　：　100千円

(43) 交通安全指導員関係事業 8,546
（市民活動政策課）

交通指導員謝礼　　　　：3,510千円
交通指導員被服購入　　：　400千円
交通指導員活動補助金　：　380千円

(44) 生活交通確保維持事業 75,406 負担金 509
（企画政策課） 国庫支出金 10,035

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
乗合タクシー運行事業補助金：73,790千円
　　　　　（うち基金対応分：26,646千円）
　
五家荘地区グループタクシー補助金：1,400千円

(1/2)
市債
（100％）
繰入金

36,600

28,046

(45) 人権啓発推進事業 7,998
（人権政策課）

八代市人権問題啓発推進協議会交付金　　　：3,800千円
八代地域人権教育のための推進会議分担金　：1,500千円
オンライン映像制作等備品購入費　　　　　：　208千円

(46) 人権同和政策事業 1,099 県支出金 251
（人権政策課） （定額）

人権政策審議会委員報酬　　　　 ：　107千円
「人権の花運動」関係経費　     ：　207千円
八代人権擁護委員協議会補助金   ：　548千円

(47) 人権相談事業 5,056 県支出金 138
（人権政策課） （定額）

人権相談員報酬等　（2人）      ：4,843千円
人権特別相談員謝礼（3人）      ：   60千円
相談窓口周知カード作成　　　   ：　138千円

(48) 男女共同参画啓発事業 1,234 県支出金 451
（人権政策課） （定額）

男女共同参画アドバイザー派遣講師謝礼　  ：　 40千円
男女共同参画情報誌「Ｍi☆Ｒai」作成　　 ：　122千円
いっそDEフェスタ事業委託　　　  　　 　 ：1,052千円

(49) 男女共同参画推進事業 647
（人権政策課）

男女共同参画専門委員経費　 　　  ：　 68千円
男女共同参画審議会委員経費　  　 ：　210千円
男女共同参画推進セミナー経費　　 ：　296千円

(50) 青少年健全育成事業 9,143
（人権政策課）

青少年指導員謝礼（206人） 　 　：3,741千円
青少年相談員報酬等（3人） 　　 ：3,821千円
いじめ調査委員会委員報酬（6人）：   60千円
さわやかヤングステージ経費　 　：　161千円
八代地区保護司会補助金  　　 　：　597千円

　

【災】

　

【育】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(51) 【新規】男女共同参画計画策定事業 48
（人権政策課）

ワークショップ講師謝礼　　　　 ：   40千円
ワークショップ講師費用弁償　　 ：　  8千円

(52) 【新規】男女共同参画市民意識調査事業 2,957
（人権政策課）

市民意識調査業務委託      　　 ：2,262千円
　　　〃　　郵便料　      　　 ：　695千円

(53) コミュニティセンター維持管理事業 128,922 使用料 13,613
（市民活動政策課） 財産収入 283

旅費　：　　55千円
需用費：22,212千円
役務費： 2,336千円
コミセン建物管理委託（19施設）　　　 ：25,676千円
コミセン管理業務委託（18→19協議会） ：64,239千円
　　※新たに高田コミセン1施設を地域協議会へ委託

【新型コロナウイルス感染症対策経費】
　アルコール消毒液　：110千円

諸収入 795

(54) 新型コロナウイルス感染症対策事業（コミュニティセンター） 10,606 国庫支出金 10,606
（市民活動政策課） （臨）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　無塩微酸性電解水　　　　　　　　 　　　　：4,895千円
　無塩微酸性電解水噴霧器レンタル料（138台）：5,711千円

(55) コミュニティセンター施設整備事業 93,558 市債 80,000
（市民活動政策課） （95％・

【通常分：76,279千円】
　施設設備修繕　　　　　　　　　　　　　　　： 7,279千円
　突発修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　： 1,500千円
　コミセン屋上防水・外壁塗装改修工事（郡築）：39,180千円
　コミセン屋上防水・軒裏爆裂補修工事（松高）：28,320千円

【国土強靭化計画：15,900千円】
　コミセントイレ洋式化改修工事（太田郷・八代・二見・東陽）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ：11,000千円
　コミセン空調設備設置設計業務委託（麦島）  ： 4,900千円

100％）

(56) 各種団体補助金事業 1,072
（市民活動政策課）

定時制通信制教育振興会補助金　　：　84千円
八代市私立高校補助金　　　　　　： 460千円
八代市私立幼稚園補助金　　　　　： 528千円

(57) 新庁舎建設事業 321,515 市債 321,000
（財産経営課・新庁舎建設課） （100%）

【財産経営課分】
【新規】新庁舎警備設備整備工事２期： 12,749千円
　※駐車場監視カメラ設置工事（10台分）
【新庁舎建設課分】
　新庁舎外構工事　　　　　　：298,440千円（継続費）
　新庁舎外構工事監理業務委託：　9,926千円（継続費）

(58) 市民税賦課徴収事務事業 30,241 手数料 8,300
（市民税課） 諸収入 3

特徴関係等印刷製本費　　　　　　： 2,180千円
納付書印刷等作業委託　　　　 　 ： 9,543千円
  印刷から封入封緘業務までの委託を行うもの
eLTAX関係経費　　　　　　       ：11,899千円
【新規】システム改修委託　    　 : 3,001千円
　※軽自動車税関係手続電子化に伴うシステム改修
　※地方税共通納税システム対象税目拡大に伴う作業支援委託等

※債務負担行為
　・市県民税納税通知書作成等業務委託
　　（R4年度～R5年度： 6,415千円）
　・軽自動車税納税通知書作成等業務委託
　　（R4年度～R5年度： 4,719千円）

　

【コ】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(59) 資産税賦課徴収事務事業 48,333
（資産税課）

不動産鑑定業務委託　　　：23,747千円
地番現況図等作成業務委託： 5,698千円
納税通知書作成等業務委託： 6,826千円

※債務負担行為
　・固定資産税納税通知書作成等業務委託
　　（R4年度～R5年度： 7,863千円）

(60) 戸籍住民基本台帳事務事業 50,018 手数料 52,000
（市民課） 国庫支出金 1,281

事務補助員経費　　　　　　　　    　：30,773千円
戸籍システム機器等保守点検委託      ： 5,109千円
戸籍システム機器リース料　　    　  ： 6,798千円
【新規】百済来・五家荘郵便局業務委託：　 336千円
　※郵便局への証明書交付事務委託が有料化となったもの。

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】記念撮影用デジタルフォトブース備品購入費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　 680千円
　※壁面にデザインデータを投影し、各種届等の際に記念撮影
　　を行うことができるブースを設置するもの。

（1/2）
県支出金
（定額）
繰入金
諸収入

691

680
480

(61) 番号制度導入事業 56,250 国庫支出金 45,913
（市民課） （10/10）

事務補助員経費　　　　　　　　　　  ：26,059千円
個人番号制度対応住基ネットワークシステム機器保守点検委託
                           　　　　 ：   683千円
個人番号制度対応機器リース料　　　　： 3,900千円
【新規】個人番号カードオンライン申請補助端末リース料
　　　　　　　　　　　　　　 （3台）：   385千円
【新規】熊本県マイナンバーカード取得促進事業市町村負担金
                       　　　　　　 ： 5,200千円

(62) 県議会議員選挙事業 22,956 県支出金 22,956
（選挙管理委員会事務局） （10/10）

内訳
　事業費　 ： 18,935千円
　人件費　 ：　4,021千円
任期満了
　令和5年4月29日
執行期日
　未定（令和5年4月9日想定）
選挙区
　八代市郡
主な経費
　投票所入場券はがき印刷　　　　　　　　　　968千円
　投票所入場券はがき郵便料　　　　　　　　5,756千円
　ポスター掲示場作製・設置・維持業務委託　6,190千円
　投票管理システムサポート委託　　　　　　1,175千円

【新型コロナウイルス感染症対策関連経費】
　投票所感染症対策消耗品　　　　　772千円
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(63) 参議院議員選挙事業 80,539 県支出金 80,539
（選挙管理委員会事務局） （10/10）

内訳
　事業費　：　42,541千円
　人件費　：　37,998千円
任期満了
　令和4年7月28日
執行期日
　未定（令和4年7月10日想定）
選挙区
　選挙区（改選1）、比例代表（改選50）
主な経費
　投票所入場券はがき印刷　　　　　　　　　　968千円
　投票所入場券はがき郵便料　　　　　　　　5,756千円
　ポスター掲示場作製・設置・維持業務委託　7,241千円
　投票管理システムサポート委託　　　　　　2,854千円

【新型コロナウイルス感染症対策関連経費】
　投票所感染症対策消耗品　　　　　772千円

【令和2年7月豪雨災害関連経費】
　投票所移動支援タクシー運行委託　106千円

(64) 就業構造基本調査事業 3,082 県支出金 3,082
（文書統計課） （10/10）

国民の就業・不就業の状況を明らかにし、全国及び地域別の就業
構造に関する基礎資料を得ることを目的として実施するもの。

指導員・調査員報酬：2,399千円 等
　指導員：6人、調査員：50人
　調査基準日：令和4年10月1日

【民生費】
24,479,898

(1) 後期高齢者医療広域連合負担金事業 1,940,420

（国保ねんきん課）
75歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制度の運営を行う
ための費用を負担するもの。

　・後期高齢者医療広域連合負担金
　　共通経費負担金（一般会計分）：   17,168千円
　　共通経費負担金（特別会計分）：   51,381千円
　・後期高齢広域連合負担金
  　　　（療養給付費）　　　　　：1,871,871千円

(2) 生活困窮者自立支援事業 37,415 国庫支出金 26,182
（生活援護課） （1/2・

・自立相談支援窓口委託料           18,337千円
・住宅確保給付金                    5,160千円
・任意事業負担金                   11,468千円
　※熊本県との共同事業分
・生活困窮者就労準備支援事業委託料  2,430千円

2/3・3/4）

(3) 被災者生活再建支援事業（豪雨災害) 39,800 県支出金 39,800

（健康福祉政策課） （10/10）
令和2年7月豪雨にて被災した世帯の見守りや相談支援等を行う専
門組織を設置し、被災者の早期の生活再建を図る。
　対象世帯：全壊159世帯、大規模半壊66世帯、半壊125世帯、
　　　　　　準半壊2世帯、一部損壊94世帯、長期避難36世帯
　委託先　：八代市社会福祉協議会

　被災者見守り・相談支援等事業委託料　　39,800千円
  （八代市地域支え合いセンター）
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(4) 新型コロナウイルス感染症対策事業（生活困窮者自立支援） 12,332 国庫支出金 12,332

（生活援護課） （10/10）
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯への
支援金
　
（支給期間3ヶ月）
　総合支援資金再貸付　　　20世帯　2,400千円
　総合支援資金初回貸付等　50世帯　6,080千円
　自立支援金再支給　　　　40世帯　3,840千円

(5) シルバー人材センター運営費補助事業 22,794
（長寿支援課）

シルバー人材センター運営補助金
　国庫補助基準Ａランク
　本部・活動拠点運営費補助  ： 8,700千円
　現役世代雇用サポート事業  ：13,904千円　　等

(6) 老人クラブ助成事業 4,267 県支出金 2,845
（長寿支援課） （2/3）

実施予定クラブ：104
補助金額は、国庫補助基準額どおり
　単位老人クラブ活動費補助金：3,432千円
　市老連活動費補助金　　　　：　829千円
　健康づくり普及事業補助金　：　  6千円
　（１クラブ30人以上）

(7) 金婚夫婦等表彰事業 1,040
（長寿支援課）

・金婚夫婦表彰
9月の老人週間における事業の一環として開催する金婚夫婦表彰
式に係る経費。
熊本日日新聞社と共催する。
・ひとり金婚表彰
例年11月に八代市社会福祉協議会と市が共催する「ふれあいフェ
スタ」において、ひとり金婚夫婦表彰式を開催するための経費。
・長寿者祝い
①4月1日現在において、本市で最高齢の者の誕生日に、市長が訪
問し、表彰状、記念品及び花束を贈呈する経費。
②当年度中に100歳に到達し、又は到達する見込みの者で、9月15
日現在において存命の者に、表彰状及び記念品を贈呈する経費。

　記念品・印刷製本費等：1,040千円

(8) 老人福祉施設入所措置事業 243,416 負担金 39,945
（長寿支援課）

老人ホーム等の施設管理者へ措置事務を委託する
　施設入所委託（市内:すずらんの杜） ： 100,749千円（47名）
　施設入所委託（市内:保寿寮）　　 　： 121,122千円（50名）
　施設入所委託（市外:6ヶ所）　　　　：  21,276千円（ 8名）

(9) 認知症高齢者見守りネットワーク事業 200
（長寿支援課）

徘徊により行方不明になった高齢者の早期発見・早期保護につな
げるため、認知症により徘徊行動の恐れがある方が検索機器や見
守り機器を購入する費用の一部を助成するもの。

　補助率：定額（上限10,000円）
　申請見込者数：20名

(10) 社会福祉団体育成事業 114,124
（健康福祉政策課）

社会福祉協議会活動補助金　114,124千円
　社会福祉協議会に対する人件費補助（17名）
　※令和元年度の1名減に対する補充及び喫緊の課題（法人成年
後見事業及び地域福祉権利擁護事業、生活困窮者等に対する各種
支援事業等）に取り組むため1名増（採用予定：社会福祉士）

【コ】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(11) 成年後見制度利用促進事業 976 県支出金 410
（長寿支援課） （1/2）

令和3年4年1日に長寿支援課内に設置した「八代市成年後見支援
センター」が①広報機能②相談機能③利用促進機能④後見人支援
機能の4つの機能を有し、成年後見人制度の利用促進に関する施
策を総合的かつ計画的に推進する。
なかでも、今後利用対象者の増加が見込まれており、成年後見人
等の担い手確保に向けた取組みを強化していく必要がある。

　八代市成年後見制度利用促進審議会報酬　： 42千円
　成年後見制度に関する協議会報償費　　　： 90千円
　成年後見制度に関する協議会費用弁償　　： 16千円
　【新規】市民後見人養成講座委託料　　　：820千円　等
　（委託先：八代市社会福祉協議会）

(12) 災害見舞金等支給事業（豪雨災害) 7,750 県支出金
（10/10）

5,625
（健康福祉政策課） （3/4）

八代市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害による死
亡者（関連死含む）等に対し、災害弔慰金の支給、及び関連死に
ついて災害によるものかを判定する審議会等を開催する。
　
　災害弔慰金等支給審査委員会委員報酬    240千円
　災害弔慰金等支給審査委員会費用弁償　   10千円
　災害弔慰金　　　  　  　　　　　　　7,500千円
　　（生計維持者死亡　：5,000千円×1名分）
　　（生計維持者外死亡：2,500千円×1名分）

(13) 被災者転居費用等助成事業（豪雨災害） 19,200 県支出金 19,200
（健康福祉政策課） （10/10）

令和2年7月豪雨で住宅が被災したことにより、応急的な住宅での
居住を余儀なくされた被災者が、恒久的な住宅として県内の住宅
や民間賃貸住宅や公営住宅に入居する際の初期費用を助成する。

　対象世帯：全壊、大規模半壊世帯及び半壊解体世帯
　・転居費用助成（引越し費用の助成）
　　100千円×120件＝12,000千円
　・民間賃貸住宅入居支援助成（礼金や仲介手数料などの初期
    費用の助成）
　　200千円× 24件＝ 4,800千円
　・公営住宅入居助成
　　100千円× 24件＝ 2,400千円

(14) 被災者見守り対策事業（豪雨災害) 726 県支出金
（10/10）

726
（健康福祉政策課） （10/10）

応急仮設住宅（建設型・賃貸型）に入居する独居高齢者世帯（６
５歳以上）及び要配慮世帯が安心した日常生活を送ることができ
るよう、緊急通報システムにより、見守り体制の強化を図る。

　被災者見守り対策事業委託
　・緊急通報システムの利用に係る費用
　　2,750円×12月×21世帯＝693千円
　・退去時撤去費用
　　3,300円×10世帯＝33千円

(15) 更生医療給付事業 210,782 国庫支出金 105,246
（障がい者支援課） （1/2）

人工透析、心臓手術等、身体の機能障害を軽減又は改善するため
の医療を指定医療機関で実施する。
　審査支払手数料：　　290千円
　医療給付      ：210,492千円

県支出金
（1/4）

52,623

(16) 重度心身障がい者医療費助成事業 235,308 県支出金 116,641
（障がい者支援課） （1/2）

重度心身障がい者（児）の医療費の一部を助成する。
　医療費助成：233,282千円

　

　

【豪】

【豪】

【豪】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(17) 特別障害者手当等給付事業 53,222 国庫支出金 40,891
（障がい者支援課） （3/4）

在宅の重度障がい者（児）に対し、特別障害者手当等を支給する
ことにより経済的・精神的負担を軽減する
　特別障害者手当　  117名　38,400千円
　障害児福祉手当  　 77名　13,750千円
　経過的福祉手当  　  6名　 1,072千円

(18) 八代圏域地域療育センター事業 1,933
（障がい者支援課）

八代圏域地域療育センター事業補助金　1,933千円
　
　住民相談等対応地域事業（訪問）　　　  　40件
　住民相談等対応地域事業（外来）　　　   140件
  施設支援　　　　　　　　　　　　　　   100件
　専門職支援事業　　　　　　　　　　　   100件

(19) 地域生活支援事業 135,409 負担金 2,967
（障がい者支援課） 国庫支出金 47,319

障がい者（児）の保護者からの相談支援、手話奉仕員の養成派
遣、障がい者（児）の移動支援、創作的活動の提供等、国の制度
に基づく必須事業を行うとともに、障がい者（児）の自立した日
常生活・社会生活を営むために必要な任意事業を行う。

　①意思疎通支援事業　　　　　　　　　　　　3,870千円
　②日常生活用具給付等事業　　　　　　　　 32,076千円
　③移動支援事業                        　    250千円
　④地域活動支援センター事業委託　　　　　 30,760千円
　⑤身障訪問入浴サービス事業            　  6,552千円
　⑥日中一時支援事業（日中短期入所）　　　  1,813千円
　⑦日中一時支援事業（障がい児タイムケア） 29,888千円
　⑧障がい者スポーツ大会開催事業　　　　  　  206千円
　⑨点字・声の広報等発行事業　　　　　　　　  538千円
　⑩手話奉仕員養成研修事業                　  463千円
　⑪福祉ホーム運営費補助金　　　　　　　  　3,217千円
　⑫成年後見制度利用支援事業　　　　　　　　1,929千円
　⑬成年後見制度普及啓発事業             　    78千円
　⑭成年後見制度法人後見支援事業　　　　  　   25千円
　⑮理解促進・啓発事業                    　   82千円　等

（1/2）
県支出金
（1/4）

23,659

(20) 障害福祉サービス給付事業 2,911,689 国庫支出金 1,453,620
（障がい者支援課） （1/2）

扶助費（障害福祉サービス費等）2,907,239千円
　【介護給付費】
　　①居宅介護　　　　　  　　40,729千円
　　②重度訪問介護　　　　   　2,534千円
　　③同行援護　　　　　　   　9,234千円
　　④行動援護　　　　　　     　370千円
　　⑤療養介護　　　　　   　184,741千円
　　⑥生活介護　　　　　   　956,982千円
　　⑦短期入所　　　　　    　19,141千円
　　⑧施設入所支援　　　   　358,131千円
　【訓練等給付】
　　①自立訓練　　　　　　  　33,154千円
  　②就労移行支援　　　　  　39,764千円
　　③就労継続支援A型　    　416,608千円
　　④就労継続支援B型　    　463,587千円
　　⑤就労定着支援　　    　 　1,098千円
　　⑥共同生活援助　　　   　350,698千円
　【計画相談支援】　　　  　　30,142千円
　【高額障害福祉サービス費】  　 326千円

県支出金
（1/4）

726,810

　

　

【育】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(21) 療養介護医療事業 45,467 国庫支出金 22,715
（障がい者支援課） （1/2）

