
○　総括 （単位：千円）

補正前予算額 補正予算額 補正後予算額
前年度
同期比　％

111,259,918 787,134 112,047,052 △ 0.7

73,775,588 0 73,775,588 1.1

40,773,600 0 40,773,600 5.2

225,809,106 787,134 226,596,240 0.9

　 787,134

（１）　国の緊急経済対策に係るもの 603,463

①　地域の元気臨時交付金（地域経済活性化・雇用創出臨時交付金） 450,100 国 449,600

・生活関連公共事業等の追加（１９件） 一財 500

※内容については、別紙参照

②　県の基金等を活用するもの 153,363

・消費生活相談事業費（長崎県消費者行政活性化基金） 1,054 県 1,054

消費者生活相談窓口の機能強化のため担当職員の研修

（市民生活部消費生活センター）

・消費者意識啓発事業費（長崎県消費者行政活性化基金） 2,615 県 2,615

消費者教育・啓発、高齢者の消費者トラブル防止のための情報提供

（市民生活部消費生活センター）

・私立保育所運営費（長崎県安心こども基金） 136,891 県 136,891

（子ども未来部子ども支援課）

・公立保育所管理運営委託事業費 2,565 一財 2,565

（子ども未来部子ども育成課）

・産地化・ブランド化育成事業費（緊急雇用創出事業臨時特例基金） 10,238 県 10,238

養殖トラフグの身欠き加工技術習得と加工品の販売体制の確立

（農水商工部水産課）

（２）　国、県の補助決定に伴うもの 163,941

①　公共事業等の追加 94,151

・土地改良事業費（県営事業負担金） 2,971 市債 2,600

２地区（岳の田地区、松浦地区） 一財 371

（農水商工部農林整備課）

保育士等処遇改善臨時特例事業
　・民間施設給与等改善費を基礎に上乗せ補助

委託保育所保育士等処遇改善臨時特例事業
　・民間施設給与等改善費を基礎に加算

◎　補正予算の主なもの

１　一般会計

○　補正予算額

企　業　会　計

合　　　計

◎　補正予算案の概要

会　　計　　別

一　般　会　計

特　別　会　計



・幹線道路整備事業費 16,700 国 9,020

尼潟循環線 市債 6,900

（土木部土木政策・管理課）
一財 780

・通学路整備事業費 18,930 国 10,230

早岐広田町線、鵜渡越観光通線 市債 7,800

（土木部土木政策・管理課）
一財 900

・橋りよう長寿命化修繕計画策定事業費 12,550 国 6,765

橋梁の概略点検と長寿命化修繕計画を策定するもの 市債 5,200

（土木部土木政策・管理課）
一財 585

・社会資本整備総合交付金事業費 23,000 国 12,394

佐世保相浦循環線（立神橋ほか２橋） 市債 9,500

（土木部土木政策・管理課）
一財 1,106

・鯨瀬ターミナル周辺機能再編事業費 20,000 国 8,000

フェリー岸壁改修 市債 10,800

（港湾部みなと整備課）
一財 1,200

②　ソフト分 69,790

・福祉医療費助成事業費 8,015 県 4,007

一財 4,008

（保健福祉部障がい福祉課）

・児童クラブ事業費 1,200 県 600

夏休み放課後児童クラブ　３か所 一財 600

（子ども未来部子ども育成課）

・生活保護電算システム改修事業費 3,780 国 3,780

（保健福祉部生活福祉課）

・中心市街地魅力向上事業費 7,900 県 2,926

一財 4,974

（農水商工部産業振興課）

・建築物バリアフリー化事業費 48,895 県 48,895

（都市整備部建築指導課）

中央商店街を主とした関係団体による街づくりにつながる人材育成
と地域の特性や住民ニーズ等の調査・研究を通して、今後のまちな
かの魅力づくりや戦略・方向性を立案していくことへ支援するもの

既存住宅のバリアフリー化等の一定の性能が確保できる良質な住
宅ストックを形成するため、住宅性能向上リフォーム工事を行う場合
に補助するもの

長崎県福祉医療費補助金実施要綱の改正に伴い、支給対象者及
び支給率が変更となるため（平成25年10月改正）
　・身体障害者３級及び療育手帳B１　　　　　　支給率２／３⇒１／２
　・　　〃　（後期高齢者医療加入保険者）の追加　上記同条件
　・精神障害者保健福祉手帳１級の追加　　　　通院のみ

