
○　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　％

105,747,592 5,032,357 110,779,949 4.8

71,234,516 341,683 71,576,199 2.7

2,482,580 279,485 2,762,065 0.0

28,836,309 18,072 28,854,381 △ 0.6

40,348 0 40,348 2.1

30,623 44,126 74,749 皆増

34,678,833 25,000 34,703,833 △ 14.6

14,858,321 25,000 14,883,321 △ 15.2

211,660,941 5,399,040 217,059,981 0.5

　 5,032,357

（１）国の経済対応に係るもの 1,074,796

◇国の第１次補正予算（経済危機対策）　　569,086

①　地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業 △ 82,373

追加（３件）76,283 経危交 75,063

１）安全・安心の実現（１件）　16,283 一財 1,220

２）地球温暖化対策（１件）　55,000

３）その他将来に向けた地域の実情に応じたきめ細かな事業（１件）　5,000

生活関連公共事業

減額（３件）△158,656 経危交 △ 82,504

１）その他将来に向けた地域の実情に応じたきめ細かな事業（３件）△158,656 国 △ 67,484

うち地上デジタル放送対策（２件）　△147,392 諸収入 △ 8,668

うち生活関連公共事業（１件）△11,264

※詳細は「地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業一覧表」のとおり

②　地域活性化・公共投資臨時交付金事業（２件） 651,469

・小学校耐震対策事業費 560,110 国 224,917

耐震改修工事　８校（１０棟） 公投交 202,427

福石小、庵浦小、中里小、天神小、山手小、相浦小、日宇小、小世保小 市債 125,400

耐震改修工事実施設計　４校（４棟） 一財 7,366

針尾小、潮見小、船越小、庵浦小

（教育委員会総務課）

・中学校耐震対策事業費 91,359 国 39,566

耐震改修工事　３校（３棟） 公投交 35,610

光海中、浅子中、愛宕中、 市債 15,600

耐震改修工事実施設計　１校（１棟） 一財 583

大野中

（教育委員会総務課）

総合病院事業

住宅事業

◎　補正予算の主なもの

国民健康保険事業

１　一般会計

○　補正予算額

合　　　計

風力発電事業

企　業　会　計

災害共済事業

◎　補正予算案の概要

会　　計　　別

一　般　会　計

特　別　会　計



◇国の第２次補正予算（明日の安心と成長のための緊急経済対策等）　　505,700

①　地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業（３２件） 692,000 きめ細か 692,000