障害者総合支援法に基づく療養介護給付を受けた障がい者が、主
として昼間、病院や施設等での機能訓練、療養上の管理、看護、
医学的管理の下での介護や、日常生活上の世話を受けている場合
に、医療に係るものを療養介護医療費として支給する。

　療養介護医療費：45,431千円

県支出金
（1/4）

11,357

(22) 障がい児通所支援事業 546,090 国庫支出金 271,742
（障がい者支援課） （1/2）

扶助費（障がい児通所支援事業）：543,486千円
（内訳）
　児童発達支援　　　　　　　 153,412千円
　放課後等デイサービス　　　 355,489千円
　保育所等訪問支援　　　　　   1,191千円
　計画相談支援　　　　　　　  33,265千円
　高額障害児通所給付費　　　 　　129千円

県支出金
（1/4）

135,871

(23) 障がい者等見守り推進事業 32 国庫支出金 15
（障がい者支援課） （1/2）

障がい者サポーターを養成すること等により、障がい者の暮らし
の充実及び社会参加促進を図ることを目的とする事業。
市主催の研修を受けて障がいの特性と必要な配慮について学んだ
市民や企業等を障がい者サポーター、障がい者サポート企業・団
体とし、障がいのある人への地域での見守り体制の構築を推進す
る。
　（令和3年12月末現在）
  　障がい者サポーター数　　　　1,788名
  　障がい者サポート企業・団体　　 21件
　
　　サポーターグッズ（缶バッジ）　32千円

県支出金
（1/4）

7

(24) 母子生活支援施設入所措置事業 4,839 国庫支出金 2,413
（こども未来課） （1/2）

ＤＶ被害や経済的な理由等の様々な事情を抱える母子が生活の自
立を目指し入所
した母子生活支援施設に入所措置費を支弁する。
　措置委託：4,827千円（現在入所者分：1世帯6名）

県支出金
（1/4）

1,206

(25) ひとり親家庭等医療費助成事業 26,135 県支出金 13,051
（こども未来課） （1/2）

ひとり親家庭等における経済的負担を軽減するため医療費の一部
（3分の2）を助成する。
　【支給対象世帯数：1,603世帯、R3.12月末現在】
　
　　ひとり親家庭等医療費助成 ：26,102千円
　

(26) こどもプラザ事業 15,861 国庫支出金 5,300
（こども未来課） （1/3）

子育て中の親子の交流の場の提供や、子育てに関する情報を提供
し、子育て支援の促進を図るもの。

　（事業内容）
　　・こどもプラザわくわく運営委託料：7,491千円
　　・こどもプラザすくすく運営委託料：6,062千円

県支出金
（1/3）

5,300

(27) ひとり親家庭等自立支援対策事業 28,059 国庫支出金 19,281
（こども未来課） （3/4）

ひとり親家庭等の経済的自立のための就労支援、子育て支援サー
ビスを実施する。
　母子･父子自立支援員報酬等　　　 2,156千円
　家庭生活支援員派遣委託　 　　 　  193千円
　高等職業訓練促進給付費　 　　　25,710千円

県支出金
（3/4）

156

　

　

　

　

【育】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(28) 放課後児童健全育成事業 362,544 国庫支出金 116,316
（こども未来課） （1/3）

放課後児童クラブ　35クラブ（委託34クラブ）

　放課後児童健全育成事業委託料：348,948千円
　（内訳）
　　①運営費　　　　　　　　        　 249,192千円
　　②送迎支援分　　　　　　          　 6,092千円
　　③支援員等処遇改善分　　          　57,829千円
　　④障がい児受入強化推進分         　 30,612千円
　　⑤小規模クラブ支援分              　 3,024千円
　　⑥支援員キャリアアップ処遇改善事業　 2,199千円
　【新規】
　　処遇改善臨時特例事業補助金：13,596千円

県支出金
（1/3・
10/10）

125,380

(29) 病児・病後児保育事業 26,678 負担金 879
（こども未来課） 国庫支出金 8,169

児童が病中または、回復期にある児童について家庭保育が困難な
場合、一時預かりを行う。
　基本分（3か所）　　　　　　 13,509千円
　キッズルーム（定員2名）　　  1,000千円
　キッズケアホーム （定員4名） 4,000千円
　ひかり（定員6名)　  　　　　 6,000千円
　低所得者減免分加算　　 　　    219千円

　八代北部地域医療センター病児病後児保育室
  ハグ・くむ負担金（連携事業負担金） 1,950千円

（1/3）
県支出金
（1/3）

8,169

(30) 民間児童館活動事業費補助金事業 4,510
（こども未来課）

健全な遊びを通した児童への指導・支援、地域組織活動の育成と
指導者の養成、子育て相談の対応と家庭への支援といった取り組
みを行う民間児童館運営者（ひかり児童館）に対して補助金を交
付するもの。
　
　民間児童館活動事業費補助金：4,510千円

(31) 子育て相談事業 2,693 国庫支出金 1,794
（こども未来課） （1/3）

子育て中の親子や妊婦が、個別のニーズに対応した保育所・幼稚
園や子育て支援サービス等を円滑に利用できるように、子育て相
談窓口（こどもプラザわくわく内）において、子育て相談専門員
が、情報提供や相談・助言等を行い、必要に応じて関係機関との
連携を行う。
　
　子育て相談事業委託：2,647千円

県支出金
（1/3）

448

(32) 新型コロナウイルス感染症対策事業（放課後児童健全育成） 14,100 国庫支出金 4,700
（こども未来課） （1/3）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　
　放課後児童クラブにおいて、新型コロナウイルス感染症対策に
要する経費について補助する。
　
　　定員19名以下（5クラブ）　　　　：1,500千円
　　定員20名～49名以下（24クラブ） ：9,600千円
　　定員50名以上（6クラブ）　　　　：3,000千円

（臨）
県支出金
（1/3）

4,700
4,700

(33) 新型コロナウイルス感染症対策事業（こどもプラザ） 600 国庫支出金 200
（こども未来課） （1/3）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】

　こどもプラザ事業において、新型コロナウイルス感染症対策に
要する経費について補助する。
　
　対象施設：2施設
　　こどもプラザわくわく：300千円
　　こどもプラザすくすく：300千円

（臨）
県支出金
（1/3）

200
200

　

　

【コ】

【コ】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(34) 【新規】八代市出産祝い金給付事業 46,200 繰入金 46,200
（こども未来課）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
本市で出生した新生児を養育する者に対し、出産祝い金を給付す
る。

　　①第1子　　　 30千円×290人＝ 8,700千円
　　②第2子　　　 50千円×290人＝14,500千円
　　③第3子以降　100千円×230人＝23,000千円
　

(35) 児童手当事業 1,821,050 国庫支出金 1,262,725
（こども未来課） （4/6･

　【児童手当】
  　3歳未満
　　　15,000円×延26,007名＝390,105千円
　　3歳以上小学校修了前（第1子、第2子）及び中学生
　　　10,000円×延115,549名＝1,155,490千円
　　3歳以上小学校修了前（第3子以降）
　　　15,000円×延17,301名＝259,515千円
　
　　特例給付（制度改正）※令和4年10月支給分から適用
　　　≪所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の者≫
　　　　 5,000円×延3,188名＝15,940千円
　　　≪所得上限限度額以上の者≫　支給なし

37/45）
県支出金
（4/45･
1/6）

279,162

(36) 児童扶養手当事業 739,269 国庫支出金 246,422
（こども未来課） （1/3）

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童
が養育されるひとり親家庭等の生活安定と自立を促進し、児童福
祉の増進を図るもの。
　
　支給総額　739,269千円
　　母子家庭および養育者世帯：684,563千円（延25,312件）
　　父子家庭　　　　　　　　： 45,756千円（延1,973件）
　　過年度追給分　　　　　　：  8,950千円

(37) 公立保育所運営事業 321,424 負担金 28,404
（こども未来課） 使用料 16

公立保育園10園運営経費
　嘱託医報酬　　　　　　　　　　　　　　     2,085千円
　会計年度任用職員報酬等　　　　      　   176,579千円
　施設修繕料　　　　　　　　 　　            3,809千円
  給食業務委託料　　　　　　 　　           29,714千円
　【新規】保育業務支援システム運用保守委託 　1,674千円
　郡築しおかぜ保育園送迎用駐車場整備工事　  19,000千円
　太田郷ひびき保育園天窓改修工事　　　　　　 1,500千円

　【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　　備品購入費（電子ピアノ、テラスマット等） 2,015千円

県支出金
（1/2・
2/3）
繰入金
諸収入
市債
（95％）

7,248

2,015
18,882
18,000

(38) 私立特別保育事業 34,173 国庫支出金 11,391
（こども未来課） （1/3）

延長保育事業：34,173千円
  基本分：私立保育所運営委託に加算
　加算分：300千円×33事業＝9,900千円
　　　　　(30分延長または1時間・5名以下)
　　　　　1,665千円×8事業＝13,320千円
　　　　　(1時間延長、6名以上)
　　　　　2,617千円×1事業＝2,617千円
　　　　　(2～3時間延長)
　　　　　5,491千円×1事業＝5,491千円
　　　　　(4時間以上延長)
　　　　　2,845千円×1事業＝2,845千円
　　　　　（2～3時間延長 夜間22:00以降）

県支出金
（1/3）

11,391

　

　

【育】

　

【育】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(39) 地域子育て支援センター事業 42,397 国庫支出金 13,996
（こども未来課） （1/2）

市内6ヶ所で実施（うち公立1ヶ所）
　私立支援センター（5ヶ所）
　（高田東部、ひので、しらぬい、八代ひまわり、文政）
　　  8,398千円×5ヶ所　　　　　41,990千円
　千丁子育て支援センター（公立）　 407千円

県支出金
（1/4）
諸収入

13,996

20

(40) 一時預かり事業 22,006 国庫支出金 6,923
（こども未来課） （1/3）

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児を
認定こども園・幼稚園・保育所等で一時的に預かり、乳幼児の福
祉の増進を図るもの。

　一時預かり事業（私立保育園）　： 5,352千円
　一時預かり事業（認定こども園）：15,416千円

県支出金
（1/3）

6,922

(41) 私立保育所保育事業 4,240,146 負担金 213,060
（こども未来課） 国庫支出金 2,000,785

私立保育所への保育委託　市内：42園　市外：11園

　私立保育所施設型給付費        :4,101,380千円
　私立保育所保育料収納事務委託  :      620千円
　保育補助者雇上強化事業補助金  :   46,560千円（17園）
　保育所等ICT化推進等事業補助金 :    3,000千円（4園）

【新規】医療的ケア児保育支援事業補助金　　：10,580千円
【新規】保育士等処遇改善臨時特例事業補助金：78,006千円
　※上半期分は全額補助、下半期分は3/4補助（給付費に含む）

（1/2・
56.835/100
）
県支出金
（1/4・
7/8・
10/10）

1,005,276

(42) 障がい児保育事業 71,071
（こども未来課）

障がい児保育事業を実施する私立保育園等に対して補助金を交付
するもの。

　障がい児保育事業
　　73,118円× 21人×12ケ月＝18,426千円
　軽度障がい児保育事業
　　36,559円×120人×12ケ月＝52,645千円

【単価見直し】
　障がい児保育事業　　　62,300円 → 73,118円
　軽度障がい児保育事業　31,150円 → 36,559円

(43) 施設型給付事業 898,135 国庫支出金 415,246
（こども未来課） （1/2・

幼稚園と保育園の機能を併せ持つ認定こども園及び私立幼稚園へ
施設型給付費を支給するもの。

　・施設型給付費　　886,495千円
　　［認定こども園」市内5施設、市外3施設：812,116千円
　　　聖愛幼稚園、八代ひかり保育園、八千把こども園、
      あけぼの保育園,ひので保育園　等
　
    ［私立幼稚園］市内1園、市外3園：63,750千円
　　　松寿幼稚園、ひかわ幼稚園、東光幼稚園、聖心幼稚園
　
    【新規】処遇改善分:10,629千円

　・保育補助者雇上強化事業補助金：11,640千円（3施設）

56.835/100
）
県支出金
（1/4･
7/8・
10/10）

227,448

　

【育】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(44) 地域型保育給付事業 88,598 国庫支出金 48,344
（こども未来課） （1/2・

保育所より少人数の単位で3歳未満児の子どもの保育を行う事業
所へ地域型保育給付費を支給するもの。

　小規模保育事業分　：75,874千円
　　ありんこ園、リス託児所、ひかわ保育園
　
　事業所内保育事業分：11,453千円
　　 プチとまと、成仁としま保育園

　【新規】処遇改善分　：1,271千円

56.835/100
）
県支出金
（1/4・
10/10）

17,704

(45) 幼児教育・保育無償化事業 53,285 国庫支出金 16,841
（こども未来課） （1/2）

令和元年10月からの幼児教育・保育無償化に伴い、私学助成幼稚
園（白百合幼稚園等）等への施設等利用給付費の支給、副食費の
市独自免除者分の補助等を行う。

施設等利用給付費　33,683千円
　保育料が無償となったことによる園への補填
　私学助成幼稚園：23,494千円
　認可外保育施設： 6,320千円
　預かり事業　　： 3,869千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　副食費補助金（市独自免除者）：19,602千円

県支出金
（1/4）
繰入金

8,420

19,602

(46) 新型コロナウイルス感染症対策事業（保育所等） 30,800 国庫支出金 600
（こども未来課） （1/3）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　
　保育所等において新型コロナウイルス感染症対策に要する経費
　を補助する。

　公立保育園（10園分）　　　　　　： 4,600千円
　公立子育て支援センタ（1か所） 　：   300千円
　私立保育園等（55か所）　　　　　：24,400千円
　私立子育て支援センター（6か所） ： 1,500千円

（臨）
県支出金
（1/3・
1/2）

15,100
15,100

(47) 生活保護費給付事業 3,012,525 国庫支出金 2,236,893
（生活援護課） （3/4）

医療扶助　　　  18,240件　1,728,350千円
介護扶助　　　　 5,677件    106,490千円
教育扶助   　　　　456件      4,953千円
施設事務費　　　   522件　  117,907千円
住宅扶助  　　  13,820件　  366,313千円
出産扶助　　　       6件　　  2,427千円
生活扶助　　　  17,220件　  675,713千円
生業扶助    　     137件　　　2,267千円
葬祭扶助    　　    36件　　　6,678千円
就労自立給付金　    14件　  　  727千円
進学準備給付金　     3件　 　　 700千円

県支出金
（1/4）
諸収入

9,600

27,212

(48) 建設型応急住宅等管理事業（豪雨災害） 1,975 県支出金 1,975
（住宅課） （10/10）

集会所、外灯及び駐車場等に係る費用
　（光熱水費、修繕料、除草委託等）：1,651千円
仮設団地点検委託料　　　　　　　　：　324千円

【仮設団地設置状況】
　市民球場仮設住宅（26戸）、古閑中町仮設住宅（14戸）

【育】

【コ】

　

【豪】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

【衛生費】
3,946,347

(1) 千丁健康温泉センター管理運営事業 37,287 使用料 12,777
（健康福祉政策課）

　灯油代　　　　　　　　　　　　 ： 9,913千円
　光熱水費　　　　　　　　　　　 ： 3,695千円
　温泉管理業務委託料　　　　 　  ：14,652千円
　受付業務委託料　　　 　　　 　 ： 6,917千円
　温泉昇温ポンプ等修繕　　　　　 ： 1,223千円　等

財産収入
諸収入

35
118

(2) 不妊治療助成事業 4,295 県支出金 1,509
（健康推進課） （3/4）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　一般不妊治療の県補助対象外及び特定不妊治療分

【一般不妊治療】
　対　象：人工授精による不妊治療を受ける夫婦
　助成額：上限5万円
　　30,028円×63組＝1,892千円（県補助3/4）

【特定不妊治療】
　対　象：体外受精または顕微授精による不妊治療を
　　　　　受ける夫婦
　助成額：上限5万円
　　（自己負担額から県助成金を引いた額の1/2）
　　33,571円×68組＝2,283千円

繰入金 2,756

(3) 妊産婦健康支援事業 76,751 県支出金 2,554
（健康推進課） （3/4）

【妊婦健康診査】
　一般健診分　　　　　　　73,019千円
  （うち膣分泌物細菌検査　 1,673千円
　支払請求審査事務費　　 　　950千円
　償還払分　　　 　　　　　1,123千円

【妊婦歯科検診】　　 　　　1,433千円

(4) 養育医療給付事業 11,884 負担金 1,575
（こども未来課） 国庫支出金 5,152

未熟児に対して生後速やかに適切な処置を講ずるために指定医療
機関において必要な医療給付を行う。
　
　　養育医療給付費　　11,880千円

（1/2）
県支出金
（1/4）

2,546

(5) 乳幼児健康支援事業 21,958 国庫支出金 1,702
（健康推進課） （1/3）

医師会健診委託（4ヶ月児は小児科と整形外科：医師2名
　　　　　　　　他は小児科のみ：医師1名）

　4ヶ月児　　　　25,000円/回×43回×1.10×2人＝2,365千円
　7ヶ月児　　　　25,000円/回×41回×1.10×1人＝1,128千円
　1歳6ヶ月児　　 25,000円/回×40回×1.10×1人＝1,100千円
　3歳児　　　　  25,000円/回×40回×1.10×1人＝1,100千円
　3歳児尿検査　　　　　 　 200円/回×900件×1.1＝198千円
　

県支出金
（1/3）

1,852

(6) こども医療費助成事業 527,225 県支出金 32,547
（こども未来課） （1/2）

子どもの保護者の経済的負担を軽減し、子どもの健康保持と健全
な育成を図るための0歳から高校3年生相当までの子どもに対する
医療費助成。
　
　　こども医療費助成：510,593千円
　　審査支払手数料　： 16,590千円

 　【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　　　510,593千円－32,547千円×2＝445,499千円
　　　　　　　　　（補助対象経費）

繰入金 445,499

　

　

　

【育】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(7) 初期救急医療推進事業 41,428
（健康福祉政策課）

急な疾患や外来で治療ができる軽傷の救急患者に対して、夜間や
休日の突発的な疾患に対応するため、休日在宅医当番制や夜間急
患センターの運営委託を行い、初期救急医療体制の充実を図る。

　八代市夜間急患センター運営委託　　　　　　：32,304千円
　在宅当番医制事業委託　　　　　　　　　　　： 6,430千円
　5月連休歯科救急診療業務委託　　　　　　 　：   165千円
　年末年始歯科救急診療業務委託　　　　　　　：   275千円
　八代歯科医師会口腔センター運営補助金　　　：   582千円
　【新規】八代歯科口腔センター整備事業補助金： 1,672千円

(8) 二次救急医療推進事業 14,677 負担金 2,476
（健康福祉政策課）

市民に迅速な医療提供を行うために、八代圏域において実施され
ている病院群輪番制に関わる救急告示病院に対して、補助金によ
る支援を行うもの。
※当該補助金は、氷川町と負担割合に応じて共同で実施する。
　
　病院群輪番制病院運営事業補助金　　　　　　：12,369千円
　年末年始休日当番（二次救急病院）事業補助金： 2,308千円

(9) 健康増進事業 99,723 国庫支出金 835
（健康推進課） （1/2）

健康診査：74,466千円
　胃がん検診、腹部超音波検診、大腸がん検診
　肺がん・結核検診、子宮頸がん検診、乳がん検診　等
ヤング健診：5,639千円
  （対象）20歳～39歳
　基本健診、歯周病検診、腹部超音波検診,乳房超音波検診
新たなステージに入ったがん検診総合支援事業：5,820千円
　（無料対象者）子宮頸がん検診　20歳・30歳
　　　　　　　　乳がん検診　　　40歳・50歳
肝炎ウイルス検診：1,783千円

