
 

 
 

 

 

令和 2 年度 9 月 

補正予算（案）について 
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令 和 2 年 8 月 

企画財政部財政課 



【参考】

％ ％ ％ ％

275,948,475 64.4 5,436,552    281,385,027 64.8 24.5 28.0 219,757,504 

463,103       0.1 57,667        520,770       0.1 64.3 31.6 395,602 

54,885,428   12.8 19,960        54,905,388   12.6 0.0 ▲0.9 55,403,818 

2,405,948    0.6 -               2,405,948    0.6 - 61.1 1,493,307 

249,966       0.1 -               249,966       0.1 - ▲18.7 307,576 

583,818       0.1 29,484        613,302       0.1 7.4 36.5 449,226 

27,340        0.0 -               27,340        0.0 - ▲25.6 36,759 

80,271        0.0 -               80,271        0.0 - 58.2 50,747 

46,286,264   10.8 90,048        46,376,312   10.7 0.2 1.0 45,897,893 

543,248       0.1 -               543,248       0.1 - ▲2.0 554,473 

364,677       0.1 -               364,677       0.1 - 4.7 348,151 

5,827,769    1.4 -               5,827,769    1.3 - 3.4 5,637,182 

1,189,361    0.3 -               
s

1,189,361    0.3 2.4 33.8 888,904 

112,907,193 26.3 197,159       113,104,352 26.0 0.3 1.5 111,463,638 

16,278,344   3.8 83,105        16,361,449   3.8 0.6 ▲9.9 18,164,566 

23,385,825   5.5 21,897        23,407,722   5.4 0.1 4.7 22,360,111 

39,664,169   9.3 105,002       39,769,171   9.2 0.3 ▲1.9 40,524,677 

428,519,837 100.0 5,738,713    434,258,550 100.0 14.8 16.8 371,745,819 

令和2年度各会計別予算額調（令和2年9月議会）

（単位：千円）
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令和 2年度 9月補正予算について 

 

■会計別補正予算の内訳 

  （単位：千円） 

区  分 一般会計 特別会計 企業会計 計 

１ 国の補正予算に係る 

緊急経済対策 
1,646,896 21,320 - 1,668,216 

２ 本市独自の緊急経済対策 2,430,254 87,151 - 2,517,405 

小計（１＋２） 

（新型コロナ緊急経済対策） 
4,077,150 108,471 - 4,185,621 

３ 事業の見直しによる減額 ▲294,735 - - ▲294,735 

４ 災害復旧に係るもの 890,480 - - 890,480 

５ その他 763,657 88,688 105,002 957,347 

計 5,436,552 197,159 105,002 5,738,713 

※特別会計は、「観光施設事業特別会計」、「国民健康保険事業特別会計」、「駐車場事業特別会計」、及び 

「介護保険課事業特別会計」。企業会計は、「水道事業会計」及び「下水道事業会計」。 

 

■一般会計補正予算の内容  
 

１ 国の補正予算に係る緊急経済対策 【   1,646,896千円】 

・高度無線環境整備推進事業費補助金（超高速インターネット環境整備）、障害児通所等給付費

（障害児通所給付費）、生活保護費（保護施設等新型コロナウイルス感染症対策費、救護施設

職員慰労金支給事業費）、原爆被爆者保健福祉施設費（原爆被爆者養護ホーム職員慰労金支給

事業費） 

 

２ 本市独自の緊急経済対策 【  2,430,254千円】 

・市民力推進費（市民活動センター運営費）、定住促進費（ながさきウェルカム推進費）、文化施

設管理運営費（長崎ブリックホール運営費、チトセピアホール運営費）、文化施設整備事業費

（長崎ブリックホール）、平和施設管理運営費（長崎原爆資料館運営費、永井隆記念館運営費、

平和会館運営費）、情報システム管理運営費（庁内ネットワーク運営費）、情報通信機器整備事



 

業費（庁内ネットワーク整備）、離島・過疎地域振興対策費（野母崎高浜海岸交流施設運営費）、

水族館管理運営費（長崎ペンギン水族館運営費）、障害者福祉費補助金（工賃等補償支援金）、

地方独立行政法人長崎市立病院機構費（運営資金貸付金）、施設管理運営費（植木センター運

営費）、農業振興施設整備事業費補助金（地域特産農産物生産高度化支援施設）、施設管理運営

費（体験の森運営費）、施設管理運営費（伊王島海水浴場交流施設運営費、飛島磯釣り公園運

営費、高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ場運営費）、中小企業対策費（若年者雇用促進費）、