※詳細は「地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧表」のとおり

②　グリーンニューディール基金造成事業費 58,540 国 58,540

佐世保市グリーンニューディール基金条例新設に伴う基金積立金

（環境部環境政策課・財務部財政課）

③　子ども手当支給事業費 13,470 国 13,470

平成２２年度からの子ども手当支給に係るシステムの整備

（子ども未来部子ども支援課）

④　子育て応援特別手当支給事業費 △ 258,310 国 △ 258,310

国の第２次補正予算に伴う減額

（子ども未来部子ども支援課）

（２）その他 3,957,561

①　歳入過年度過誤納返還金 24,000 一財 24,000

市税、国庫負担金など

（財務部市民税課）

②　基金造成費 3,909,202 寄附金 10,753

減債基金、財政調整基金など６基金 繰入金 13,142

（財務部財政課） 諸収入 135,307

一財 3,750,000

③　健康診査事業費 20,659 諸収入 3,702

がん検診の受診者数及び単価の増 一財 16,957

（保健福祉部健康づくり課）

④　小学校就学援助費 2,654 国 56

援助対象者数及び単価の増 一財 2,598

（教育委員会総務課）

⑤　図書館資料費 1,046 寄附金 1,046

篤志家からの寄附による図書購入

（教育委員会図書館）

　地域のニーズにきめ細かく対応したインフラ整備事業の実施により、地元の中小企業・零細企業の受注機会を
増加させるとともに、地域の活性化等を図るもの



341,683

279,485

基金積立金 279,485 財産収入 279,485

土地売払収入を財源とした住宅基金への積立（旧赤崎住宅など５件）

18,072

償還金 18,072 繰越金 18,072

平成２０年度医療費等の確定に伴う国庫負担金などの精算返還金

〇　補正予算額（予算の組み替えによる項の新設） 0

交通災害共済事業費　△8,350 0

火災共済事業費　△4,792

繰出金　13,142

44,126

風力発電施設主軸受取替工事　55,000 44,126 売電収入 △ 10,874

風車管理業務委託料の減など　△10,874
一般会計

繰入金 55,000

25,000

期　間 限度額

平成２１年度から２２年度 44,591千円

25,000

給与費 △ 225,000

育児休業等によるもの

材料費 250,000

薬品費及び診療材料費の増

２　特別会計

（１）　住宅事業

（２）　国民健康保険事業

（保健福祉部医療保険課）

（都市整備部住宅課）

〇　補正予算額

〇　補正予算額

〇　補正予算額

（４）　風力発電事業

（環境部宇久環境センター）

〇　補正予算額

（３）　災害共済事業

吉井地域及び小佐々地域水道施設維持管理業務

事　項

吉井地域及び小佐々地域における水道施設維持管理業務の見直しに係るもの
（委託範囲の拡大及び契約単位の統合による効率性の向上）

３　企業会計

（総合病院財務課）

（市民生活部交通安全対策課）

（１）　水道事業

（水道局経営管理課）

〇　債務負担行為の設定

（２）　総合病院事業



地域活性化・経済危機対策臨時交付金事業一覧

（単位；千円）

部局名 課名

温暖化
風力発電施設改修事業費
（風力発電事業会計繰出金）

風力発電施設主軸受取替工事に係る繰出金 55,000 55,000 環境部
宇久環境セ
ンター

安全安心 轟旧し尿処理施設解体事業費
既に利用を停止し、老朽化が進んでいる轟旧し尿処理施設の解体
　プラント、地下構造部処分等に係る事業費の追加
　現計予算額　65,000千円　→　補正後予算額　81,283千円

16,283 16,283 環境部 施設課

生活関連
公共事業

漁港維持管理事業費
雨水等による土砂流出防止のための水路整備
　楠泊漁港

5,000 3,780 農水商工部 水産課

生活関連
公共事業

耕作放棄地解消緊急整備事
業費

８月補正により追加した当該事業（水路及び農道整備　計２０地区）に係る
国の第２次補正予算に伴う減額
　補助採択率６５．４６％
　現計予算額　31,426千円　→　補正後予算額　20,162千円

△ 11,264 △ 2,596 農水商工部 農林整備課

地デジ
小学校地上デジタル放送対策
事業費

８月補正により追加した市内全小学校におけるデジタルテレビ等の購入
に係る入札残に伴う減額
　現計予算額　455,213千円　→　補正後予算額　354,197千円

△ 101,016 △ 53,689 教育委員会 総務課

地デジ
中学校地上デジタル放送対策
事業費

８月補正により追加した市内全中学校におけるデジタルテレビ等の購入
に係る入札残に伴う減額
　現計予算額　280,954千円　→　補正後予算額　234,578千円

△ 46,376 △ 26,219 教育委員会 総務課

６件 予算額計 △ 82,373 △ 7,441

交付金充当額
担当部署名

区分 事業名 事業内容 予算額



地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧

（単位；千円）

部局名 課名

土木施設
（道路・橋梁）

道路改良事業費 岳野越線ほか　計４路線 21,000 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（道路・橋梁）

道路改良（安全施設）事業費 木場田万徳町線ほか　計５路線 84,500 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（道路・橋梁）

舗装整備事業費 潮見白南風町線ほか　計１１路線 35,000 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（道路・橋梁）

側溝整備事業費 牽牛崎団地線ほか　計１１路線 40,000 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（道路・橋梁）

橋りよう整備事業費 柚木新町線　新生橋　ほか　計３路線（３橋） 16,000 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（下水道・排水
路）

水路整備事業費 大和町地内ほか　計７地区 40,000 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（下水道・排水
路）