県支出金
（2/3・
10/10）

2,761

(10) フッ化物洗口事業 3,894 県支出金 1,930
（健康推進課） （1/2）

保育園・幼稚園・小学校・中学校等にてフッ化物洗口に取り組
む。
　消耗品費：410千円
　  小学校・中学校分 ：372千円
    保育園・幼稚園分 ： 38千円（46園）
　燃料費  　：86千円
  医薬材料費：1,300千円
　報酬等（会計年度任用職員2人）：1,996千円
　

(11) 健康づくり応援ポイント事業 745 繰入金 745
（健康推進課）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　特定健診、がん検診等の受診や健康講演会等のイベントへの参
加に対し、ポイントを付与。目標ポイント達成者を対象に抽選の
うえ賞品を贈呈。健康意識を高めることにより、市民の健康的な
生活習慣の確立を図り、医療費適正化に繫げる。

　賞品（地元特産品等）配送委託　：613千円
　健康ポイント台紙等印刷　　　　：132千円
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(12) 産後ケア事業 5,585 国庫支出金 2,306
（健康推進課） （1/2）

【産後ケア】
・八代市に住所を要する産婦
・産後1年を経過しない産婦及び乳児
・里帰り出産により、八代市受託事業者以外で利用も対象
　
　宿泊型産後ケア　：729千円
　
　訪問型産後ケア　：778千円
 
　償還払分　　　　：255千円

【産婦健康診査】
　産婦健診助成
　　  委託分　　　：3,592千円（上限5,500円／1件）
　　　償還払分　　：  189千円

(13) 子育て世代包括支援センター事業 3,134 国庫支出金 2,089
（健康推進課） （2/3）

妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・育児に関する各
種相談に応じ、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支
援を提供するもの。

　助産師報酬等　2,791千円　等
　　　　　　　（会計年度任用職員1人）

県支出金
（1/6）

522

(14) 【新規】デジタル医療ＭaaＳ推進事業（地方創生） 18,866 国庫支出金 8,085
（健康福祉政策課） （1/2）

令和２年７月豪雨で被災した坂本地区の無医地区状態を解消する
ため、八代市復興計画に基づき医療提供体制を確保する。

【地方創生推進交付金活用事業】
　デジタル医療MaaS事業委託　：12,485千円
　オンライン診療車運転委託　： 2,195千円
　オンライン診療車リース　　： 1,491千円
　遠隔聴診器リース　　　　　：   495千円（交付金対象外）
　ポータブル医療機器　　　　： 2,200千円（交付金対象外）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　交付金対象経費×1/2＋交付金対象外　：10,781千円

繰入金 10,781

(15) 各種予防接種事業 387,105 国庫支出金 2,933
（健康推進課） （1/2・

【定期接種（高齢者Ｂ類）】 113,337千円
　　定期インフルエンザ  31,076人　103,279千円
  　高齢者肺炎球菌　　　 1,706人 　10,058千円
　
【定期接種（こどもＡ類）】　250,789千円
　　四種混合          　 3,420人　 39,426千円
    ＭＲ              　 1,918人   23,841千円
　　日本脳炎　　　　　　 6,073人   44,557千円
　　Ｂ型肝炎　           2,429人   18,703千円
 　 ロタ（3回接種）        280人    3,080千円
    ロタ（2回接種）        600人    9,720千円
　　【新規】子宮頸がん　   570人    9,518千円 等

【風しんの追加的対策】　8,033千円
　　抗体検査　　　　　　　 975人　  5,867千円
　　予防接種　　　　　　　 170人　  2,166千円

2/3）
県支出金
（1/2・
3/4）

1,550

　

　

　

【災】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(16) 新型コロナウイルスワクチン接種事業 191,788 国庫支出金 191,208
（健康推進課） （10/10）

3回目のワクチン接種に係る費用
対象者：43,800人（集団接種：4,650人、個別接種：39,150人）

　報　酬：9,163千円
　職員手当等：8,001千円
　報償費：3,930千円
　共済費：1,866千円
　旅　費：351千円
　需用費：2,070千円
　役務費：4,572千円
　委託料：152,856千円
　　　ワクチン接種業務委託　　       100,178千円
　　　コールセンター業務委託　        12,804千円
　　　集団接種会場設営・運営業務委託　30,000千円
　　　被接種者送迎業務委託（補助対象外） 580千円　等
　使用料及び賃借料：8,465千円
　備品購入費：514千円

(17) 斎場管理運営事業 31,543 使用料 7,291
（環境課） 諸収入 51

・光熱水費（電気料）　　　　： 1,576千円
・八代市斎場運転管理業務委託：29,001千円
・斎場機械警備業務委託　　　：   455千円

(18) 新型コロナウイルス感染症対策事業（斎場管理） 676
（環境課）

斎場における感染防止対策にかかる経費
・消毒業務委託　　　　　　　：　 676千円

(19) 生活環境事務組合負担金事業（火葬場） 21,817 負担金 150
（環境課）

・八代生活環境事務組合負担金　　：18,941千円
  （内訳）
　　  共通経費割（30％） 5,573千円
　　  国調人口割（70％）13,368千円
・斎場相互利用負担金　　　　　　： 2,876千円

(20) 斎場施設整備事業 6,478
（環境課）

・火葬炉設備修繕　　　　　　　　：1,034千円
・火葬設備等保守点検業務委託　　：　495千円
・火葬炉前ホール空調設備更新工事：3,987千円     等

　

【コ】

　

　

【コ】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(21) 小型合併処理浄化槽設置整備事業 68,358 国庫支出金 21,743
（下水道総務課） （1/3）

小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金：68,260千円

＜通常分59,172千円＞
　【補助】58,662千円（補助率:1/3）
　　基数：139基
　 　 5人槽　332千円×97基＝32,204千円
　　　7人槽　414千円× 37基＝15,318千円
 　　10人槽　548千円×  5基＝ 2,740千円
　　 汲み取り槽・単独槽からの切替：28基
　　　　     300千円× 28基＝ 8,400千円
　【単独】510千円
　　 上乗せ補助分：3基（5人槽：2基、7人槽：1基）
      ※坂本地区のみ
　　　　5人槽×30千円×2基＝   300千円
　　　　7人槽×30千円×1基＝   210千円

県支出金
（1/3）

8,791

＜令和2年7月豪雨災害復旧分9,088千円＞
　　【補助】6,568千円（補助率:1/3）
　　　基数：16基
　 　　 5人槽　332千円× 8基＝ 2,656千円
　　　　7人槽　414千円× 8基＝ 3,312千円
　  　汲み取り槽・単独槽からの切替：2基
　　　       　300千円× 2基＝ 600千円
　　【単独】2,520千円
　　　上乗せ補助分：14基（5人槽：7基、7人槽：7基）
　　　※坂本地区のみ
　　　　5人槽×30千円×7基＝ 1,050千円
　　　　7人槽×30千円×7基＝ 1,470千円

(22) 地球温暖化対策推進事業 19,626 国庫支出金 7,095
（環境課） （3/4）

【新規】再生可能エネルギー導入目標等策定業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 9,460千円
※2050年カーボンニュートラルに向けて温室効果ガス排出量等
　の現状把握及び将来推計を行い、再生可能エネルギー導入目
　標や脱炭素シナリオ等の検討・作成を行うもの

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・住宅用太陽光発電システム等設置費補助金　　：10,000千円

繰入金 10,000

(23) ごみ減量化対策事業 4,080 繰入金 1,700
（循環社会推進課）

・環境学習講師派遣事業　　　　　　   　： 203千円
・ごみ減量啓発チラシ作成（市報折込）   ： 799千円
・環境フェスタ用賃借料　　　　　　   　： 643千円
　（内訳）テント等レンタル　467千円
　　　　　移動動物園　　　　176千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・生ごみ堆肥化容器設置助成金　　  　　：1,700千円
　　生ごみ堆肥化容器  ： 5千円／基（予定件数40件）
　　電気式生ごみ処理機：30千円／基（予定件数50件）

(24) 廃棄物処理対策事業 7,119 県支出金 334

（循環社会推進課） (2/3)
・不法投棄監視指導員関係経費(2名）  　：5,036千円
・廃棄物処分場周辺環境調査業務委託    ：  766千円
　（二見最終処分場周辺、昭和同仁町、坂本町今泉地区）
・敷川内町関係継続調査業務委託　      ：　 88千円
・二見最終処分場関係継続調査業務委託  ：  110千円

諸収入 196

(25) 環境施設整備事業 7,868

（環境課）
【新規】し尿処理施設整備に伴う生活環境影響調査業務委託
                                           ：7,818千円
※浄化槽汚泥処理施設を改造して、し尿及び汚泥を共同処理
  するために、法に基づく生活環境影響調査を行うもの

【ス】

　

　

【豪】

【ス】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(26) ごみ処理施設管理運営事業 622,659 使用料 4,792
（環境センター管理課） 手数料 352,641

環境センター維持管理費
・環境センター運営委託（エネルギー回収推進施設）
                                         ：240,031千円
・環境センター運営委託（マテリアルリサイクル推進施設）
                                         ：177,251千円
・環境センター残渣運搬委託　　　         ： 26,992千円
・環境センター残渣資源化委託　　　　　　 ：118,355千円
・資源物処理業務委託　　　　　　　　　　 ： 37,287千円
※令和4年度よりプラスチックの運搬・中間処理を外部委託予定

※債務負担行為
・環境センター運営委託（マテリアルリサイクル推進施設）
（R5～R7年度：363,024千円）

財産収入 1,106

(27) 塵芥施設維持管理事業 22,126 使用料 9
（環境センター管理課） 市債(95％) 14,700

清掃センター及び市内3箇所（水島・平和・郡築）の最終処分場
施設の適正な維持管理を行う

・施設設備修繕　　　　　　　　　　     　 ： 3,000千円
・【新規】清掃センター解体実施設計業務委託：15,500千円
・最終処分場分維持管理業務委託　　        ： 1,332千円
・分析業務委託　　　　　　　　     　　　 ：　 391千円  等

(28) ごみ収集管理事業 595,642 財産収入 2,600
（環境センター管理課） 諸収入 25,618

・可燃物収集運搬業務委託（本庁管内）　　　　：159,048千円
・資源物収集運搬業務委託（本庁管内）　　　　：196,583千円
・可燃物・資源物収集運搬業務委託（支所管内) ：144,475千円
・有料指定袋作成費　              　 　　　 ： 59,037千円

(29) 新型コロナウイルス感染症対策事業（環境センター管理） 141
（環境センター管理課）

新型コロナウイルス感染のリスクの高い資源物の分別立会人に対
する感染症防止対策に係る経費

・アルコール消毒液（20校区）　　   ：141千円

(30) 生活環境事務組合負担金事業(じん芥) 69,976
（環境センター管理課）

・八代生活環境事務組合負担金   　　　：69,976千円
　  （内訳）
　　　国調人口割（50％）　69,976千円

(31) ごみ処理施設整備事業 11,850
（環境センター管理課）

・環境センター突発修繕　　　　　　　　　　　：8,000千円
・プラスチック製容器圧縮梱包機シリンダ購入　：3,850千円

(32) し尿処理施設管理運営事業 44,421 手数料 26
（環境課）

・光熱水費（電気料）　　　　 　： 6,326千円
・施設管理消耗品　　　　　　　 ：　 170千円
・施設運転管理業務委託　　   　：33,748千円
・し尿等収集運搬委託　　　　　 ： 1,937千円　　等

(33) 浄化槽汚泥処理施設管理運営事業 105,677
（環境課）

・下水道使用料　　　　　　　　　　　　：16,978千円
・脱水汚泥収集運搬及び中間処理業務委託：39,332千円
・施設運転管理業務委託　　　　　 　　 ：38,541千円　等

(34) 生活環境事務組合負担金事業(し尿) 83,111
（環境課）

・八代生活環境事務組合負担金　　　　：83,111千円
　（内訳）
　　共通経費割（20％）　15,076千円
　　国調人口割（30％）　22,309千円
　　搬入量割　（50％）　45,726千円
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(35) し尿処理施設整備事業 5,300
（環境課）

・修繕料　　　　　　　　　：2,000千円
・破砕機点検整備委託料　　：3,300千円

(36) 浄化槽汚泥処理施設整備事業 18,000
（環境課）

・脱水機点検整備委託　　　　：7,920千円
・受入槽浚渫業務委託　　　　：4,620千円
・破砕機点検整備委託　　　　：3,300千円　　等

【農林水産業費】
2,591,900

(1) 農業振興地域整備計画管理事業 4,591 手数料 24
（農林水産政策課） 諸収入 5

・農業振興地域整備計画検討会議出席謝礼　　　：　 66千円
・【新規】農業振興地域整備計画策定業務委託　：4,525千円
　※農業振興地域の整備に関する法律に基づき概ね5年ごとの
　　農業振興地域の土地利用状況等についての基礎調査を実
　　施し、その結果に応じて、令和5年度以降、農業振興地域
　　整備計画の全体見直しを行うもの。

(2) い業振興対策事業 29,184 繰入金 20,500
（農業振興課）

・畳表張り替え促進事業　　　　　　　　　　　： 5,000千円
・熊本県いぐさ・畳表活性化連絡協議会負担金　： 1,401千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・い業機械再生支援事業　　　　　　　　　　　：19,000千円
　※いぐさ・畳表専用機械を対象に、い業機械のオーバー
　　ホール等、機械の延命化に対する補助を行うもの。
　　　　補助率：1/2（税抜）（上限10万円）
　　　　事業費：100千円×190台＝19,000千円
・市有施設畳表張替　　　　　　　　　　　　　： 1,500千円

(3) 普通作振興対策事業 5,060
（農業振興課）

・協議会負担金（農林水産振興協議会）　　：4,500千円
・協議会負担金（八代地方農業振興協議会）：　389千円
・球磨川感謝祈願祭負担金　　　　　　　　：　160千円　　等

(4) 八代市農地集積対策事業 20,000
（農林水産政策課）

・機械等の導入に対する補助　　　　　　　　：20,000千円
①通常　    ：賃借権設定により、令和2年3月末の経営農地と
　　　　　　　比較して1㏊以上の規模拡大を行った者
②2回目　   ：1回目に導入した機械等の耐用年数が経過し、1
　　　　　　　回目申請時の経営農地と比較して1㏊以上の規模
　　　　　　　拡大を行った者
③新規就農  ：就農計画の目標面積以上の規模拡大を行った者
④中規模拡大：通常の1ha以上の要件を0.5ha以上の規模拡大を
　　　　　　　行った者
　　①、②、③（補助率）…2分の1以内（上限1,000千円）
　　④（補助率）　　　　…2分の1以内（上限　500千円）

(5) 中山間地域等直接支払制度事業 26,202 県支出金 19,032
（農林水産政策課） (2/3・

農業生産条件の不利な中山間地域等において、農用地の維持管理
や集落機能の維持のために、集落等の単位で農業生産活動等を行
う団体に対して交付金による支援を行うもの。

・中山間地域等直接支払制度交付金　　　　：25,639千円
（負担割合）
　　通常…国1/2、県1/4、市1/4
　　特認…国1/3、県1/3、市1/3）
八代： 4地区（9,107千円）　　　坂本：9地区（7,877千円）
東陽：13地区（7,472千円） 　　　 泉：2地区（1,183千円）

3/4・定額)

　

【農】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(6) 機構集積協力金交付事業 3,200 県支出金 3,200
（農林水産政策課） (10/10)

農地中間管理機構にまとまって農地の貸付を行った地域及び同機
構に対する貸付けに伴って、離農又は経営転換する者等に対し協
力金を交付するもの。
・地域集積協力金　　　　：1,600千円
・経営転換協力金　　　　：1,600千円

(7) 営農支援事業 5,860 県支出金 1,500
（農林水産政策課） （定額）

農業に精通した専門スタッフを配置した営農支援室を設置し、農
業者の幅広い相談に対し、アドバイスや継続したサポートを実施
する。また、新規就農者の就農前のサポート、就農後の生産面・
経営面の継続したサポートを実施するもの。
・営農支援員（2名）給与等・共済費　：5,562千円
・委員等謝礼　　　　　　　　　　　 ：　 72千円

(8) 地域特産物支援事業 721 繰入金 200
（農業振興課）

・泉町茶業振興協議会補助金　　　 　　　：190千円
・泉町花木園芸組合助成金　　　　 　　　：142千円
・泉町特殊農産物振興協議会補助金　　　 ： 95千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・生姜根茎腐敗病対策実証試験委託　　　 ：200千円
　※生姜根茎腐敗病対策として効果的な土壌消毒方法の実証試験
　　のため展示圃を設置し効果を検証するもの。
　　　　事業期間　　　：R2～R4（3年間）
　　　　設置予定場所　：東陽町地内

(9) 農地中間管理事業 8,293 諸収入 8,293
（農林水産政策課）

農地中間管理機構として指定された熊本県農業公社から、事業の
一部を受託し、農地バンクを通した貸し借りに関する相談窓口・
契約締結に係る事務などの、受託業務を行うもの。

・農地中間管理事業推進員給与等　　：7,458千円
・登記事項・字図発行手数料　　　　：　443千円
・自動車リース料　　　　　　　　　：　278千円　等

(10) フードバレー流通推進事業 8,202 国庫支出金 2,125
（フードバレー推進課） (1/2)

国内の販路拡大を図る経費
・普通旅費（東京・大阪・福岡）　　　　　　：1,400千円
・サンプル発送業務委託　　　　　　　　　　：　613千円

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
・【新規】ICT活用販路開拓事業委託　　　 ：1,227千円
　※新たな販路開拓・拡大に向けて、インターネットを活用し
　　た商談会やセミナーを開催するもの。

【地方創生推進交付金対象事業】事業期間：R3～R5
国内マーケティングアドバイザーと連携し農林水産物等
の提案や商談会等に出展する事業者に対する支援を通し
て、販路開拓・拡大に取り組むもの。
・国内マーケティングアドバイザー委託　  ：2,250千円
・八代市農林水産物等販路拡大事業補助金　：2,000千円

(臨) 1,227

　

　

【コ】

　

【農】

－ 31 －



一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(11) フードバレー輸出促進事業 16,406 国庫支出金 7,720
（フードバレー推進課） (1/2)

海外流通を促進する経費
・海外旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　:　 554千円
　
【地方創生推進交付金対象事業】事業期間：R3～R5
台湾や香港でのフェアの開催やオンライン商談会等を中心とした
活動を通して、市内事業者の海外展開、販路開拓・拡大に取り組
むもの。
・海外旅費　　　　　　　　　　　　　　　　　　：2,280千円
・海外販路拡大委託　　　　　　　　　　　　　　：6,800千円
・海外マーケティングアドバイザー委託　　　　　：1,650千円
・海外マーケティング委託　　　　　　　　　　　：1,000千円
・商流構築サポート委託　　　　　　　　　　　　：2,310千円
・熊本県やつしろ晩白柚ブランド推進協議会負担金：1,300千円
・農林水産物輸出リーファーコンテナ利用補助金　：　100千円

(12) フードバレー６次産業化等推進事業 7,814 国庫支出金 1,145
（フードバレー推進課） (1/2)

・【新規】新商品開発・販路拡大に係るマッチング業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　587千円
・熊本県南フードバレー推進協議会負担金　：4,337千円
・トマトフェスタ開催補助金　　　　　　　：　600千円

【地方創生推進交付金対象事業】事業期間：R3～R5
商品開発アドバイザーを核とした「６次産業化・農商工連携によ
る新商品開発支援」や「地域内特産物の高付加価値化支援」等に
取り組むもの。
・商品開発アドバイザー委託　　　　　　　：2,290千円

(13) 収穫体験事業 2,228 繰入金 2,228
（フードバレー推進課）

本地域で生産される豊かな農林水産物を観光素材として捉え、収
穫体験等を通して交流人口を増やし、地域に賑わいをもたらすと
ともに、市内農林水産事業者等の活発な事業展開を促すもの。

【平成28年熊本地震復興基金及び
　　　　　ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・収穫体験コーディネーター業務委託料　：2,228千円
　　　（熊本地震復興基金活用分　　　　　　　：1,114千円）
　　　（ふるさと八代元気づくり応援基金活用分：1,114千円）
　

