
○　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　％

110,477,758 528,005 111,005,763 △ 1.2

75,413,576 105,482 75,519,058 2.0

8,679 14,874 23,553 171.4

24,332,556 90,608 24,423,164 0.9

47,367,653 65,341 47,432,994 16.9

20,834,789 65,341 20,900,130 7.6

233,258,987 698,828 233,957,815 3.1

　 528,005

（１）　地域の活性化等緊急課題への取り組み　（１件） 300,000

①　地域の元気づくり事業費 300,000 一財 300,000

生活関連公共事業の追加など３２件

　※内容については、別紙参照

（２）　災害復旧　（２件） 45,500

　 梅雨前線豪雨（7/2～3）に係るもの

　①　農業用施設災害復旧費 40,200 分・負担金 1,420

　農地　２２か所、施設　９か所 県 32,980

（農水商工部農林整備課） 市債 5,800

　②　林道災害復旧事業費 5,300 一財 5,300

　林道瀬替線ほか１０線

（農水商工部農林整備課）

（３）　その他　（６件） 182,505

①　臨時福祉給付金給付事業費 99,000 国 99,000

　支給対象者数の増などによるもの

・支給対象者数（61,200人⇒68,500人）

・加算対象者数（30,600人⇒35,800人）

（保健福祉部保健福祉政策課）

②　予防接種事業費 70,435 一財 70,435

・水痘ワクチン

・成人用肺炎球菌ワクチン

（保健福祉部健康づくり課）

③　結核対策事業費 3,200 国 2,034

　入院医療費の増加などに伴う結核医療費負担金の増 一財 1,166

（保健福祉部健康づくり課）

合　　　計

◎　補正予算案の概要

会　　計　　別

一　般　会　計

特　別　会　計

佐世保市等地域交通
体系整備事業

介護保険事業

企　業　会　計

総合病院事業

◎　補正予算の主なもの

１　一般会計

○　補正予算額

　予防接種法施行令の一部改正に伴い、新たに導入されるもの
　（平成26年10月1日施行）



④　農業担い手育成事業費 7,070 県 7,070

　就農希望者の研修先の受入れ体制が整備されたことに伴い、事業を取り組むもの

（農水商工部農業畜産課）

⑤　アンテナショップ推進事業費 1,800 一財 1,800

（観光物産振興局）

⑥　小中学校図書整備費 1,000 繰入金 1,000

（教育委員会総務課）

・合併地域に光ファイバーによる超高速の情報通信基盤を整備するもの

期間 限度額

平成26年度から平成28年度 600,000

105,482

14,874 基金繰入 14,874

　松浦鉄道施設整備費補助金

・国庫補助減額に係る不足分に対して、基金取り崩しを行うもの

90,608 国 12,015

　平成25年度歳計剰余金を精算するもの 県 2,465

・基金造成費 171,567 支払基金 1,669

・国、県等への返還金 △ 80,959 一財 74,459

65,341

65,341〇　補正予算額

・平成１６年８月に発生した医療事故について、相手側との和解成立が見込
まれることから、損害賠償を行うもの

（１）　総合病院事業

（総合病院財務課）

（２）　介護保険事業

（保健福祉部長寿社会課）

〇　補正予算額

３　企業会計

（企画部地域政策課）

〇　補正予算額

２　特別会計

　相浦中里ＩＣ用地に整備予定である「地域振興施設」インフラ整備にお
ける実施設計を行うもの

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

〇　債務負担行為の設定

事　項

光の道整備事業

（１）　佐世保市等地域交通体系整備事業
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地域の元気づくり事業一覧 （単位：千円）