椎木地区浸水対策事業費
浸水被害防止のための強制排出用ポンプの設置など
　ポンプ２台、導水路　延長１３０ｍ

72,000 土木部
土木政策・
管理課

土木施設
（公園・緑地等）

西海パールシーリゾート環境整備事
業費

駐車場周辺整備（第１駐車場カラー舗装、第３駐車場入り口付近崩落対策ブロック
設置）、デッキ危険個所補修など

10,100

土木施設
（公園・緑地等）

烏帽子散策の森維持管理事業費
駐車場舗装工事；駐車台数　２０台程度
植栽工事

3,600 農水商工部 農林整備課

土木施設
（港湾）

各地区港湾施設維持補修事業費
鯨瀬ターミナル補修
　可動橋、屋根等

10,000 港湾部
みなと振
興・管理課

土木施設
（港湾）

港湾施設維持補修事業費
護岸修復；浦頭地区　10,000千円
航路・泊地浚渫；船越地区25,000千円、日宇地区20,000千円

55,000 港湾部
みなと整備
課

土木施設
（農道・水路等）

基盤整備施設維持管理事業費
老朽化により漏水が顕著な農業用ため池の護岸補修
　世知原牟田ため池

40,000 農水商工部 農林整備課

企業立地・観光物産振興
局

区分 事業名 予算額
担当部署名

事業内容



地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧

（単位；千円）

部局名 課名
区分 事業名 予算額

担当部署名
事業内容

土木施設
（農道・水路等）

市単独農道新設改良事業費
農業者等が実施する農道の拡幅改良工事費用に対する７割補助
　太田地区

8,000 農水商工部 農林整備課

土木施設
（農道・水路等）

林道舗装事業費 林道大谷上線ほか　計７路線 27,400 農水商工部 農林整備課

土木施設
（農道・水路等）

漁港維持管理事業費
浅子漁港排水路整備　17,000千円
久津漁港浚渫　4,000千円

21,000 農水商工部 水産課

土木施設
（その他）

総合グラウンド陸上競技場舗装改修
事業費

トラック舗装改修（１～３コース）　1,537.1㎡ 30,300 教育委員会
スポーツ振
興課

土木施設
（その他）

福石中学校ナイター施設改修事業費 照明塔改修（４箇所） 16,100 教育委員会
スポーツ振
興課

土木施設
（その他）

させぼ市民活動交流プラザ補修事業
費

擁壁石積落石防止対策工事　1,800千円
側溝補修工事　4,100千円

5,900 市民生活部
市民協働推
進室

建築物
（教育施設）

美術館設備改善事業費
監視カメラ設置（１階、中２階）
１階男女トイレ一部洋式化
２階空調機更新

12,300 教育委員会
島瀬美術セ
ンター

建築物
（保育所等）

公立保育所施設整備費
中部子育て支援センター（市立大黒保育所）　床張替　185㎡
北部子育て支援センター（市立上相浦保育所）　駐車場拡幅　140.05㎡

4,500
子ども未来
部

子ども育成
課

建築物
（保育所等）

児童センター施設整備費
早岐児童センター園庭等整備
　擁壁・側溝補修、点字ブロック・手すり設置など

4,400
子ども未来
部

子ども育成
課

建築物
（保育所等）

障がい者施設設備改修事業費 障がい者文化体育施設（サン・アビリティーズ佐世保）体育室床研磨、塗装　707㎡ 3,800 保健福祉部
障がい福祉
課

建築物
（庁舎等）

国体準備室事務所改修事業費
教育センター施設（天神五丁目）を活用した国体準備室の整備
　敷地面積；3,064㎡、建物面積999㎡、
　鉄筋コンクリート造（一部ブロック造）、駐車台数60台、収容人員146人

14,000 教育委員会
スポーツ振
興課

建築物
（その他）

鹿子前観光ターミナルビルリニューア
ル事業費

外壁、屋根、照明、内装等改修工事 68,500
企業立地・観光物産振興
局



地域活性化・きめ細かな臨時交付金事業一覧

（単位；千円）

部局名 課名
区分 事業名 予算額

担当部署名
事業内容

建築物
（その他）

子ども発達センター改修事業費
ロビー階段小児用手すり設置
汚物処理用水洗設置
理学療法室間仕切り板設置（可動式）

1,500
子ども未来
部

子ども保健
課

建築物
（その他）

ふれあいセンター整備事業費
駐車スペース整備
トイレ改修

3,300 財務部 財産管理課

建築物
（その他）

看護専門学校施設整備事業費
学生寮の補修
　雨漏り修繕、階段補修、作法室畳替えなど

1,000 総合病院
看護専門学
校

建築物
（その他）

公園便所整備事業費
天神公園
　水洗化及びバリアフリー化

15,000 都市整備部 都市政策課

建築物
（その他）

商店街支援事業費
相浦商工振興会が実施する商店街街路灯取替費用に対する４／５補助
　水銀灯５３基　→　ＬＥＤ

5,400 農水商工部 商工課

建築物
（その他）

漁業関連施設等管理事業費
漁民総合センター空調設備改修
　老朽化・フロンガス・省エネ対策

8,500 農水商工部 水産課

建築物
（その他）

やすらぎ荘・あたご荘・よしい荘修繕
事業費

（社）佐世保市社会福祉協議会が実施する各施設の補修工事費用に対する補助
　やすらぎ荘　4,983千円、あたご荘5,135千円、よしい荘282千円

10,400 保健福祉部
健康づくり
課

建築物
（その他）

いでゆ荘・つくも荘運営事業費
老人福祉センターの補修
　いでゆ荘　600千円
　つくも荘　2,900千円

3,500 保健福祉部
健康づくり
課

３２件 予算額計 692,000