(14) 八代畳表認知向上・需要拡大事業 15,000 繰入金 10,000
（フードバレー推進課）

国産畳表のシェア拡大を目的に、畳関連事業者らと官民連携で設
立した「八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会」において実
施する八代産畳表の認知向上・需要拡大のためのＰＲ事業費の一
部を負担するもの。

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・八代畳表認知向上・需要拡大事業負担金：15,000千円
　　　　　　　　　　　（うち基金活用分：10,000千円）

(15) 農業次世代人材投資事業 42,375 県支出金 42,375
（農林水産政策課） （10/10）

青年（49歳以下）就農者の就農意欲の喚起と就農後の定着を図
り、経営の不安定な就農初期段階（5年以内）の所得を確保する
ため、交付金の交付を行うもの。
　　補助額：最大1,500千円/年
　　※夫婦ともに就農する場合、夫婦合わせて1.5人分を交付。
　
・農業次世代人材投資資金（経営開始型）　：39,375千円
　　予定対象者30人（うち夫婦12人）
・農業次世代人材投資資金（発展支援金）  ： 3,000千円
　　予定対象者2人　　※中間評価Ａ評価者に限る

※中間評価Ａ評価者：交付3年目に実施される中間評価において
　就農状況に問題なく就農定着が見込めると評価されたもの。

【農】

【農】

【農】

【農】
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(16) 山村活性化支援対策事業 5,000 諸収入 5,000
（農林水産政策課）

山村の農林水産物や景観、伝統文化といった地域資源を活用し、
農林水産業を核とした地元の所得・雇用の増大に向けた取組を推
進する事業で、令和3年度から令和5年度までの3ヵ年事業に1地区
（東陽）が採択されており、国から各地区に交付金が支給される
までのつなぎ資金を措置するもの。

・山村活性化支援対策つなぎ資金貸付金　　：5,000千円

(17) 山村振興関係事業 4,507 県支出金 4,507
（農林水産政策課） (10/10)

中山間農業のモデル地区に対し、集落での話し合いによって地域
自らが策定した農業ビジョンに基づき、基盤整備や施設整備等を
実施する地域を総合的に支援するもの。

・中山間農業モデル地区支援交付金　　　：4,507千円
　　実施地区：二見野田崎地区（H31～R4）
　　実施主体：野田崎町農作業機械利用組合

(18) 新型コロナウイルス対策経営安定資金利子補給事業 8,298 県支出金 5,407
（農林水産政策課） (1/2・5/7)

【新型コロナウイルス感染症対策基金事業】
新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した農林漁業
者に対し、国及び県が実施する新型コロナウイルス対策経営安定
資金を市内の農林漁業者が借り入れた場合、資金の金利負担分及
び保証料を補助するもの。

・利子補給補助金：5,872千円（うち基金活用分：1,678千円）
・保証料補助金　：2,426千円（うち基金活用分：1,213千円）

繰入金 2,891

(19) 新型コロナウイルス感染症対策事業（畳表張替え） 4,485 国庫支出金 4,485
（農業振興課） （臨）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
令和2年7月豪雨で被災し、住宅の再建等で、畳表の新調及び張替
えによる経費の一部を補助するもの。
　
・豪雨災害対策畳表張替事業補助金　　：4,485千円
　　　補助率及び補助額　：9/10以内　上限13千円／畳

(20) 【新規】新型コロナウイルス感染症対策事業（新築住宅等畳表導入） 6,600 国庫支出金 6,600
（農業振興課） （臨）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
新築及び増改築時に八代産畳表を使用した畳の導入に対する補助
を行うことにより、今後の畳表の需要確保につなげるもの。

・新築住宅等畳表導入補助金　　　：6,600千円
　　　補助率及び補助額　：1/2以内　上限5千円／畳

(21) 【新規】スマート農業推進事業（地方創生） 11,930 国庫支出金 5,965
（農林水産政策課） (1/2)

【地方創生推進交付金対象事業】事業期間：R4～R6

・スマート農業技術調査研究委託　　　　：10,680千円
※担い手の確保や所得向上が課題となっている農業分野におい
　て、スマート農業技術の導入に向け、若手農業者や農業者団
　体等と共同で調査研究事業を行うもの。
　
・先進事例調査研究費補助金　　　　　　：　 250千円
・担い手育成研修補助金（八代農業塾）　： 1,000千円
※早期の現場実装を見据え、担い手の人材育成や先進事例調査
　研究などの支援を行うもの。

【コ】
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（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(22) 園芸・果樹振興対策事業 6,013 繰入金 4,460
（農業振興課）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・【新規】トマト黄化葉巻病対策事業補助金　　：3,960千円
　※トマト黄化葉巻病が急激に広がっており、病気の蔓延を
　　防止するため、農業者団体等が各地域で実施する除草作
　　業の経費を補助するもの。
　　　　補助上限：1団体あたり上限30千円
　　　　対象地区：冬春トマトの生産地域

・【新規】晩白柚生産支援事業補助金　　 　　　： 500千円
　※①晩白柚の改植等の際に必要となる苗木の確保にあたり、
　　今後、苗木の単価が上昇する見込みであることから、単価
　　上昇による生産者の負担を軽減するため苗木購入の一部を
　　補助するもの。
　　②晩白柚の品質向上に係る取組として、日焼け・風雨よけ
　　防止資材（タイベック）の導入費用の一部を補助するもの。
　　　　補助率：①、②ともに、1/2以内

(23) 農業施設維持管理事業 9,565 県支出金 1,550
（農地整備課）

農業経営の環境整備のために造成された排水路、排水機場、樋門
などの維持管理を行うもの。
・施設管理委託料（海岸パトロール等）  ：1,250千円
・樋門及び排水ポンプ維持管理負担金　　：4,951千円
・浮草除去対策協議会補助金　　　　　　：2,961千円　等

(24) 排水機場維持管理事業 74,721
（農地整備課）

湛水防除事業・排水特別対策事業により設置された15排水機場の
維持管理を行うもの。
・光熱水費　　　　　　　： 30,796千円
・重油代　　　 　　　　 ： 18,000千円
・施設修繕料　　　　　　：　7,100千円
・運転業務委託　　　　　：　8,097千円　　等

(25) 土地改良施設維持管理適正化事業 15,825 諸収入 10,530
（農地整備課）

排水機場の大規模修繕等の経費を平準化するために、事業費の
30％相当の額を土改連に5年間で拠出するもの。
　
・工事請負費　　　　　　　　　　　　：11,700千円
　　事業内容：八代南部排水機場エンジン等整備補修
・負担金（土改連への拠出金）　　　　： 4,125千円
　
　

(26) 非補助土地改良融資事業 60,000 分担金 60,000
（農地整備課）

国の補助対象とならない事業規模以下のもので市内一円土地改良
整備事業と一体的に行う、かんがい排水路改修・農道改良等の費
用について、㈱日本政策金融公庫から資金の融資を受けて施設整
備を行うもの。

・昭和同仁町かんがい排水路改修他2件　　：40,000千円
・貝洲地区かんがい排水路改修他1件　　　：20,000千円

(27)
県営土地改良事業負担金事業 81,355 市債

（90％)
72,100

（農地整備課）
県営で実施する土地改良事業に対する負担金
・経営体育成基盤整備事業　　：38,250千円
・湛水防除事業　　　　　　　：23,790千円
・かんがい排水事業　　　　　：10,790千円
・海岸保全事業　　　　　　　： 7,700千円
・農業農村整備調査計画負担金： 　625千円
・地域密着防災減災事業　　　：　 200千円
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(28) 土地改良融資償還補助金事業 223,263 諸収入 1,039
（農地整備課）

地元受益者等が日本政策金融公庫から借り入れている非補助土地
改良融資事業及び県営・団体営土地改良事業の地元負担金分につ
いて、ガイドラインに沿って市の事業負担となっているものに対
して償還助成を行うもの。
・県営事業償還補助金　　　　　　　：122,905千円
・団体営事業及び非補助償還補助金　：100,358千円

※債務負担行為
・令和4年度土地改良融資事業に対する元利補給金
　（R5～R19年度：65,072千円）

(29) 多面的機能支払交付金事業 256,164 県支出金 192,223
（農地整備課） (3/4・

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者だけで
なく、地域住民・自治会などが参加する「活動組織」を作り、そ
の組織の農業施設維持管理、地域資源の質的向上を図る活動等に
対して、国・県と地方公共団体が支援するもの。
（※国1/2・県1/4・市1/4で、国・県の交付金も併せて市から事
業主体へ補助）
・資源向上支払　　　　　：144,505千円
・農地維持支払　　　　　：111,255千円

10/10）
諸収入 1

(30) 市内一円土地改良整備事業 150,614 県支出金 795
（農地整備課） (4/10・

集落排水路、農道及び道路の維持・改良を行うもの。
　
・農道及び排水路等修繕　　　　　：15,000千円
・測量設計委託（排水路・農道）　：17,000千円
・集落排水路改修　　　　　　　　：65,740千円
・道路・農道改良　　　　　　　　：33,260千円
・原材料費　　　　　　　　　　　：10,000千円

10/10)
市債
(90％）

30,200

(31) 国営造成施設管理体制整備促進事業 32,691 県支出金 22,935
（農地整備課） （1.9/10・

国営造成施設及びこれと一体不可分な県営造成施設を管理する土
地改良区等の管理体制の整備を図るため、管理体制整備推進活動
事業及び管理体制整備強化支援事業を行うもの。

・管理体制整備推進活動事業委託料　： 1,285千円
・管理体制整備強化支援事業補助金　：31,406千円

2.4/10・
5.1/10）

(32) 農業水路等長寿命化・防災減災事業 27,810 県支出金 18,630
（農地整備課） (6.4/10・

農業の持続的な発展を後押しするため、農業生産活動の基盤とな
る農業水利施設の長寿命化対策や防災減災対策を行う。
・昭和同仁町地区排水路工事　　　　　　　：25,500千円
・坂本町鶴喰・渋利地区
　ため池ハザードマップ看板設置工事（2基)： 2,310千円

10/10)
市債(90％) 8,200

(33) 水田産地化総合推進事業 3,242 県支出金 2,908
（農業振興課） (定額）

主食用米生産状況の把握等を行う八代市農業再生協議会や、生産
者の意向把握・助言等を行うＪＡやつしろへの補助金の交付を行
うもの。
・補助金（水田産地化総合推進事業費補助金）：2,908千円

(34) 経営所得安定対策等推進事業 14,097 県支出金 14,097
（農業振興課） （定額）

国の経営所得安定対策等の実務を行う八代市農業再生協議会への
推進事務補助金
・経営所得安定対策推進事業補助金　　　　：14,097千円
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(35) 担い手育成総合支援事業 3,070 県支出金 1,700
（農林水産政策課） (2/3)

八代地域農業協同組合が行う推進事業、認定農業者認定促進事
業、認定農業者経営改善事業等に対する補助金
・八代市担い手育成総合支援協議会補助金　：2,550千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
八代市担い手育成総合支援協議会が実施する「担い手育成研修事
業（八代農業塾）」に対して補助するもの。
・担い手育成研修事業補助金　　 　　　　 ：  520千円

繰入金 520

(36) 農村公園管理事業 3,124 繰入金 600
（農林水産政策課）

千丁（8箇所）、鏡（4箇所）、東陽（4箇所）の農村公園を管理
するもの。
・農村公園管理業務委託　　：1,788千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
農村公園遊具の修繕を行うもの。
・施設設備修繕　　　　　　：　600千円

(37) 地籍調査事業 24,839 県支出金 6,075
（地籍調査課） (3/4)

全体の進捗率：60.90％（R2年度末）
　補助対象事業費：8,100千円（国1/2、県1/4、市1/4）
　調査面積　　　：0.32k㎡（築添町の一部）

・会計年度任用職員報酬等　　　　：6,278千円
・測量調査業務委託　　　　　　　：7,876千円
・地籍情報管理システム等使用料　：2,528千円　　等

(38) 公有林管理事業 3,893
（水産林務課）

・森林認証審査事務委託　　　　　：　396千円
・市有林等下刈業務委託　　　　　：　354千円
・市有林等巡視業務委託　　　　　：　285千円　　等

【森林環境譲与税活用事業】
坂本地区の間伐及び運搬を行うもの。
・間伐及び運搬業務委託　　　　：2,486千円

(39) 森林経営管理事業 48,950
（水産林務課）

【森林環境譲与税活用事業】
森林所有者の意向調査、境界の確認・明確化、森林経営管理委託
等の事業を行うもの。
・森林所有者の意向調査、森林の現況調査委託 ：16,246千円
・作業道等修繕　　　　　　　　　　　　　　 ： 5,607千円
・シカ防護柵修繕　　　　　　　　　　　　　 ： 2,291千円
・やつしろの山づくり推進協議会運営補助金　 ： 6,337千円
・木質バイオマス利活用推進補助金　　　　　 ： 2,000千円
・森林作業道等基盤整備事業補助金　　　　　 ：15,000千円
　　※作業道開設、作業道補修に係る費用を助成するもの。
　　　（補助率1/2以内）
　

【農】

　

　

　

【農】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(40) 木材利用促進事業 25,698 県支出金 850
（水産林務課） (1/2)

木の駅プロジェクトの運営を行う実行委員会へ助成
・八代木の駅プロジェクト運営経費　　　　：5,398千円

八代産材を利用した住宅の新増改築等に対して助成
・八代産材利用促進助成　　　　　　　　　：3,000千円
　　新築・増改築…4千円／坪
　　　　　　 　　（上限額：新築200千円、増改築100千円）
　　リフォーム  …1立方メートル単位で表示した木材使用材
　　　　　　　　　積数量に10千円を乗じて得た額

中国へ木材を輸出する際に必要な、くん蒸の費用の一部助成を行
い、他港から八代港へ貨物のシフトを促進するもの。
・輸出木材くん蒸助成補助金　　　　　　　：  300千円
　　補助額：くん蒸費用に３分の２を乗じて得た額

間伐材の利活用拡大を図るため、間伐材流通経費の一部を助成す
るもの。
・くまもとの森林利活用最大化事業　　　　：1,700千円
　　　素材市場に出荷（3,400円/㎥）
【森林環境譲与税活用事業】
既存の事業を拡充し、坂本地域を中心とした間伐材の利活用を行
うもの。
・くまもとの森林利活用最大化事業（拡充分）:15,300千円

(41) 有害鳥獣被害対策事業 20,339 県支出金 3,385
（水産林務課） (1/5・

・有害鳥獣対策実施隊事業　　　　         　： 6,204千円
　　報酬（168人）　　　　　2,856千円
　　費用弁償（175人）　　　3,348千円
・特定鳥獣保護管理補助金 　　 　　         ：13,000千円
　　5千円/頭×2,600頭
・有害鳥獣捕獲対策補助金　　　　　         ：　 760千円
　　ハンター保険料（175人）　700千円
　　鳥類捕獲活動助成　　　　  60千円
・林産物被害対策補助金（電気柵など）　　　 ：    80千円
　　20千円/基×4基
・補助金（有害鳥獣捕獲対策補助金【カラス等】)
　　800羽×300円                           ：　 240千円

定額)

(42) 森林整備事業 60,435
（水産林務課）

森林整備を推進するために造林事業（下刈、間伐等）の経費の一
部補助を行うもの。
・作業路等修繕　　　　　　　 　       ： 3,600千円
・作業路舗装用原材料　　　　        　： 3,000千円
・森林環境保全整備事業補助金　　　　  ：50,800千円
　　対象者　　：森林組合、林業公社等
　　除間伐等　：補助率：30/100
　　作業道整備：補助率：30/100、7.5/100

地域住民、森林所有者等が協力して行う、里山林の保全管理や資
源を利用するための活動に対して一部補助を行うもの
・森林・山村多面的機能発揮対策交付金　 ： 　35千円
　　事業主体　八代ライオンズクラブ
　　事業費　223千円（うち国・県直接交付187千円）
　　　※市負担分35千円

【森林環境譲与税活用事業】
既存の事業を拡充し、坂本地域を中心とした森林整備の一部補助
を行うもの。
・森林環境保全整備事業補助金（拡充分）　: 3,000千円

【農】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(43) 市内一円林道維持事業 52,317 諸収入 35
（水産林務課）

林道の維持補修（舗装、法面、ガードレール、カーブミラー等修
繕など）
・林道等修繕　　： 3,600千円
・除草作業委託　： 5,000千円
・工事請負費　  ：12,000千円
・林道原材料費　：　 751千円

【森林環境譲与税活用事業】
森林経営管理事業実施地域の林道の維持補修を行うもの。
・林道等修繕　  ：17,000千円
・林道除草委託　： 2,500千円
・測量設計委託　： 2,000千円
・工事請負費　　： 8,000千円
・林道原材料費　： 1,000千円

(44) 市内一円林道新設改良事業 17,256 市債 13,000
（水産林務課） (100％)

・林道舗装測量設計委託　　： 2,000千円
　　木々子走水線Ｌ＝300ｍ
　　渋利瀬高線　Ｌ＝300ｍ
・林道舗装工事請負費　　　：11,000千円
　　木々子走水線Ｌ＝300ｍ
　　渋利瀬高線　Ｌ＝100ｍ

幹線林道菊池人吉線整備事業
（砥用～泉、泉～五木区間）
　　受益者組合助成金　  ： 3,041千円
　　賦課金　　　　　　　：　 315千円

(45) 道整備交付金事業 85,506 県支出金 44,100
（水産林務課） （51/100・

「やつしろ・いつき」豊かな地域資源を活かした個性きらめく地
域再生計画」に基づき、林道の改良・舗装事業を行うもの。
【補助】※対象路線
　　坂本地区　　：深水線、袈裟堂深水線、木々子日光線
　　泉・東陽地区：観音線、岩奥南川内線、水無線
　　　　・測量設計業務委託　　　　：12,400千円
　　　　・林道改良工事　　　　　　：35,900千円
　　　　・林道舗装工事　　　　　　：26,700千円
　　　　・林道水無線橋梁改修工事　：10,000千円

34/100・
9/100)
市債(100%) 40,900

(46) 漁場環境保全事業 13,902
（水産林務課）

・水産業アドバイザー業務委託　　　　 ：   400千円
・各種協議会負担金　　　　　　　　　 ：11,560千円
・漁場環境保全事業補助金　　　　　　 ：    60千円
　ナルトビエイ駆除資材補助
　　　補助率　：1/2以内
　　　補助金額：6,000円×刺網20反×1/2

【農】

【災】

　

【災】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(47) 環境生態系保全事業 5,059
（水産林務課）

地域協議会が実施するアサリの復活に向けた水産多面的機能発揮
対策事業に対し、市負担分を支出するもの。

・環境生態系保全対策事業負担金　　　：5,059千円
 (1)事業主体：鏡町アサリ活動組織
　　事業内容：保護区の設定、食害・有害生物の除去
　　　　　　　モニタリング　等
　　市負担金：総事業費20,000千円×0.15＝3,000千円

 (2)事業主体：二見海岸の干潟を守る会
　　事業内容：干潟等の保全、
　　　　　　　漂流・漂着物・堆積物処理　等
　　市負担金：総事業費940千円×0.15＝141千円

 (3)事業主体：金剛資源管理保全振興会
　　事業内容：干潟への被覆網・網袋設置、
　　　　　　　稚貝の密度管理　等
　　市負担金：総事業費3,786千円×0.15＝568千円
【新規】
 (4)事業主体：八千把協議会（仮称）※令和4年3月に設立予定
　　事業内容：干潟への被覆網・網袋設置、
　　　　　　　稚貝の密度管理　等
　　市負担金：総事業費9,000千円×0.15＝1,350千円

(48) 栽培漁業振興事業 12,604
（水産林務課）

・稚魚・稚貝、稚エビ等放流消耗品　　：8,962千円
（放流用ヒラメ、放流用ウナギ、放流用アユ、放流用タイワン
　カザミ、放流用カサゴ、アサリ着底促進基質、被覆網）
・八代海エビ類共同放流協議会負担金　：2,826千円
（放流用クルマエビ、放流用クマエビ）