部局名 課名

1
高齢者生活福祉センター運営事
業

空調設備改修など 1,000 保健福祉部 長寿社会課

2 公立保育所施設整備 北部子育て支援センター園庭改修 5,000 子ども未来部 子ども育成課

3 基盤整備施設維持管理事業 北松北部広域農道ほか１地区 19,000 農水商工部 農林整備課

4 市有ため池管理事業 津穴口ため池ほか２地区 9,100 農水商工部 農林整備課

5 林道維持管理事業 林道西岳線 3,000 農水商工部 農林整備課

6 水産センター等管理保全事業 側溝改修など 4,900 農水商工部 水産センター

7 漁港維持管理事業 宇久漁港区域内ほか１地区 4,000 農水商工部 水産課

8 中心市街地魅力向上事業 403アーケード改修補助 5,845 農水商工部 産業振興課

9 動植物園施設維持管理 事務所棟屋根改修 13,000
観光物産振
興局

動植物園

10 里道維持工事 日野町地内ほか１か所 3,900 土木部
土木政策・管
理課

11 単独改良（建設） 田原小川内町線ほか６線 32,207 土木部
土木政策・管
理課

12 単独改良（安全施設） 梅田保立町線ほか６線 22,000 土木部
土木政策・管
理課

13 単独舗装新設改良 中木場線ほか６線 19,000 土木部
土木政策・管
理課

14 単独側溝整備 牽牛崎海岸線ほか１８線 31,580 土木部
土木政策・管
理課

15 通学路整備 春日小学校校区ほか１校区 6,500 土木部
土木政策・管
理課

16 単独河川改良事業 天神川ほか３河川 17,600 土木部
土木政策・管
理課

17 水路新設改良事業 針尾中町地内ほか８か所 14,400 土木部
土木政策・管
理課

18 急傾斜地崩壊対策事業 大和（８）地区 10,100 土木部
土木政策・管
理課

19 駐車場整備事業 ハウステンボス駅駐輪場 2,000 都市整備部 都市政策課

20 早岐駅周辺整備推進事業 早岐駅西口駐輪場 6,000 都市整備部 都市政策課

21 公園施設改修事業 弓張公園など２公園 10,350 都市整備部 都市政策課

22 本土最西端公園整備事業 トイレ改修など 9,650 都市整備部 都市政策課

23 各地区港湾施設維持補修 三浦地区など２か所 7,000 港湾部
みなと振興・
管理課

24 施設維持管理整備 消防署出張所トイレ洋式化（２か所） 700 消防局 総務課

25 消防クラブ運営事業 幼年消防クラブ法被購入 1,868 消防局 総務課

26 消防団施設補修 消防団施設トイレ簡易水洗化（４７か所） 12,000 消防局 総務課

担当部署
Ｎｏ 事業名 事業内容 予算額
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地域の元気づくり事業一覧 （単位：千円）

部局名 課名

担当部署
Ｎｏ 事業名 事業内容 予算額

27 通級指導教室充実事業 清水きこえとことばの教室備品購入 949 教育委員会 学校教育課

28 小学校一般施設改修 小佐々小学校敷地改修 10,000 教育委員会 総務課

29 中学校一般施設改修 三川内中学校運動場トイレ改修 6,723 教育委員会 総務課

30 図書館施設管理 照明設備改修 1,425 教育委員会 図書館

31 小佐々地区体育施設運営費 サッカーゴールなど備品購入 419 教育委員会
スポーツ振興
課

32 学校給食管理運営費 調理器具など備品購入 8,784 教育委員会 学校保健課

300,000

（財源組替）

1 斜面密集市街地対策事業 当初予算計上　　一財　⇒　交付金充当へ 30,000

2 消防車両等管理事業費 当初予算計上　　一財　⇒　交付金充当へ 24,132

3 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 150,000

「がんばる地域交付金」合計 204,132

工事種別 土木 235,637

建築 46,498

その他 17,865

地域の元気づくり事業（H26.9月補正） 300,000

財源 生活関連公共事業　追加 100,000

がんばる地域交付金財源振替 200,000

地域の元気づくり事業（H26.9月補正） 300,000

合計