生活扶助費基準額見直し（平成25年8月）に伴う電算システム改修
経費



（３）　その他 19,730

①　東部クリーンセンター損害賠償請求訴訟経費 13,104 一財 13,104

（環境部施設課）

②　ごみ収集運搬事業費 4,305 一財 4,305

（環境部廃棄物減量推進課）

③　離島し尿海上輸送費補助金 1,321 一財 1,321

（環境部環境政策課）

④　小中学校図書整備費 1,000 繰入金 1,000

（教育委員会総務課）

黒島・高島への民間航路（睦丸）廃止に伴い、他の航送手段を確保する
ことになったため収集運搬経費が増額したもの

昨年度末受けた寄附金を基に学校図書を購入するもの
　・佐世保管工事協同組合

建設工事入札談合に係る損害賠償請求訴訟の和解締結に伴う訴訟代
理人への委託料

黒島・高島への民間航路（睦丸）廃止に伴い、他の航送手段を確保する
ことになったため収集運搬経費が増額したもの



地域の元気臨時交付金事業一覧

（単位：千円）

部局名 課名

1
生活関連
公共事業

単独改良（建設） 長畑奥山線ほか３線 17,000 17,000 土木部
土木政策・
管理課

2
生活関連
公共事業

単独改良（安全施設）
長畑相浦線ほか８路線、国体会場周辺整備（烏帽子
岳線ほか３路線）

33,100 33,100 土木部
土木政策・
管理課

3
生活関連
公共事業

舗装新設改良 国体会場周辺整備（千鳥越線） 10,000 10,000 土木部
土木政策・
管理課

4
生活関連
公共事業

単独側溝整備 大平線ほか１９路線、国体会場周辺整備（石岳線） 55,800 55,800 土木部
土木政策・
管理課

5
生活関連
公共事業

単独河川改良 天神川ほか７河川 18,000 18,000 土木部
土木政策・
管理課

6
生活関連
公共事業

水路新設改良 柚木元町地内ほか１１箇所 40,000 40,000 土木部
土木政策・
管理課

7
生活関連
公共事業

柚木第二公園整備事
業

便所など新設 10,000 10,000 都市整備部 都市政策課

8
生活関連
公共事業

天神公園整備事業 遊具など改修 15,000 15,000 都市整備部 都市政策課

9
生活関連
公共事業

小学校施設維持改修
事業

高圧受電設備改修（三川内小、相浦小） 23,000 23,000 教育委員会 総務課

10
生活関連
公共事業

中学校施設維持改修
事業

高圧受電設備改修（早岐中、崎辺中） 23,000 23,000 教育委員会 総務課

11 漁港 漁港維持管理事業 高島漁港ほか４漁港（舗装工、照明灯改修） 16,000 16,000 農水商工部 水産課

12 港湾 港湾施設改良事業
庵ノ浦地区ほか４地区（浮桟橋改修、護岸嵩上げ工
事、消波ブロック設置）

100,000 100,000 港湾部
みなと
整備課

13
公共施設
改修

公立保育所施設整備
東部子育て支援センター　日よけ設置
中部子育て支援センター　相談室及び遊具設置

19,000 19,000
子ども未来
部

子ども
育成課

14
公共施設
改修

すぎのこ園施設整備
事業

園児の療育器具（スイング）設置 3,900 3,900
子ども未来
部

子ども
育成課

15 保健所
試験検査施設整備事
業

試験検査機器更新（高速液体クロマトグラフなど） 12,000 12,000 保健福祉部 試験検査課

16 環境保全
大気汚染防止機器整
備事業

ＰＭ２．５自動測定機増設（吉井測定局） 3,800 3,800 環境部 環境保全課

17
公共施設
改修

環境事業管理業務 鹿町支所前公衆便所改修 12,500 12,500 環境部 環境政策課

18 消防 消防車両等管理事業 西消防署　消防ポンプ車　１台 28,000 27,500 消防局 総務課

19 教育
鹿町江迎学校給食セ
ンター管理運営

鹿町江迎学校給食センターの給食配送車購入（２台） 10,000 10,000 教育委員会 学校保健課

６月補正予算額　計 450,100 449,600

（財源組替）

1
生活関連
公共事業

単独改良（建設） 当初予算計上　　一財　⇒　交付金充当へ 284,118 46,787 土木部
土木政策・
管理課

2 公共事業 中学校環境整備事業 当初予算計上　　一財　⇒　交付金充当へ 41,820 40,000 教育委員会 総務課

3 公共事業 祗園中学校建設事業 当初予算計上　　一財　⇒　交付金充当へ 50,000 50,000 教育委員会 総務課

4
公共施設
改修

日宇地区公民館体育
室建設事業

当初予算計上　　一財　⇒　交付金充当へ 318,788 60,000 教育委員会 社会教育課

財源組替　計 694,726 196,787

※平成２４年度７号補正 232,000

「地域の元気臨時交付金」合計 878,387

事業名 事業内容 予算額 交付金充当額
担当部署名

区分