(49) 水産基盤整備交付金事業 6,343 県支出金 6,056
（水産林務課） (1/3・

・水産基盤整備事業補助金　　　　　：5,543千円
　（内訳）
　　　漁港漁場整備分　　　　　　　4,156千円
　　　　小型漁礁設置事業（シェルナース17基）
　　　水産業共同利用施設整備分　　1,387千円
　　　　大鞘漁港漁船場施設改修
　　　　荷さばき施設改修

10/10)

(50) 地域水産業活性化支援事業 500
（水産林務課）

漁協及び漁業者をはじめ、水産業者が取組む八代産水産物の品質
向上や高付加価値化、ブランド化等による水産物の高付加価値
化、6次産業化等の取組に対して一部補助を行うもの。

・地域水産業活性化支援事業補助金　：500千円
　　　補助対象：漁協、水産業者等
　　　補助内容：水産物の高付加価値化や6次産業化等
　　　補 助 率：1/2（上限500千円）
　　※「浜の活力再生プラン」を策定した漁協が関連事業を
　　　実施する場合の補助上限額：1,000千円

(51) 水産物供給基盤機能保全事業 25,200 県支出金 12,600
（水産林務課） (1/2)

県の水産物供給基盤機能保全事業交付金を活用し、老朽化の進む
漁港施設の計画的な保全工事を行いコストの縮減・平準化、並び
に長寿命化を図るもの。

・大鞘漁港（第8・9防潮堤）補修工事　：25,200千円

市債
（90％）

11,300

【農】

　

　

【農】

　

－ 39 －



一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

【商工費】
2,208,105

(1) 商工施設管理運営事業 87,800 使用料 338
（商工・港湾振興課） 財産収入 144

＜ハーモニーホール＞　40,600千円
　指定管理委託料    　　　：23,800千円
  施設設備修繕　    　　　： 　200千円
　空調設備改修工事   　　 ： 4,300千円
  屋上防水改修工事    　　： 9,000千円
　ワイヤレスマイク更新　　： 3,300千円
＜サンライフ八代＞　　11,431千円
　指定管理委託料　   　　 ：10,950千円
  施設設備修繕　     　　 ：   200千円
　ワイヤレスマイク更新　　：   281千円
＜働く婦人の家＞　　　16,669千円
　指定管理委託料 　 　　　：16,451千円
  施設設備修繕　    　　　：　 200千円
＜八代高等職業訓練校＞19,100千円
　施設設備修繕　　　　　　：　 100千円
  屋上防水・爆裂補修等工事：19,000千円

諸収入
市債
（95％）

1,650
30,600

(2) 八代港ポートセールス事業 206,450 繰入金 5,000
（商工・港湾振興課）

八代港ポートセールス活動旅費　　　　：　2,751千円
船社訪問手土産・食糧費　　　　　　　：　　192千円
八代港ポートセールス協議会負担金　　：　1,800千円
国際コンテナ利用助成金　　　　　　　：179,000千円
リーファーコンテナ利用拡大事業助成金： 16,200千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】コンテナ物流トライアル事業助成金：5,000千円
　　　　　　（1,000千円×5事業）
　※新たに八代港を利用して、農水産品、農水産品の加工品
　　及び危険物貨物等の輸出入を行う事業者に対し、輸送に
　　係る経費に助成（助成率1/2、上限1,000千円）するもの。

(3) みなと八代フェスティバル事業 6,600 繰入金 6,600
（観光・クルーズ振興課）

【まちづくり交流基金活用事業】
　実行委員会負担金　：6,600千円

(4) くま川祭り事業 8,125 繰入金 6,450
（イベント推進課）

【まちづくり交流基金活用事業】
　八代くま川祭り振興会負担金　： 6,450千円

(5) 商業振興対策事業 35,120
（商工・港湾振興課）

八代商工会議所補助金 ： 9,500千円
八代市商工会補助金　 ：25,620千円

(6) 商工業資金貸付・出資事業 503,360 諸収入 500,002
（商工・港湾振興課）

中小企業資金融資制度預託金　　：500,000千円
中小企業経営安定資金保証制度に係る信用保証料補助負担金
　　　　　　　　　　　　　　　：　  783千円
資金融資制度信用保証料補給金  ：　2,577千円

(7) 商店街活性化事業 18,665 国庫支出金 6,600
（商工・港湾振興課） （臨）

がらっぱ広場・こいこい広場指定管理委託料　：　 371千円
　（こいこい広場は、R4年度より新規）
商店街活性化事業補助金　　　　　　　　　　：10,000千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　八代市創業支援事業補助金（200千円×7件）： 1,400千円

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　【新規】台車作成業務委託（6台）         ： 6,600千円
　※こいこい広場等で開催されるイベント等の出店を支援する
　　ため、貸出用台車作成を市内高校に委託するもの。

財産収入
繰入金

3
1,400

【農】

　

　

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(8) 工業振興補助助成事業 188,840
（商工・港湾振興課）

八代圏域産業振興協議会補助金　　　　　：　  600千円
産業活性化人材・企業育成支援事業補助金：  1,400千円
企業振興促進条例補助金　　　　　　　　：186,840千円
（内訳）
　工場等建設補助金：93,834千円（ 9社）
　用地取得補助金　：67,906千円（11社）
　雇用奨励金　　　：25,100千円（12社）
　
※債務負担行為
　企業振興促進条例補助金（令和4年度）
　（R5～R8年度：272,103千円）

(9) 雇用促進対策事業 761
（商工・港湾振興課）

八代市就業資格取得支援助成金　：750千円

(10) 企業誘致対策事業 84,556 国庫支出金 3,000
（商工・港湾振興課） （臨）

企業訪問等旅費　　　　　　　　　　： 1,000千円
企業誘致パンフレット印刷製本費　　：   132千円
熊本県企業誘致連絡協議会年会費　　： 　300千円
情報通信関連等事業所立地促進補助金：79,623千円
（内訳）
　設備投資補助金　　　　　　：58,157千円（3社）
　事業所賃借料補助金　　 　 ：12,747千円（4社）
　専用通信回線等利用料補助金： 2,269千円（4社）
　雇用促進補助金　　　　　　： 6,450千円（4社）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　【新規】子育て世代のテレワーク就労支援業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　： 3,000千円
　※子育て世代の市民を対象にコロナ禍において注目された
　　テレワークによる就労を支援するための講座を開催する
　　もの。

(11) 未来チャレンジ企業創出支援事業 6,027 繰入金 3,000
（商工・港湾振興課）

未来チャレンジ企業創出支援コーディネーター委託：3,000千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　未来チャレンジ企業成長助成補助金：3,000千円
　　（1,500千円×2件）

(12) 未来創造塾運営事業 1,635 繰入金 1,515
（商工・港湾振興課） 諸収入 120

【まちづくり交流基金活用事業】
　指導者及び講師陣謝礼・費用弁償：1,024千円
　熊本大学民間共同研究委託金　　：　440千円
　指導者及び講師陣との協議旅費　：　161千円
　講師用消耗品　　　　　　　　　：　 10千円
　（うち基金活用分：1,515千円）

(13) 金融円滑化特別資金利子補給事業 251,151 繰入金 251,134
（商工・港湾振興課）

【新型コロナウイルス感染症対策基金活用事業】
　新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した中小事
業者に対し、国及び県が実施する金融円滑化特別資金を市内の事
業者が借り入れた場合、資金の金利負担分を補助するもの。

　利子補給補助金　：251,134千円

(14) 小規模事業者経営改善資金等利子補給事業 691 繰入金 691
（商工・港湾振興課）

【新型コロナウイルス感染症対策基金活用事業】
　新型コロナウイルス感染症の影響により経営が悪化した中小事
業者に対し、国が実施する小規模事業者経営改善資金等を市内の
事業者が借り入れた場合、資金の金利負担分を補助するもの。

　利子補給補助金　：　　 691千円

【コ】

【コ】

【賑】

　

【コ】

　

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(15) ＤＸによる八代圏域ツナガル推進事業（地方創生） 20,370 分担金 2,470
（商工・港湾振興課） 国庫支出金 7,000

コワーキングスペース整備運営事業補助金　： 3,900千円

【地方創生推進交付金活用事業】
　ＤＸによる八代圏域ツナガル推進事業委託：16,470千円
　（内訳）
　　　ＵＩＪターン者等の支援業務 　　 ： 4,260千円
　　　地域企業のＤＸ推進業務　　　　　： 2,750千円
　　　サテライトオフィス等誘致支援業務： 1,710千円
　　　圏域内企業の魅力発信業務　　　　： 3,450千円
　　　運営経費　　　　　　　　　　　　： 4,300千円

（1/2）
諸収入 650

(16) 【新規】サテライトオフィス施設整備及び進出企業定着支援事業 91,992 国庫支出金 66,878
（商工・港湾振興課） （3/4)

【デジタル田園都市国家構想推進交付金活用事業】
【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　①施設整備・利用促進事業：62,081千円
　　旧宮地東小学校を改修し、サテライトオフィスやコワーキ
　ングスペース、宿泊施設等を整備するとともに、本市や当該
　施設へ企業や利用者を誘致するためのプロモーションを実施
　するもの。
　（内訳）工事請負費　　　　　　：47,209千円
　　　　　清掃・草刈り業務委託　：　 375千円
　　　　　備品処分業務委託　　　： 2,820千円（対象外）
　　　　　プロモーション業務委託：11,677千円
　
　②進出企業定着・地域活性化支援事業：29,911千円
　　サテライトオフィスへの進出企業と地元企業とで設立する
　地域商社が、地域資源を活用した商品開発・販路拡大等の地域
　活性化への取組を行う場合に補助するもの。
　　地域活性化支援補助金　　　29,911千円
　

（臨） 25,114

(17) 仮設施設整備支援事業（豪雨災害） 3,247 繰入金 1,255
（商工・港湾振興課）

不動産取得税　　　：1,317千円
固定資産税　　　　：　625千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　街路灯電気料　　：　 12千円
　周辺管理委託料　：  443千円
　イベント補助金　：　800千円

(18) 観光漁業基地管理運営事業 1,520
（観光・クルーズ振興課）

観光漁業三ツ島基地修繕　　：　660千円
トイレ汲み取り料　　　　　：　600千円
三ツ島・黒島清掃委託　　　：　220千円

　

【賑】

【豪】

【ス】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(19) 観光施設管理運営事業 190,584 使用料 517
（観光・クルーズ振興課） 県支出金 637

観光物産案内所（新八代駅）　　　　    　　  ： 3,862千円
観光案内所（八代駅）　　　　　 　  　　　   ： 4,477千円
松中信彦スポーツミュージアム　　　  　　　  ：   200千円
広域交流地域振興施設「よかとこ物産館」　　  ： 2,877千円
　・プレハブ倉庫購入　2,000千円
日奈久温泉施設「ばんぺい湯・東湯」    　　  ：30,504千円
　・【新規】指定管理委託料　　　 23,000千円
　・空冷チリングユニット取替工事　4,700千円
日奈久観光交流施設「ゆめ倉庫」 　　  　　　 ： 8,752千円
日奈久観光施設　　　　　　　　　　    　　　： 2,170千円
さかもと温泉センター「クレオン」　    　　  ：38,436千円
　・ベランダ床修繕　10,400千円
坂本憩いの家　　　　　　　　　　　    　　  ：10,234千円
広域交流センターさかもと館　　　　　  　 　 ： 5,453千円
東陽石匠館　　　　　　　　　 　 　　  　　　：12,232千円
　・駐車場舗装工事　1,800千円

（定額）
財産収入
諸収入
市債
(100％・
95％)

51
3,787

36,100

東陽観光施設　　　　　　　　　　　 　       ： 3,707千円
　・美生の滝橋梁補修　3,600千円
東陽交流センター「せせらぎ」「菜摘館」      ：19,048千円
　・浴室改修工事　　　2,200千円
　・給水配管改修工事　1,300千円
五家荘観光施設　　　　　　　　　　　　      ：20,812千円
　（平家の里・緒方家・左座家・渓流キャンプ場・自然塾・
　　梅の木轟公園・久連子古代の里・草花資料館）
　・緒方家茅葺屋根補修工事　4,200千円
ふれあいセンターいずみ及び農林産物流通加工施設
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：18,552千円
　・道の駅認定に係る実施設計委託　5,400千円
泉観光施設　　　　　　　　　　　　　        ： 9,268千円
　・吊橋点検業務委託　5,300千円

(20) 全国花火競技大会事業 34,881 繰入金 10,000
（イベント推進課）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　実行委員会負担金　：34,000千円
　　　（うち基金対応分10,000千円）

(21) 九州国際スリーデーマーチ事業 11,487 繰入金 10,000
（イベント推進課）

【まちづくり交流基金活用事業】
　実行委員会負担金　：10,000千円
　
　　※R4年度より、開催が5月から3月に変更

(22) 各支所まつり関係事業 21,000 繰入金 21,000
（観光・クルーズ振興課）

【まちづくり交流基金活用事業】
　坂本ふるさとまつり　　　　：4,000千円
　せんちょうい草の里まつり　：4,000千円
　ふる郷愛鏡祭　　　　　　　：4,000千円　 　一律4,000千円
　東陽しょうが祭　　　　　　：4,000千円
　平家いずみお茶まつり　　　：4,000千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　坂本ふるさとまつり（豪雨災害対応備品購入負担）
　　　　　　　　　　　　　　：1,000千円
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(23) 観光交流事業 18,700 国庫支出金 6,050
（観光・クルーズ振興課） （臨）

エージェント訪問経費　　　　　　　　　　　　：　 99千円
観光ポータルサイト保守業務委託　　　　　　　：　334千円
体験観光等補助金　　　　　　　　　　　　　　：　250千円
【新規】八代城築城400年記念イベント補助金　 ：　500千円

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　【新規】るるぶ特別版編集作成業務委託　　　：6,050千円

【まちづくり交流基金活用事業】
　ガイドブック作成委託料（やつしろの風）　　：3,792千円
　城下町「やつしろ」お雛まつり事業委託　　　：1,500千円

繰入金 5,292

(24) クルーズ船寄港に伴う観光資源強化事業 8,176
（観光・クルーズ振興課）

八代港ポートセールス活動旅費　　　　　： 2,440千円
船社訪問手土産・食糧費　　　　　　　　：  　95千円
くまモンポート八代・クルーズ活性化協議会負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 5,320千円
スクラムチャレンジ事業負担金　　　　　： 　270千円

(25) 八代インバウンドプロモーションプロジェクト事業 58,393
（観光・クルーズ振興課）

観光物産イベント等業務委託　　　　　　： 1,500千円
【新規】観光物産振興業務委託　　　　　： 5,000千円
シトラス観光圏推進協議会負担金　　　　： 2,112千円
日奈久イベント補助金　　　　　　　　　： 1,580千円
五家荘観光活性化事業補助金　　　　　　： 　970千円
八代妙見祭保存振興会補助金　　　　　　： 2,720千円
ＤＭＯやつしろ補助金（通常分）　　　　：28,000千円
【新規】ＤＭＯやつしろ補助金（臨時分）：14,300千円
ＤＭＯやつしろ補助金（出向職員分）　　： 2,101千円

(26) かわまちづくり推進事業 5,226 市債 2,800
（観光・クルーズ振興課） （95％）

【新規】工事負担金　　　　　　　　　　： 3,025千円
　　（肥薩おれんじ鉄道との協定に基づく橋梁落下物防止設備
　　　設置工事負担金）
【新規】完成記念式典経費　　　　　　　：　 600千円
【新規】遙拝八の字広場管理委託　　　　： 1,356千円

【土木費】
4,791,485

(1) 老朽危険空き家等除却促進事業 36,000 国庫支出金 18,000
（住宅課） （1/2）

【まちづくり交流基金活用事業】
　【補助】老朽危険空き家等除却促進事業補助金：36,000千円
                                          （補助率：1/2）
　　　　　　600千円×60件＝36,000千円
　　　　　　（うち基金対応分18,000千円）

繰入金 18,000

(2) 民間建築物耐震化促進事業 20,120 国庫支出金 9,968
（建築指導課） （1/2）

・戸建木造住宅耐震改修設計審査業務委託（6件)：　 201千円

【熊本地震復興基金交付金活用分】
・民間戸建木造住宅耐震診断士派遣業務委託（20件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 1,630千円
・民間戸建木造住宅建替工事費補助金（11件）　：11,000千円
・民間戸建木造住宅耐震改修設計工事費補助金（6件）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 6,000千円
・民間戸建木造住宅耐震シェルター工事費補助金： 　200千円
　

県支出金
（1/4・
1/2）

9,530

【賑】

【災】

　

　

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(3) 空き家バンク事業 6,316 県支出金 500
（住宅課） （1/2）

空き家バンク申請物件審査手数料  ：153千円
　空き家情報システム保守業務委託：163千円
　
　
【まちづくり交流基金活用事業】
　空き家バンク登録物件の利活用を促進するため、売買契約等が
成立した場合に残置された家財道具等の撤去や補修・リフォーム
費用の一部を補助するもの。
　
　空き家バンク活用促進事業補助金：6,000千円
　
　　対象者：バンク物件登録者及び利用登録者
　　補助額
   （リフォーム補助）　上限400千円/件　補助率1/2（13件）
　 （家財道具整理補助）上限 50千円/件　補助率1/2（13件）
　 （引越し費用補助）　上限 50千円/件　補助率1/2（ 3件）

繰入金 5,500

(4) アスベスト調査分析事業 1,250 国庫支出金 1,250
（建築指導課） （10/10）

【補助】
　アスベスト調査分析補助金（5件）：1,250千円

(5) 危険ブロック塀等除却促進事業 2,400 国庫支出金 792
（建築指導課） （1/3）

【補助】
　危険ブロック塀等除却促進事業補助金（12件）：2,400千円
 

(6) 空き家等対策事業 2,688 県支出金 264
（住宅課） （1/2）

空家等対策協議会委員報酬　　：　 177千円
相続財産管理人制度申立費用　： 1,833千円
空き家等所有者特定に係る親族関係図等作成業務委託
　　　　　　　　　　　　　　：　 608千円

(7) 交通安全施設整備事業 39,110 市債 7,100
（土木課） （95％）

市内一円の交通安全施設（防護柵・反射鏡・区画線）の整備を行
う。
【単独】
　工事請負費：30,800千円
　修繕料　　： 6,310千円
　原材料費　： 2,000千円

(8) 道路維持事業 389,084 使用料 44,600
（土木課） 手数料 20

市内一円の道路修繕、舗装などを行う。
【補助】154,000千円
　麦島線視覚障がい者誘導ブロック設置工事 　　：  3,770千円
　前川右岸堤防線舗装工事外7路線（委託含）    ：103,230千円
　久木野座連線整備工事外3路線（委託含）      :　47,000千円
【単独】235,084千円
　道路維持工事　　　　　: 98,830千円
　道路修繕    　　　　　: 49,650千円
　原材料費   　　　　　 ：12,870千円
　道路パトロール業務委託： 6,097千円

国庫支出金
（1/2）
寄附金
市債
(90％・
100％)

77,000

7,600
150,700
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(9) 市内一円道路改良事業 718,300 国庫支出金 98,340
（土木課） （5.5/10）

【補助】178,800千円
　永碇町高島町線　　： 5,000千円
　竜西東西12号線　　：65,000千円
　竜西幹４号線　　　： 5,000千円
　古閑中町古閑上町線： 5,000千円
　宮地町4号線　 　　：23,000千円
　新牟田西牟田線　　：75,800千円

【単独】539,500千円
　歩行空間バリアフリー化推進事業：20,000千円
　　郡築東西6号線
　新庁舎周辺道路整備事業  　  　:110,000千円
　　松江城町本町二丁目2号線
　一般道路改良事業　　　　　　　：409,500千円
　　昭和東西7号線外55路線

寄附金
市債
（90％・
95％・
100％）

7,903
546,100

(10) 県営事業負担金事業 20,000 市債 13,400
（土木課） （90％・

単県道路事業負担金：9,000千円
　単県道路改良事業
　（旧八代、東陽地区）負担率15％  ：6,000千円
　単県側溝整備事業
　（千丁地区）　　　　負担率15％  ：3,000千円
河川海岸事業負担金：11,000千円
　急傾斜地崩壊対策事業
　　（坂本地区）　　　　負担率1/3 ：　300千円
　単県急傾斜地崩壊対策事業
  　（坂本地区）　　　　負担率1/3 ：7,000千円
　海岸堤防等老朽化対策緊急事業
    （明治新田海岸、野崎海岸）負担率5％：3,700千円

95％・
100％）

(11) 橋梁長寿命化修繕事業 87,000 国庫支出金 47,850
（土木課） （5.5/10）

【補助】87,000千円
　橋梁長寿命化修繕計画に伴う橋梁点検業務委託（Ｎ＝392橋）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　:60,000千円
　宮地町6号橋外6橋　　補修設計委託：27,000千円

市債
（90％）

10,900

(12) 市内一円橋梁改修事業 30,000 市債 14,300
（土木課） （90％）

PCB調査業務委託（21橋）：14,000千円
南平和町68号橋外2橋梁改修
　橋梁改修工事：15,500千円
　設計業務委託：　 500千円

(13) 市内一円河川改修事業 50,989 県支出金 13,043
（土木課） 市債 26,900

普通河川改修事業：30,000千円
　大坪川改修事業（日奈久大坪町）外9箇所（Ｌ＝322ｍ）
　　工事請負費　　　：26,500千円
　　測量設計業務委託： 3,500千円
除草及び河川施設等管理業務委託：15,510千円
                              （県委託金対象経費）

（90％）

【災】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(14) 土砂災害危険住宅移転促進事業事業 6,000 県支出金 6,000
（土木課） （10/10）

【補助】
土砂災害危険住宅移転促進事業補助金（2件）：6,000千円
　
　土砂災害特別計画区域（ﾚｯﾄﾞｿﾞｰﾝ）内に居住する方の安全な地
域（ｲｴﾛｰｿﾞｰﾝ以外）への移転を促進するため、移転を行う者に対
して費用の一部を補助するもの。
　
　＜対象経費＞
　・住宅除却費、移転経費、住宅建設・購入費等
　　　補助上限：3,000千円/件

(15) 八代港県営事業負担金事業 244,000 市債 219,600
（商工・港湾振興課） （90％）

国直轄事業
　-14m航路 ：4,100,000千円×1/20= 205,000千円
　加賀島　 ：  100,000千円×1/10=　10,000千円
　
港湾補修事業（県営）
　港湾補修　： 168,000千円× 1/6=  28,000千円
　海岸整備  ：  20,000千円×1/20=   1,000千円

(16) 港湾施設改修事業 55,000 国庫支出金 13,000
（土木課） （1/3）

【補助】
　鏡港泊地浚渫工事　　：40,000千円
　　　　　　　　　　  （うち補助対象経費:39,000千円）

【単独】
  鏡港航路深浅測量業務委託　　　　： 3,000千円
　鏡港浮消波堤補修工事　　　　　　： 2,000千円
　日奈久港維持管理用階段設置工事　： 8,000千円
　日奈久港港湾施設整備工事　　　　： 2,000千円

寄附金
市債
（90％）

1,600
23,400

(17) 都市計画法関係事務事業 35,094 県支出金 6,000
（建設政策課） （1/2）

 都市計画基礎調査業務委託  ：12,000千円
 都市計画用途見直し業務委託：17,000千円
 都市計画地形図修正業務委託： 5,463千円

手数料
諸収入

1,337
107

(18) 被災宅地復旧支援事業（豪雨災害） 7,000 県支出金 7,000
（建設政策課） （10/10）

【豪雨被災者等支援交付金活用分】
  宅地復旧支援補助金：7,000千円

(19) 被災私道復旧支援事業（豪雨災害） 2,000 県支出金 2,000
（建設政策課） （10/10）

【豪雨被災者等支援交付金活用分】
  私道復旧支援補助金：2,000千円

(20) 景観形成支援事業 399
（建設政策課）

 新八代八景インスタグラムフォトコンテスト報償費　：41千円
 景観シンポジウム開催経費：75千円

(21) 南部幹線道路整備事業 42,272 市債 40,100
（都市整備課） （95％）

【県事業負担金】42,272千円
　負担金：42,272千円（南部幹線県事業負担金10％）

　

【災】

　

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(22) 西片西宮線道路整備事業 33,200 国庫支出金 15,750
（都市整備課） （1/2）

西片西宮線（２工区）Ｌ=350ｍ　Ｗ=16ｍ
  全体事業費：658,000千円
  事業期間：平成29年度～令和5年度
西片西宮線（３工区）Ｌ=310ｍ　Ｗ=16ｍ
  全体事業費：961,000千円
  事業期間：平成31年度～令和10年度

【補助】31,500千円（補助率:1/2）
　調査測量設計委託（３工区）
【単独】1,700千円
　工事請負費（２工区）　 ： 1,000千円
　不動産鑑定手数料（３工区）：200千円
　調査測量設計委託（３工区）：500千円

市債
（95％）

16,500

(23) 市内一円都市下水路整備事業 53,822 市債 40,200
（土木課） （90％）

市内一円排水路修繕： 7,500千円
工事請負費　　　　：42,000千円
　築添町排水路改良工事外9箇所（L＝780ｍ）
測量設計業務委託　： 3,500千円

(24) 市内一円公園維持管理事業 105,829 使用料 3,239
（都市整備課） 財産収入 3,510

公園施設修繕費　： 5,027千円
施設管理業務委託：59,854千円
樹木管理委託    ：10,116千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】 1,143千円
 　八代城お堀の浄化剤：747千円
 　　　〃　　　浄化装置リース：396千円

繰入金
諸収入

1,143
1,000

(25) 市内一円公園施設整備事業 21,670 市債 18,300
（都市整備課）

駐車場舗装改修工事　　　：9,800千円
　球磨川河川緑地　5,000千円
　川の交流広場　　4,800千円
いぐさの里公園タイル改修：　500千円
裏鶴児童公園柵改修工事等：3,500千円
黒渕公園階段改修工事　　：　500千円
黒渕公園木橋改修工事　　：1,370千円
外出児童公園遊具設置工事：6,000千円

(26) 公園施設長寿命化対策支援事業 10,000 国庫支出金 5,000
（都市整備課） （1/2）

【補助】10,000千円
　公園施設測量設計業務委託：3,400千円
　公園施設（園路・照明灯）改修（2公園）：6,600千円

市債
（90％）

4,500

(27) 都市公園安全・安心対策緊急支援事業 38,000 国庫支出金 19,000
（都市整備課） （1/2）

【補助】38,000千円
　公園施設園路改築　　： 1,000千円
　高島公園法面崩壊対策工事：37,000千円

市債
（90％）

17,100

(28) 八千把地区土地区画整理事業 83,030 繰入金 23,730
（都市整備課） 市債 53,300

古閑中町の一部（約44ha）全体事業費5,266,000千円
事業期間：平成12年度～令和4年度（令和10年度まで延伸予定）
【単独】83,030千円
　工事請負費：15,700千円
  　区画道路築造工事：2,600千円（L=16ｍ）
　　区画道路舗装工事：5,000千円（L=239ｍ）
　　整地工事　　　　：8,100千円（Ａ＝2,500㎡）
　委託料：10,200千円（画地測量、補償費再算定 等）
　補償費：55,700千円（建物移転補償　等）
　報酬：130千円（審議会等）
　修繕料：1,000千円
　原材料費：300千円

（90％）
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(29) 公営住宅施設整備事業 18,373 使用料 18,373
（住宅課）

工事請負費：1,100千円
　築添団地ブランコ設置工事：1,100千円
委託料：6,456千円
　流藻川団地給水設備等改修設計委託
修繕料：6,540千円
　市営住宅畳取替修繕　　　：3,091千円
　流藻川団地浴室防水改修　：1,001千円
　渕之本団地ガス給湯器取替：1,748千円
　下岳上団地電気幹線改修　：  700千円
備品購入費：4,277千円
　新町団地電気温水器取替

(30) 公営住宅ストック総合改善事業 46,350 使用料 4,043
（住宅課） 国庫支出金 22,807

【補助】46,350千円
　工事請負費：31,000千円
　　郷開団地B棟屋上防水・外壁改修
　委託料：15,350千円
　　郷開団地C・D棟屋上防水・外壁改修設計委託：8,000千円
　　第2期八代市住生活基本計画策定業務委託   ：7,350千円
　

（4.5/10・
1/2）
市債
（100％）

19,500

【消防費】
2,525,208

(1) 広域行政事務組合負担金事業 2,066,872 手数料 112
（危機管理課） 県支出金 28

常備消防負担金：2,066,799千円
　うち八代消防署新開分署庁舎建設に係る事業費負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　：288,047千円
　　※事業期間：H30～R6
　　（R4：実施設計、造成工事、土地借換）
　　　総事業費：1,350,629千円
権限移譲事務負担金：73千円

【熊本地震復興基金活用事業】
　八代消防署新開分署庁舎建設に係る事業費負担金
　　　　　　　　　　　　（基金対応分：14,411千円）

繰入金
市債
(95％）

14,411
272,800

(2) 消防操法大会等事業 2,713
（危機管理課）

出初式経費　　　　　　　　　　：　598千円
市操法大会経費　　　　　　　　：1,100千円
県消防操法大会経費　　　　　　：1,015千円

(3) 消防団育成及び消防団員教育事業 6,506
（危機管理課）

消防団幹部先進地視察研修旅費（60名） ：  948千円
消防団分団運営費補助（73分団）　　　 ：1,942千円
消防団本部運営費補助（28名）　　　　 ：　532千円
年末警戒補助金（117部×20千円）　　　：2,340千円

(4) 消防団活動事業 232,460 諸収入 62,716
（危機管理課）

消防団員報酬(2,300名）　　　　　　 ：89,166千円
　※消防庁が定める団員報酬基準に基づき改定
消防団員退職報償金掛金（2,500名）  ：48,000千円
消防団員退職報償金（170名）　　    ：61,600千円
消防団員出動手当（延べ10,000名）　 ：18,000千円
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（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(5) 消防団整備事業 67,452 使用料 4
（危機管理課） 県支出金 24,241

消防小型ポンプ積載車（普通車　3台）：19,711千円
　　　　〃　　　　　（軽自動車1台）： 5,309千円
消防用小型動力ポンプ（11台） 　 　 ：27,598千円
消防団設備機器整備補助金　　　　　 ： 1,000千円

＜装備基準改正分＞※新入団員100名分
消防団員新基準活動服　：2,211千円
消防団員半長靴　　　　：1,078千円
消防団員耐切創手袋　　：　363千円

(定額・
2/3)
市債
(100％)

30,900

(6) 消防施設整備事業 22,141 市債 9,700
（危機管理課） （100％）

【新規】泉町防火水槽設置工事　　：6,200千円
屋外消火栓ホース等格納箱整備経費：1,500千円
消火栓負担金　　　　　　　　　　：8,400千円
　(上水道5,000千円、生活環境事務組合2,600千円、
   簡易水道800千円）

(7) 防災行政情報通信システム管理運営事業 26,567 繰入金 6,402
（危機管理課）

防災行政情報通信システム運用保守委託：12,780千円

【熊本地震復興基金活用事業】
　【新規】自治公民館等防災無線設備撤去業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 6,402千円

(8) 防災訓練事業 1,746 県支出金 1,004
（危機管理課） （2/3）

総合防災訓練関連費　　　：1,624千円
住民参加型防災訓練費　　：　122千円
（3～5校区実施予定）

(9) 防災対策事業 9,858 国庫支出金 990
（危機管理課） (1/2)

　防災会議・国民保護協議会委員報酬等　　：　162千円
　自主防災関係研修会講師謝礼等　　　　　：　160千円
　自主防災組織設立補助・訓練等活動助成　：　500千円
　防災士養成支援助成金　　　　　　　　　：　 77千円

【熊本地震復興基金活用事業】
　職員用防災服（65人）　　　　　　　　　：1,037千円
　避難所初動運営キット（8セット）　　　 ：  282千円
　WEB版八代市ハザードマップ更新業務委託 ：1,980千円
　　　　　　　　　　　　（うち基金対応分 2,309千円）

県支出金
(2/3)
繰入金

1,257

2,309

(10) 避難行動要支援者関係事業 1,976 県支出金 1,009
（健康福祉政策課・危機管理課） (2/3)

【地域福祉基金活用事業】
同意書確認用紙及び封筒　　　　　　　：　 36千円
同意書送付郵便料　　　　　　　　　　：　329千円
避難行動要支援者システム保守料　　　：　462千円
避難行動要支援者システム地図更新料　：1,149千円
　　　　　　　　　　　（うち基金対応分 967千円）

繰入金 967

(11) 災害時用備蓄資材整備事業 16,910 国庫支出金 5,500
（危機管理課） (1/2)

防災施設備蓄用品購入経費　　　：5,500千円

【熊本地震復興基金活用事業】
防災備蓄倉庫設置経費：11,100千円（坂本地区）
　　　　　　　　　　（うち基金対応分：5,600千円）

県支出金
(2/3)
繰入金

1,296

5,600
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予 算 額
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(12) 【新規】災害時応急給水事業 6,358 繰入金 6,358
（危機管理課）

断水状況における応急給水活動のため、組立式給水タンクを配備
し、断水区域等への迅速な給水活動を行うもの。

【熊本地震復興基金活用事業】
【新規】組立式給水タンク１０基購入：6,358千円

(13) 【新規】坂本地区防災拠点整備事業 27,200 市債 27,200
（危機管理課） （100％）

坂本地区の球磨川左岸の防災拠点として、田上社会教育センター
を活用するため、空調機及びトイレ等の整備を行うもの。

【新規】坂本地区防災拠点整備実施設計業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ： 2,500千円
【新規】坂本地区防災拠点施設改修工事　：24,700千円

(14) 【新規】避難所等設備整備事業 33,100 市債 28,300
（危機管理課） (95％)

【新規】学校施設体育館空調設備整備基本・実施設計委託
　　　　　　　　　　　　　　　　：29,800千円（6か所）

【熊本地震復興基金活用事業】
【新規】鮎帰社会教育センター仮設トイレ設置工事
　　　　　　　　　　　　　　　　：3,300千円

繰入金 3,300

【教育費】
4,354,458

(1) 人権教育事業 1,814
（学校教育課）

すべての差別の解消に向けた人権教育を推進するため、各学校・
園の人権教育に関係する研究会等へ負担金又は補助金を交付し、
啓発活動等の支援を行うもの
　
・諸会議出席負担金
　　小学校　　　　　181千円
　　中学校　　　　　127千円
　　特別支援学校　　　7千円
　　幼稚園　　　　 　26千円
・八代市学校人権同和教育研究会補助金　259千円

(2) 小中一貫・連携教育推進事業 2,073 繰入金 1,065
（学校教育課）

義務教育9年間を通して、系統的・継続的な学習指導や生徒指導
を行い、確かな学力、豊かな心、健やかな体などの「生きる力」
の育成を図るための小中一貫・連携教育推進体制を整備するも
の。

　報償費　　　　　　　　　　　　　　　　258千円
　交流事業活動消耗品費　　　　　　　　　300千円
　キャリアパスポート購入費　　　　　　　112千円

【八代市学校・子ども教育応援基金活用事業】
　※学校教材充実事業から移管
　　QUテスト経費　1,065千円

(3) 日本語指導員事業 1,428
（学校教育課）

日本語指導員：1,428千円（3人）
　指導日数　167日
　対象児童生徒数　R3実績：8人

(4) いじめ対策等推進事業 3,833
（学校教育課）

・学校支援委員会関係経費：549千円

【新規】総合質問調査（i-check）委託料　3,040千円
　※「自己肯定感」や「ソーシャルスキル」など様々な視点で、
　児童生徒一人一人の個性や心のありようなど、実態を具体的に
　把握するための調査。

　

【災】
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予 算 額
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(5) ＩＣＴ授業サポート事業 42,112 繰入金 22,431
（学校教育課）

ＩＣＴ教育推進アドバイザー経費　：541千円
　報償費（アドバイザー謝礼）　　180千円
　旅費（アドバイザー旅費）　　　299千円
　使用料及び賃借料（会場使用料） 62千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　ＩＣＴ授業サポート業務委託　10人　：38,280千円
　　　　　　　　　　（うち基金活用分　19,140千円）
　【新規】ＩＣＴ学習支援ツール使用料： 3,291千円
　※「授業動画」と「確認テスト」により、児童・生徒の基礎
　　学力を高める学習支援ツールを小学4年生から中学3年生を
　　対象に導入するもの。

※債務負担行為
　ＩＣＴ学習支援ツール使用料
（令和5～6年度：1人あたり480円に対象児童生徒を乗じて得た額
に消費税及び地方消費税の額を加算した額）

(6) コミュニティスクール推進事業 1,512
（学校教育課）

・学校運営協議会委員報償費
　（小学校）　234人　783千円
　（中学校）　178人　563千円
　（支援学校） 14人　 32千円
　（幼稚園） 　38人　134千円

(7) 八代市学校・子ども教育応援基金事業 1,101 財産収入 27

（教育政策課） 寄附金 1,000
本市の広報紙・ホームページ・エフエムやつしろ・ＳＮＳ等を活
用して周知を行うとともに、リーフレットを作成し、コミュニ
ティセンター等市有施設への設置及び「やつしろの風」に同封す
るなどにより、市内外問わず広く寄附を募る。

　寄附採納金 基金積立金　1,027千円

【八代市学校・子ども教育応援基金活用事業】
　基金周知用リーフレット 　 74千円

繰入金 74

(8) 教育サポート事業 5,460
（教育サポートセンター）

教職経験豊かで、実践的指導力が高い2人の退職教員をサポート
センターに配置し、授業向上や学級・学校経営への助言及び教育
現場が直面する教育課題の解決・改善へ向けた支援を行うもの。
また、研修機会が極端に少なくなる採用2年目の教職員の研修や
サポート及びその他若手教員の資質向上支援にも対応している。
　
　教育サポーター  5,364千円

(9) 特別支援教育相談事業 4,840
（教育サポートセンター）

特別支援相談アドバイアザーをサポートセンター内に配置し、担
任・特別支援教育コーディネーター等の学校関係者や保護者など
児童生徒・園児の支援を行う者の相談依頼を受け、特別支援学級
の学級経営の在り方や指導方法等の課題の改善に向けた支援活動
を行うもの。
　
　特別支援教育アドバイザー　4,804千円

(10) 小・中・特・幼健康診断事業 60,292 国庫支出金 49

（学校教育課） （1/2）
学校保健安全法に基づき、学校医・学校歯科医の指導と協力を得
て、児童生徒・幼児及び学校職員の健康診断を行うもの。
　
　　学校医等報酬　　　　　　　　37,887千円
　　健診委託　　　　　　　　　  17,249千円
　　産業医業務委託料　　　　　　 1,762千円
　　歯科検診用歯鏡滅菌業務委託　　 929千円

　

　

【育】
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(11) 新型コロナウイルス感染症対策事業（学校施設等感染防止対策） 1,606 国庫支出金 1,606
（学校教育課） （臨）

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
新型コロナウイルス感染防止のため、市内の小学校、中学校、支
援学校、幼稚園に対し、消毒液等を配布し、基本的な感染症対策
を講じるもの。

　消耗品費（手指消毒用エタノール、ハンドソープ）
　　1,606千円

(12) 学校通学関係事業（小・中・特別支援学校） 86,970 国庫支出金 10,200
（教育政策課） （臨）

児童の遠距離通学支援を目的としたスクールバス運行経費や通学
補助金
スクールバス運行経費
　小学校（業務委託・運転手給料等）：　37,236千円
　中学校（運転手給料等）    　　　：　 5,450千円
　特別支援学校（業務委託）　　　　：　21,780千円
通学補助金
　小学校（ 3人）　　　　　　　　　：　　 116千円
　中学校（15人）　　　　　　　　　：　 　842千円

【令和2年7月豪雨災害関連経費】
　生徒送迎委託（部活便）
　　中学校　　　　　　　　　　　　：　　 914千円

【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業】
　スクールバス増便経費
　　特別支援学校（2台分）　       ：　10,200千円

(13) 学校等施設整備事業（小・中・特別支援学校・幼稚園） 181,660 寄附金 3,230
（教育施設課） 市債（95・ 118,600

小学校（24校）、中学校（15校）、特別支援学校（1校）、幼稚
園（6園）について、安全・安心で快適な教育環境を提供するた
め、緊急対応が必要な修繕や機能維持及び向上のための施設整備
を行う。

施設設備修繕
　小学校　　　　　　　　　　　　：　27,600千円
　中学校　　　　　　　　　　　　：　20,500千円
　特別支援学校　　　　　　　　　： 　　700千円
　幼稚園　　　　　　　　　　　　：　 4,000千円

【新規】アスベスト調査業務委託
※大気汚染防止法の改正に伴い、建築物等の改修等工事に際し、
アスベスト含有建材の有無について、事前調査を行うもの。
　小学校　　　　　　　　　　　　： 　1,400千円
　中学校　　　　　　　　　　　　：　 1,150千円
　特別支援学校　　　　　　　　　：　 　250千円
　幼稚園　　　　　　　　　　　　：　　 100千円

　 100％）

設計業務委託
　特別支援学校
　　陶芸教室棟改築工事実施設計　　　　　　： 3,930千円

施設改修工事
　小学校
　　太田郷小　バックネット改築工事　　　　：12,300千円
　　日奈久小　棚及びフェンス改修工事　　　： 4,300千円
　　千丁小　　屋外トイレ整備工事　　　　　：25,400千円
　　鏡小　　　校舎防水改修工事　　　　　　： 9,600千円
　中学校
　　一中　　　特別支援教室空調設置工事　　： 3,700千円
　　三中　　　体育館床トップコート改修工事： 5,500千円
　　日奈久中　照明改修工事　　　　　　　　： 1,300千円
　　坂本中　　校舎外壁塗装工事（3/5年目)　： 1,300千円
　　鏡中　　　特別支援教室空調設置工事　　： 3,600千円
　　東陽中　　体育館屋根改修工事　　　　　：29,800千円
　　泉中　　　防球フェンス改修工事　　　　：17,600千円
　幼稚園
　　太田郷幼稚園　保育室床改修工事　　　　： 4,100千円

　

【コ】

　

【コ】
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(14) 学校等施設非構造部材耐震化事業 68,177 繰入金 68,177
（教育施設課）

地震時における児童生徒等の安全及び大規模災害時の避難所機能
を確保するため、小・中・支援学校、幼稚園の非構造部材（外
壁）の落下防止対策を行う。

【平成28年熊本地震復興基金活用事業】
＜小学校＞
　・外壁点検調査業務委託（植柳小 外5校）　33,632千円
＜中学校＞
　・外壁点検調査業務委託（三中 外4校）　　33,536千円
＜幼稚園＞
　・外壁点検調査業務委託（松高幼）　　　　 1,009千円

(15) 学校支援職員配置事業（小・中・特・幼） 127,853 諸収入 370
（学校教育課）

・学校図書館支援員　：21,441千円
　　小学校　　　　18人（±0人）　　中学校　　 7人（±0人）
・特別支援教育支援員：72,186千円
　　小学校　　　　46人（＋1人）　　中学校　　19人（±0人）
　　特別支援学校　 5人（±0人）
・英語支援員　　　　： 5,734千円
　　小学校　　　　 3人（±0人）
・生徒指導支援員　  ： 6,942千円
　　中学校　　　　 7人（±0人）
・看護師       　   ：13,300千円
　　特別支援学校　 5人（±0人）
・幼稚園保育支援員　： 8,250千円
　　幼稚園　　 7人（＋1人）

(16) 学校教材充実事業（小・中・特別支援学校） 21,276 繰入金 250
（学校教育課） 諸収入 13

＜小学校＞
・人権教育読本「きずな」購入　5,456千円
・テスト業務委託：2,426千円
　　学力調査（2・5・6年:2教科）
＜中学校＞
・テスト業務委託：6,337千円
　　学力調査（1・2年:5教科、3年:2教科）
・中学校英検補助金：1,296千円
　　中学校全学年を対象に英検受験検定料を1/2補助
                                   （受験率25％想定）
　　1年生（5級） 2,000円×1,055人×1/2×25％＝ 330千円
　　2年生（4級） 2,900円×　974人×1/2×25％＝ 353千円
　　3年生（3級） 3,900円×1,022人×1/2×25％＝ 613千円
＜特別支援学校＞
・学習指導計画印刷：3千円

【八代市学校・子ども教育応援基金活用事業】
＜小学校＞
　ＩＣＴ教育推進校（3校）　　消耗品費90千円
＜中学校＞
　ＩＣＴ教育推進モデル校（1校）
　　報償費　　20千円　 費用弁償30千円　 消耗品費　110千円
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（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(17) 要保護・準要保護就学援助事業（小・中・特） 79,656 国庫支出金 7,246

（学校教育課） （1/2）
＜小学校見込数＞
　要保護20人、準要保護911人、特別支援252人
　　医療費（要保護）　　　：　　155千円
　　学用品費等（要保護）　：　  112千円
　　学用品費等（準要保護）： 25,640千円
　　特別支援教育就学奨励費：　8,937千円

【令和2年7月豪雨災害関連経費】
※就学援助事業（小学校）（豪雨災害）から移管
　準要保護3人
　　学用品費等（準要保護）：　　124千円

＜中学校見込数＞
　要保護16人、準要保護555人、特別支援83人
　　医療費（要保護）　　　：  　173千円
　　学用品費等（要保護）　：　  313千円
　　学用品費等（準要保護）： 38,660千円
　　特別支援教育就学奨励費：  4,834千円
　
【令和2年7月豪雨災害関連経費】
　※就学援助事業（中学校）（豪雨災害）から移管
　準要保護4人
　　学用品費等（準要保護）：　　357千円

＜特別支援学校見込数＞
　準要保護6人
　　学用品費等（準要保護）： 351千円

(18) 図書購入事業 16,568 寄附金 310
（教育政策課）

・図書購入費
　　小学校　  　　　　5,647千円
　　中学校　　  　　　4,148千円
　　特別支援学校 　　   327千円

・図書システム関係経費
　　小学校　  　　　　3,911千円
　　中学校　  　　　　2,366千円
　　特別支援学校  　　  169千円

※債務負担行為
　・学校図書管理システム使用料
　（R4年度～R8年度：17,172千円）

(19) ＩＣＴ教育推進事業 192,416 繰入金 83,821

（教育政策課）
※事業名変更
 　R3:パソコン教育推進事業→R4:ＩＣＴ教育推進事業

児童生徒及び教職員用のタブレット端末整備など教育のＩＣＴ化
に向けた環境整備に要する経費

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
・システムリース料（2,891台）　133,669千円
　　小学校　　　　 　55,968千円
　　中学校　　 　　　74,579千円
　　特別支援学校　 　 3,122千円
　（うち基金活用分：リース料の1/2　66,834千円）
・備品購入費
  　小学校
　　　普通教室用大型掲示装置更新（50台）  　4,950千円
　　【新規】少人数学級用大型掲示装置（14台）2,156千円
　　中学校
　　【新規】少人数学級用電子黒板（18台）    9,881千円
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(20) 学校等施設トイレ改修事業 242,700 国庫支出金 78,671
（教育施設課） （1/3）

小学校・中学校及び幼稚園の学校等施設におけるトイレの洋式化
や給排水管類の改修及び内装の改修を行い、健康面・衛生面・生
活面におけるトイレ環境の改善を図る。

＜小学校＞
　・トイレ改修工事
　　　植柳小　　 98,000千円

＜中学校＞
　・トイレ改修工事設計業務委託（三中）　5,700千円
　・トイレ改修工事
　　　一中　　139,000千円

市債 163,700

(21) 氷川中学校組合負担金事業 1,398

（教育政策課）
氷川中学校への市内生徒の通学に伴う一部事務組合負担金
　負担金全体－控除額（交付税等）＝按分対象額
　101,257千円－15,504千円＝85,753千円

　八代市負担金（按分率：八代市0.0163、氷川町0.9837）
 　85,753千円×0.0163＝1,397,774≒1,398千円

　生徒数 R 3:113人（うち八代市3人）R 3.5.1現在
　　　　 R 4:123人（うち八代市2人）R 4.5.1見込

(22) 学校体育振興事業（中学校） 14,751 繰入金 11,000

（学校教育課）
八代市立小中学校部活動大会等出場補助金交付要領に基づき、県
大会・九州大会・全国大会へ出場するための経費について、補助
金を交付するもの。

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　八代市立小中学校部活動大会等出場補助金
　　11,000千円　※運動部 分

(23) 語学指導外国青年招致事業 60,530 諸収入 5,755
（学校教育課）

・英語指導助手（ＡＬＴ）12人分　※うち2人は交代
　　報酬：42,331千円、共済費：7,687千円、費用弁償：599千円
　　着任・帰国旅費：1,063千円、住宅借上料：6,519千円

・自治体国際化協会負担金　　2,003千円

(24) 不登校児童生徒の適応指導事業 11,722 国庫支出金 101
（教育サポートセンター） （1/3）

「くま川教室」に専任の指導員を配置し、専門的な教育相談や適
応指導、自然・体験活動を実施し、学校、社会への適応力や社会
的自立に向けた心を養う。児童生徒の通級希望や実際に通級する
生徒の増加に伴い、細やかな対応が困難な状況も出てきているこ
とから、教室の指導方法を見直しながら個に応じた指導・支援を
行っている。

　くま川教室指導員　　　　 9,722千円（10人）
　宿泊研修経費　　　　　　　　160千円
　ブラインド修繕等　　　　　　122千円

【学校・子ども教育応援基金活用事業】
　くま川教室教育推進事業（オリジナルカレンダー作成）
　　　消耗品費　　　 7千円
　　　印刷製本費　　58千円

繰入金 65

(25) 子ども支援相談事業 1,913
（教育サポートセンター）

八代市内の幼、小、中、特別支援学校の園児児童生徒及びその保
護者、学校、幼稚園関係者を対象に、いじめや不登校問題等につ
いての相談に応じる子ども支援相談室を設置するもの。
　
　子ども支援相談員　　　：　1,913千円（1人）
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(26) 中学校部活動整備事業 148

（学校教育課）
中学校における働き方改革を踏まえた部活動改革を実施するた
め、「中学校部活動改革検討委員会」を立ち上げ、改革に向けた
課題の抽出や検討会を行う。
〈部活動改革の概要〉
　休日の部活動の指導を望まない教師が部活動に従事しない環境
の構築→Ｒ5年度より、休日の部活動の段階的な地域移行

　中学校部活動改革検討委員報償費等　138千円

　

(27) 学校給食施設管理運営事業（単独調理校） 67,867 市債 6,000

（教育政策課） （95％)
会計年度任用職員給料等（調理員）　：　21,265千円
維持管理費　：　43,240千円
　燃料費　　　　　　　　7,800千円
　機器・施設設備修繕料  4,188千円
　給食業務委託（鏡中） 17,254千円
　各種業務委託　　　　　2,458千円
　給食用備品購入　　　　6,361千円
施設改修費　：　 3,362千円
　有佐小　トイレ改修工事　　　　 1,287千円
　文政小　スポットクーラー設置　 2,075千円
　

(28) 学校給食施設管理運営事業（給食センター） 181,544 使用料 9
（教育政策課） 市債 26,200

維持管理費　：138,108千円
　燃料費　　　　　　　　　　　　　32,574千円
　光熱水費　　　　　　　　　　　　21,714千円
　機器・施設設備修繕料　　　　　　12,563千円
　給食調理業務委託（千丁・東陽）　40,493千円
　各種業務委託　　　　　          17,328千円
　給食用備品購入　　　　　　　　 　6,991千円
施設改修費　： 23,443千円
　南部給食センター高圧受変電設備更新　15,443千円
　中部給食センターボイラー更新 （1基） 8,000千円
幼稚園副食費：　1,478千円
【新規】学校給食施設基本計画策定業務委託：18,515千円
※学校給食施設（14か所）の現状を把握し、今後の施設整備及び
事業手法の検討など基本計画を策定するもの。

（95％）

(29) 準要保護就学援助事業（給食費分） 74,375
（教育政策課）

学校給食費（準要保護）
　小学校（見込895人）　：　43,828千円
　中学校（見込570人）　：　30,110千円

【令和2年7月豪雨災害関連経費】
　※就学援助事業（豪雨災害）から移管
　学校給食費（準要保護）
　　小学校（見込3人）　：　　 166千円
　　中学校（見込4人）　：　 　271千円
　

(30) 公益財団法人学校給食会運営補助金事業 299,119
（教育政策課）

公益財団法人八代市学校給食会への運営補助金
　人件費相当分（職員53人、非常勤職員3人、臨時職員44人）
286,122千円

(31) 八竜山自然公園管理運営事業 20,813 使用料 2,800
（生涯学習課） 諸収入 31

修繕料（浄化槽漏水修繕等）　　　　　　 1,048千円
施設管理委託　　　　　　　　　　　　　12,623千円

【森林環境譲与税活用事業】
八竜山自然公園天文台等改修工事　　　　 3,604千円
※森林環境譲与税106,000千円のうち2,164千円を活用
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(32) 社会教育センター管理事業 4,784 使用料 53
（生涯学習課） 諸収入 1,000

学習や研修、スポーツや趣味を楽しむ機会を提供できる生涯学習
のための施設として管理・運営し、よりよい利用に供するもの。

　坂本地区　4施設：深水・鮎帰・田上・久多良木
　　　※藤本・中津道は災害公営住宅建設地のため、建物解体。
　泉地区　　1施設：仁田尾
　
・光熱水費　　　　　　　　2,318千円
・機器保守・施設等管理委託　859千円

(33) 人権教育事業 4,165
（生涯学習課）

地区内人権教育謝礼（10名）　　：1,500千円
八代解放子ども会事業委託　　　：  219千円
光熱水費（西宮・上日置集会所）：　646千円

(34) 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 6,718 県支出金 4,460
（生涯学習課） （2/3）

地域学校協働活動事業（小・中・特別支援学校全39校）
・報償費
　　会議等出席　　　　　　：　780千円
　　様々な学校協力活動　　：2,700千円
　　地域未来塾　　　　　　：2,200千円
　　放課後子ども教室　　　：　540千円
・事業運営用消耗品費　　　：　390千円

諸収入 28

(35) 社会教育事業 11,611
（生涯学習課）

民法改正による新成人者数（18歳～20歳）3,301人（R3.11月現
在）
うち（仮称）二十歳の集い対象者数　　　1,046人
　企画運営委託　　　　　1,000千円
　交通誘導警備委託　　　　456千円
　会場設営撤去委託　　　　161千円
　会場及び設備使用料　　　480千円

社会教育団体事業費補助
　八代市地域婦人会連絡協議会補助金　1,098千円
　八代市子ども会連合会補助金　　　　  240千円
　八代市ＰＴＡ連絡協議会補助金　　　　513千円

(36) 生涯学習推進事業 2,721 諸収入 803

（生涯学習課）
生涯学習講座、まなびフェスタ等関係経費
　家庭教育学級　　　：　　194千円
　公民館講座　　　　：　1,041千円
　まなびフェスタ　　：　　919千円

【新規】リカレント教育講師謝礼：466千円
※人生100年時代を向かえ、心豊かに生きがいを持って暮らして
いくため、時代の変化の応じたスキルが学べるリカレント教育
（学び直し）や誰一人取り残さないデジタル社会の実現に向けた
講座を開催するもの。
　
【新型コロナウイルス感染症対策関連経費】
　タープ等備品購入　：　　 20千円

(37) 自治公民館再建支援事業（豪雨災害） 2,475 市債 2,400

（生涯学習課） （100％）
【令和2年7月豪雨災害関連経費】
令和2年7月豪雨により被災した自治公民館等の復旧に要する経費
の一部を補助するもの。
　
　事業実施主体　：　西鎌瀬公民館（認可地縁団体）
　総事業費　　　：　3,300千円
　補助金額　　　：　2,475千円（3/4補助）

(38) 公民館施設整備事業 3,378

（生涯学習課）
・八代市公民館吊天井等改修実施設計業務委託　　2,030千円
・八代市公民館ワイヤレス音響システム取替工事　1,348千円

　

【育】
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(39) 八代民俗伝統芸能伝承館管理運営事業 59,033 使用料 6,002
（文化振興課） 財産収入 36

笠鉾組立・解体謝礼　　　　　　：　320千円
公開活用事業出演団体謝礼　　　：　 60千円
伝統芸能ワークショップ事業謝礼：   30千円
光熱水費　　　　　　　　　　　：6,960千円
受付・ガイド業務委託　　　　　：8,493千円
清掃業務委託　　　　　　　　　：5,129千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　お祭り体感シアター映像制作等業務委託：31,653千円
  ※R2・R3は妙見祭が中止となり、映像制作等ができなかった
　　ため、再度計上するもの。

繰入金
諸収入

31,653
32

(40) 文化センター自主文化事業 13,539 諸収入 4,173

（文化振興課）
鑑賞型事業、中学生音楽教室等：10,000千円
　・鑑賞型コンサート
  ・宝くじ文化公演
　・演奏家派遣アウトリーチ事業

(41) 図書館施設整備事業 22,000 市債 20,900

（生涯学習課） （95％）
・本館エアハンドリングユニット取替工事　22,000千円

(42) 博物館特別展覧会事業 10,237 使用料 4,273
（博物館） 財産収入 898

春季「こわいもの大集合～妖怪・幽霊・鬼・地獄～」
　　　：　2,552千円　（会期）R4年4月22日～6月5日
夏季「どっちが好き？～好きな絵探そう！～（仮称）」
　　　：　1,200千円　（会期）R4年7月15日～8月28日
秋季「八代の歴史と文化31 町人と百姓の江戸時代（仮称）」
  　　：　5,313千円　（会期）R4年10月21日～11月27日
冬季「鏡に生きた絵師 園田耕雪（仮称）」
　　　：　1,172千円　（会期）R5年2月3日～3月12日

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　撮影機材購入　　　　　：　847千円

繰入金 847

(43) 博物館施設整備事業 5,356
（博物館）

大規模改修工事に伴う設計書作成経費

　関係機関との協議旅費　　　550千円
　大規模改修工事基本設計　4,806千円

(44) 指定文化財保存管理事業 9,353 繰入金 6,700
（文化振興課）

【新規】国史跡「八代海干拓遺跡」除草・清掃業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　523千円
文化財保存整備費補助金　　　　　　　　　：　369千円
指定文化財管理費補助金　　　　　　　　　：　590千円
民俗文化財公開活用補助金　　　　　　　　：　718千円
　
【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】植柳小学校旧講堂窓枠等保存修繕：5,400千円

【やつしろ文化振興基金活用事業】
　やつしろ文化振興基金活用事業補助金　　：1,300千円

(45) 伝統文化財保存事業 8,764 財産収入 10
（文化振興課）

八代妙見祭公開活用事業補助金  ：7,200千円
　行列保存費：2,590千円
　安全対策費：4,110千円
　新型コロナウイルス感染症対策経費：500千円

八代市伝統文化活性化事業補助金：1,564千円
　（妙見祭ＰＲ費、衣装等整備)

　

　

　

【賑】

　

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(46) 文化財保護啓発事業 5,748 財産収入 50
（文化振興課） 繰入金 4,940

【新規】国史跡「八代海干拓遺跡」リーフレット作成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　605千円

【日本遺産活用推進基金活用事業】
　日本遺産活用協議会負担金　　　　　：4,940千円

(47) 埋蔵文化財緊急発掘調査及び保存処理事業 26,298 国庫支出金 8,961
（文化振興課） （1/2）

麦島城跡出土平櫓建築部材再保存処理委託　：10,776千円
【新規】西部文化財収蔵施設被災物品等廃棄作業業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 5,760千円
緊急発掘調査作業用重機リース　　　　　　：　 989千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】西部文化財収蔵施設資料群保存処理業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 6,448千円
         （うち基金対応分3,224千円）

繰入金 3,224

(48) 伝統文化財復元修復事業 5,289 繰入金 5,289
（文化振興課）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　用具等整備事業補助金：5,289千円
　※R4年度は笠鉾「菊慈童」と「恵比須」の水引幕等

(49) やつしろ文化振興基金事業 1,387 財産収入 14
（文化振興課） 寄附金 1,373

「やつしろがめさんＷＡＯＮカード」の利用金額に応じてイオン
九州（株）から受けた寄附金を積み立てるもの。
　寄附金額：1,373千円
　利 子 額：　 14千円

※やつしろ文化振興基金残高　8,264千円（R3.12月末現在）

(50) ユネスコ無形文化遺産活用事業 895 繰入金 500
（文化振興課）

八代妙見祭案内事業補助金　　　　　　　：300千円
全国山・鉾・屋台保存連合会総会出席旅費： 95千円

【まちづくり交流基金活用事業】
  ユネスコ登録5周年記念事業補助金     ：500千円
　 ※R3年度に実施できなかったため、再度計上するもの。

(51) 市内城跡保存管理事業 5,230 国庫支出金 2,500
（文化振興課） （1/2）

整備基本計画策定委員謝礼　　：330千円
整備基本計画策定委員費用弁償：530千円
文化庁協議旅費　　　　　　　： 81千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　【新規】八代城跡群整備基本計画策定業務委託：4,239千円
         （うち基金対応分2,219千円）

繰入金 2,219

(52) 地域コミュニティ施設等再建支援事業（豪雨災害） 1,000 県支出金 1,000
（文化振興課） （10/10）

熊本県の「令和2年7月豪雨被災者等支援交付金」を活用し、令和
2年7月豪雨により被災した地域コミュニティ施設等の再建へ補助
を行うもの。

　地域コミュニティ施設等再建支援事業補助金　：1,000千円
　　（坂本町藤本地区　藤本天満宮の復旧）

(53) 【新規】球磨川はね発掘調査受託事業 24,305 国庫支出金 24,305
（文化振興課） （10/10）

国土交通省九州地方整備局八代河川国道事務所が実施する球磨川
河川整備事業に伴い、「球磨川はね」の発掘調査を受託するも
の。

　球磨川はね「丸はね」発掘調査業務：10,013千円
　球磨川はね「大はね」発掘調査業務：14,292千円

【賑】

【豪】

【賑】

　

　

　

【賑】

【豪】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(54) 【新規】八代城築城400年記念事業 6,196 財産収入 100
（文化振興課） 繰入金 2,144

八代城築城400年を記念し、八代城跡をはじめとする地域資源と
連動させた文化振興や街の賑わいを創出するイベント等を開催す
るもの。

　＜鏡文化センター自主文化事業＞
　　古今狂言会　　　　　　　：3,952千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　＜築城400年記念八代城シンポジウム・公開講座＞
　　講師謝礼・費用弁償　　　：  210千円
　　記念リーフレット　　　　：  400千円
　　記念展示写真パネル製作　：  198千円
　　城下町周遊マップ　　　　：　600千円
　　記念展示運搬業務委託　　：　280千円
　　会場使用料　　　　　　　：　120千円
　＜民俗伝統芸能伝承館開館1周年記念事業＞
　　講師謝礼・費用弁償　　　：　 48千円
　　子ども体験講座用シール　：　 99千円
　＜八代市文化祭＞
　　オープニングステージ委託：  200千円

　（うち基金活用分2,144千円）

諸収入 2,115

(55) 社会体育団体補助金事業 5,259
（スポーツ振興課）

八代市体育協会補助金　　　　　　　：3,800千円
八代市スポーツ推進委員協議会補助金：1,459千円

(56) トップアスリート育成事業 1,500 繰入金 1,000
（スポーツ振興課） 諸収入 500

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　トップアスリート育成事業補助金：1,500千円
　　（うち基金対応分1,000千円）
　　・栄養学・フィジカル等トレーニング
　　・総合体育館トレーニングルーム活用
　　・強化指定選手育成交付事業

(57) 八代っ子クラブ連絡協議会事業 189
（スポーツ振興課）

連絡協議会関係経費　　　：146千円
指導者向け研修会関係経費： 43千円

(58) スポーツ推進委員関係事業 4,919
（スポーツ振興課）

スポーツ推進委員報酬（70人）          ：2,303千円
スポーツ推進委員費用弁償              ：  838千円
スポーツ推進委員ユニフォーム（新任分）：  328千円
【新規】県スポーツ推進委員研修会八代市大会負担金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　800千円

(59) 市民体育祭事業 2,000
（スポーツ振興課）

市民体育祭事業委託　　　　：2,000千円

(60) 各種スポーツ大会出場奨励事業 6,000 繰入金 6,000
（スポーツ振興課）

　本市のスポーツ活動の振興と発展に寄与するため、熊本県
または九州の代表として各種スポーツ大会に出場する選手等
に対し、出場奨励補助金を支給するもの。

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業】
　各種スポーツ大会出場補助金：6,000千円

【賑】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(61) 県民体育祭選手派遣事業 4,600
（スポーツ振興課）

第77回県民体育祭への八代市選手団の派遣
　開催地　：水俣市・葦北郡（一部競技は菊池市）
　開催時　：令和4年9月17日（土）～18日（日）
　参加競技：25競技32種目（約450人）

　県民体育祭選手派遣業務委託：4,600千円

(62) スポーツ拠点づくり推進事業 3,717 繰入金 3,717
（スポーツ振興課）

【まちづくり交流基金活用事業】
　全国小学生ABCバドミントン大会負担金　　　　：2,717千円
　【新規】九州バドミントン小学生PGA大会負担金：1,000千円

(63) 大規模スポーツ大会等誘致事業 5,880 繰入金 1,500
（スポーツ振興課）

八代市合宿応援補助金：2,000千円
八代市大会運営補助金：1,630千円

【八代市スポーツ振興基金活用事業】
　八代市スポーツコミッション負担金：2,250千円
　（うち基金対応分1,500千円）

(64) 球磨川リバイバルトレイル大会開催事業 500 繰入金 500
（スポーツ振興課）

【八代市スポーツ振興基金活用事業】
　実行委員会負担金：500千円

(65) 体育施設整備事業 63,700 市債 60,900
（スポーツ振興課） （100％・95％）

東陽スポーツセンター空調設備等改修工事設計業務委託
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　： 8,300千円
総合体育館別館屋根防水改修工事　　　  ： 1,500千円
弓道場的場後方防矢ネット設置工事　　　： 2,800千円
市民球場井戸ポンプ取替工事　　　　 　 ： 1,500千円
市民プール25mプール改修工事　　　　　 ： 4,100千円
市テニスコート人工芝張替改修工事　 　 ：11,900千円
相撲場天井改修・鉄骨補強工事　　　 　 ： 2,500千円
鏡総合グラウンドナイター照明改修工事　：21,800千円
鏡総合グラウンド防球ネット拡張工事　　： 3,900千円
鏡体育館アリーナ照明LED化改修工事 　  ： 5,400千円

【災害復旧費】
1,695,141

(1) 農業施設災害復旧事業（豪雨災害） 56,040 県支出金 50,397
（災害復旧課） （9.69/10

令和2年7月豪雨災害で被災した坂本地区の農地・農業用施設を復
旧するもの。
・工事請負費　53,000千円
・補償費　　　 2,840千円

事業内容
　農業用施設2箇所の復旧工事（百済来上地区、百済来下地区）
　農地災復旧3箇所の復旧工事（田上地区、百済来上地区2箇所）

・9.94/10)
市債
（90％）
分担金

2,900

601

(2) 林道施設災害復旧事業（豪雨災害） 391,401 県支出金 381,214
（水産林務課・災害復旧課） （9.96/10

令和2年7月豪雨災害で被災した坂本地区等の林道を復旧するも
の。

菊池人吉線
・測量設計委託　　：  3,050千円
・災害復旧工事　　： 30,580千円
南川内線
・災害復旧工事　　： 30,178千円
林道坂本鎌瀬本線等13路線　復旧工事
・工事請負費　　　：313,000千円
・委託料　　　 　 ： 12,145千円

・9.7/10)
市債
（90％）

5,800

　

【豪】

【豪】
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一般会計予算

（単位：千円）

款
予 算 額

主 要 事 項 特定財源

(3) 道路橋梁施設災害復旧事業（豪雨災害） 1,137,900 国庫支出金 865,816

（災害復旧課） （7.81/10)
令和2年7月豪雨により、被災した道路橋梁施設の災害復旧経費
【補助】1,125,900千円
　工事請負費：1,108,600千円（道路 4路線、橋梁 1橋）
　委託料　　：　　4,800千円（設計書修正）
　補償金　　：　 12,500千円（立木補償、電柱等移設補償）
【単独】5,000千円
　修繕料　　：　　5,000千円

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業：7,000千円】
 　修繕料　　：　 5,000千円
 　原材料費　：　 2,000千円

繰入金
市債
（100％）

7,000
265,000

(4) 河川施設災害復旧事業（豪雨災害） 83,200 繰入金 4,000

（災害復旧課） 市債 79,200
令和2年7月豪雨により、被災した河川施設の災害復旧経費
【単独】79,200千円
　委託料　　：　19,200千円（板持川、陣ノ内川流木撤去委託）
　工事請負費：　60,000千円（石丸川外3河川 河道掘削）

【ふるさと八代元気づくり応援基金活用事業：4,000千円】
 　修繕料　　：　4,000千円（護岸・根固等）

（100％）

(5) 公園施設災害復旧事業（豪雨災害） 15,600 市債 15,600

（都市整備課） （100％）
くま川ワイワイパーク災害復旧工事
　舗装復旧工事及び親水護岸復旧工事：15,600千円

【公債費】
6,580,679

(1) 長期債償還元金事業 6,308,347 使用料 41,802
（財政課） 県支出金 15,229

（4/10）
諸収入 41,487

(2) 長期債償還利子事業 271,167 使用料 1,956
（財政課）

(3) 一時借入金利子事業 1,165

（会計課）

【諸支出金】
533,627

(1) 基金積立金 533,627
（財政課）

財政調整基金　　　　　　　　　：   3,978千円
市有施設整備基金    　　　　　：   1,675千円
減債基金　　　　　　　　　　　：   1,092千円
ふるさと八代元気づくり応援基金： 525,533千円
まちづくり交流基金　　　　　　：   　282千円
H28年熊本地震復興基金　　   　：　   432千円
八代市新型コロナウイルス感染症対策基金
                              ：　 　635千円

【予備費】
20,000

61,345,600

【豪】

【豪】

　

　

　

　

【豪】
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（単位：千円）

特別会計予算
会 計 予 算 額

17,172,467

【総務費】194,933千円

国民健康保険連合会運営事業 5,427

国民健康保険運営協議会事業 409

　運営協議会委員報酬（13名）：231千円　　等

国民健康保険事務事業 68,913
他

【保険給付費】12,390,289千円

療養給付事業（一般） 10,586,900
療養給付事業（退職） 350
療養事業（一般） 72,900
療養事業（退職） 14
高額療養事業（一般） 1,643,000
高額療養事業（退職） 300
出産育児一時金事業 47,040
葬祭事業 4,180
傷病手当金事業 2,000

他
【国民健康保険事業費納付金】4,399,917千円
医療給付費分納付金事業（一般） 3,166,243
医療給付費分納付金事業（退職） 618
後期高齢者支援金等分納付金事業（一般） 854,658
後期高齢者支援金等分納付金事業（退職） 90
介護納付金分納付金事業 378,308

【共同事業拠出金】800千円
その他拠出金 800

【保健事業】161,377千円
疾病予防事業 39,133
国保人間ドック・脳ドック助成　　：16,000千円
はり・きゅう、マッサージ等助成　： 7,862千円
人間ドック情報提供報償金　　　　：   600千円　等

特定健診事業 85,077
特定保健指導事業 14,238
医療費適正化推進事業 20,117

他
【諸支出金】15,151千円
還付加算金事業（一般） 15,000

他

主 要 事 項

国民健康保険

【債務負担行為】 単位：千円
事 項 期 間 限 度 額

国民健康保険税納税通知書作成等業務委託 令和4年度～令和5年度 7,248

－64－



（単位：千円）

特別会計予算
会 計 予 算 額 主 要 事 項

2,153,214

【総務費】81,127千円

徴収事業 8,088
　納付書等郵便料　　：2,736千円

他
【後期高齢者医療広域連合納付金】2,026,347千円
被保険者保険料納付金事業 1,433,697
保険基盤安定分担金事業 592,650

【保健事業】41,715千円
健康保持増進事業 41,715
　健康診査委託（医科・歯科） 　       ：23,671千円
　はり・きゅう、マッサージ等助成      ： 8,800千円
【新規】保健・介護の一体的実施事業委託： 8,800千円
　

【諸支出金】3,025千円
保険料還付金事業 2,978
還付加算金事業 47

後期高齢者医療
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（単位：千円）

特別会計予算
会 計 予 算 額 主 要 事 項

15,161,248

【総務費】362,598千円
介護保険事業所等指導事業 142
介護保険料賦課徴収事業 8,486
　納付書印刷・郵便料　　　　：6,452千円　等
介護保険認定審査事業 22,497
介護保険認定調査事業 113,560
　介護認定調査員等経費（21名）：57,166千円
　主治医意見書作成手数料   　 ：48,497千円　等

他
【保険給付費】14,281,500千円
　居宅介護サービス給付事業 6,133,320
　施設介護サービス給付事業 3,866,000
　地域密着型サービス給付事業 2,520,700
　居宅介護サービス計画給付事業 673,668
　介護予防サービス給付事業 213,151
　介護予防サービス計画給付事業 40,600
　高額介護サービス給付事業 316,361
　特定入所者介護サービス給付事業 426,300

他
【地域支援事業費】513,952千円
訪問型サービス事業 32,922
通所型サービス事業 219,106
介護予防支援事業（ケアマネジメント） 29,295
地域介護予防活動支援事業 36,537
　やつしろ元気体操委託料　　： 5,793千円
　集いの広場・通いの場委託料： 2,228千円
　いきいきサロン事業委託料　：15,354千円　等
地域包括支援センター運営委託事業 139,945
認知症施策推進事業 6,183
　認知症初期集中支援ﾁｰﾑ委託料：1,514千円　等

　生活支援サービス体制整備事業 13,616
　生活支援コーディネーター委託：13,565千円　等
生活支援事業 29,296
　食の自立支援事業委託　：16,384千円
　安心相談確保事業委託　： 7,274千円
　成年後見制度利用補助金： 5,240千円  等

　在宅医療・介護連携推進事業 2,591
　在宅医療・介護連携検討委員会等報償費：1,251千円

他
【諸支出金等】3,198千円
介護給付費準備基金事業 53
償還金事業 3,145

介 護 保 険
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（単位：千円）

特別会計予算
会 計 予 算 額 主 要 事 項

90,801
農業集落排水事業費

　東陽地区一般事務事業 21,475

　【新規】宮原処理区管渠余裕率算出業務委託　308千円

　　農業集落排水事業審議会委員報酬　166千円

  光熱水費：3,610千円　処理施設修繕：2,000千円

　汚泥処理業務委託          ：1,496千円

　処理場施設維持管理業務委託：8,403千円　等

　泉地区一般事務事業 11,147

　光熱水費：2,231千円　処理施設修繕：2,000千円

　汚泥引抜手数料            ：1,879千円
  処理場施設維持管理業務委託：4,008千円  等

公債費

　長期債償還元金 45,870

　長期債償還利子 4,105

50,673
浄化槽総務費

　東陽地区一般事務事業 10,147

　　浄化槽法定検査手数料  ：   587千円

　　浄化槽維持管理業務委託： 9,028千円　等

　泉地区一般事務事業 18,660

　　公共浄化槽等整備推進事業審議会委員報酬：189千円

　　浄化槽法定検査手数料　： 1,033千円

　　浄化槽維持管理業務委託：17,193千円等

浄化槽整備費

　東陽地区整備事業 2,848

　　浄化槽設置工事：2,504千円

    （5人槽　くみ取り転換１基 単独転換１基）

    浄化槽設置工事に伴う宅内配管補助金：300千円　等

　泉地区整備事業 2,860

　　浄化槽設置工事：2,504千円

    （5人槽　くみ取り転換１基 単独転換１基）

    浄化槽設置工事に伴う宅内配管補助金：300千円　等

公債費

　長期債償還元金 5,424

　長期債償還利子 1,101

農 業 集 落 排 水
処 理 施 設 事 業

公 共 浄 化 槽 等
整 備 推 進 事 業
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（単位：千円）

特別会計予算
会 計 予 算 額 主 要 事 項

47,717
一般管理費 211
ケーブルテレビ事務事業
ＣＡＴＶ管理運営審議会報酬　　　:   107千円
ＣＡＴＶ番組審議会報酬　　　　　:    54千円
指定管理者候補者選定委員会報償費：　 36千円
過誤納付還付金　　　　　　　 　 :     1千円 等

施設維持管理費 35,794
ケーブルテレビ維持管理事業
施設管理修繕料　　　　　　 　　 ： 6,000千円
指定管理者委託料　　　　　 　　 ：29,794千円

公債費 11,712
　長期債償還元金　　　　　　　　　：11,554千円
　長期債償還利子　　　　　　　　　： 　158千円

診 療 所 70,314

一般管理費 49,523
椎原診療所一般管理事業
椎原診療所看護師報酬等（2名）  ： 5,851千円
椎原診療所医師派遣委託　　　　 ：12,241千円
椎原診療所医師送迎委託　　　　 ： 1,229千円
椎原診療所患者送迎委託　　　　 ： 1,469千円
診療報酬明細書点検業務委託　　 ： 　800千円 等

下岳診療所一般管理事業
下岳診療所医師派遣委託　　　   ：17,757千円 等

歯科診療所一般管理事業
歯科診療所医師派遣委託（1名）  ： 2,391千円 等

研究研修費 0

医療費 19,227
椎原診療所医療事業
医薬品・医薬材料費　　　　     ：11,475千円 等

下岳診療所医療事業
医薬品・医薬材料費　           ： 7,550千円 等

歯科診療所医療事業
医薬品・医薬材料費　           ： 　202千円 等

公債費 1,564
　長期債償還元金　　　　　　　　　：1,554千円
　長期債償還利子　　　　　　　　　：　 10千円

久 連 子 財 産 区 278 管理会委員報酬 83

椎 原 財 産 区 234 管理会委員報酬 83

合 計 34,746,946

ケーブルテレビ事業
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（単位：千円）

企業会計予算
会 計 予 算 額

水 道 事 業 814,711 維持管理費 462,293

原水設備改良費 121,968

配水設備拡張費 38,562

配水設備改良費 66,830

企業債元利償還金 90,981

簡 易 水 道 事 業 341,240 維持管理費 201,259

原水設備改良費 20,379

配水設備改良費 1,300

災害復旧事業費 308

企業債元利償還金 114,761

下 水 道 事 業 6,408,121 維持管理費 2,695,755

管渠施設整備費 1,080,636

　広域化共同化に伴う事業計画変更業務委託等 23,837

  管渠築造工事（通常分） 814,719

ポンプ場施設整備費 409,560

　中央ポンプ場改築工事委託 360,000

水処理センター施設整備費 131,189

　汚泥脱水・消化タンク設備等詳細設計 78,000

　【新規】No.1、2消泡水ポンプ更新工事 10,295

流域下水道建設費 24,141

営業設備費 416

企業債元利償還金 2,059,421

合 計 7,564,072

主 要 事 項
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