施設管理運営費（市民生活プラザ運営費）、観光振興対策費（ＤＭＯ推進費、「新しい生活様式」

対応型イベント開催費補助金）、観光客誘致対策費（お得に泊まって長崎市応援キャンペーン

事業費）、イベント共催費負担金（長崎ランタンフェスティバル事業共催費負担金）、観光施設

管理運営費（出島運営費、旧香港上海銀行長崎支店記念館運営費、軍艦島資料館運営費）、繰

出金（観光施設事業特別会計繰出金）、都市交通対策費（二輪車等駐車場維持管理費）、繰出金

（駐車場事業特別会計繰出金）、都市交通対策事業費（乗継割引システム導入事業費補助金）、

住宅リフォーム支援費（ながさき住みよ家リフォーム補助金）、定住促進空き家活用費（定住

促進空き家活用補助金）、消防車両等整備事業費（消防ポンプ自動車整備ほか）、教育諸費（キ

ャリア教育推進事業費）、小学校管理費（学習者用コンピュータ整備費、家庭学習用通信機器

整備費）、小学校維持補修費（校舎等維持補修費）、中学校管理費（学習者用コンピュータ整備

費、家庭学習用通信機器整備費）、中学校維持補修費（校舎等維持補修費）、高等学校管理費（家

庭学習用通信機器整備費）、公民館管理運営費（大型公民館運営費）、施設管理運営費（日吉自

然の家運営費）、体育施設管理運営費（諏訪体育館運営費）、市民プール管理運営費（市民総合

プール運営費、市民神の島プール運営費）、市民会館管理運営費（市民会館運営費） 

 

３ 事業の見直しによる減額 【 ▲ 294,735 千円】 

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、中止または翌年度以降への延期などによる事業

実施の見直しに伴い減額するもの。 

・国際化推進費（子どもゆめ体験費）、キャンプ誘致推進費（東京オリンピック・パラリンピッ

クキャンプ誘致推進費）、東京オリンピック・パラリンピック関連事業推進費（東京オリンピッ

ク・パラリンピック聖火リレー等実施費）、観光振興対策費（長崎くんち踊り会場運営費）、イ

ベント共催費負担金（長崎帆船まつり事業共催費負担金、長崎ペーロン選手権大会共催費負担

金）、観光振興団体負担金・補助金（長崎伝統芸能振興会補助金）、観光施設管理運営費（長崎

歴史文化博物館特別企画展負担金）、消防団活動費（団員報酬）、教育諸費（学校文化行事開催

費）、文化財保護推進費（長崎郷土芸能保存協議会補助金）、学校体育振興費（長崎県中学校体

育連盟負担金、学校体育選手派遣費補助金）、平和マラソン推進費（平和マラソン実行委員会

負担金） 

 



 

４ 災害復旧に係るもの 【  890,480 千円】 

・農業費負担金（自然災害防止事業費）、建築指導費（宅地のがけ災害対策費補助金）、自然災害

防止事業費（急傾斜地崩壊対策）、河川海岸費負担金（急傾斜地崩壊対策事業費）、農業用施設

災害復旧費（現年度災害分）、林業施設災害復旧費（現年度災害分）、道路災害復旧費（現年度

災害分）、河川災害復旧費（現年度災害分）、公園災害復旧費（現年度災害分）、漁港災害復旧

費（現年度災害分） 

 

５ その他 【  763,657 千円】 

・市民活動センター施設整備事業費（市民活動センター）、基金積立金（財政調整基金）、市有財

産保全事業費（西小島２丁目）、企画推進費（長崎開港４５０周年記念事業費）、平和推進費（「長

崎クスノキプロジェクト」推進費）、指定管理者候補者選定審査会費（（仮称）長崎のもざき恐

竜パーク）、離島・過疎地域振興対策事業費（野母崎田の子地区再整備）、国・県支出金等返還

金（水産業費返還金）、諸収入返還金（スポーツ振興くじ助成金返還金）、戸籍住民基本台帳費

（住民記録系システム運営費）、児童福祉等施設整備事業費（放課後児童クラブ）、児童福祉等

施設整備事業費補助金（民間保育所、放課後児童クラブ）、児童福祉等施設整備事業費（子育

て支援センター）、新火葬場整備推進費（基本構想策定費）、新東工場建設推進費（新東工場建

設環境影響評価費）、企業立地用地整備事業費（田中町）、道路新設改良事業費（新市庁舎周辺

道路（電線類地中化））、中学校整備事業費（諸工事）、市民会館施設整備事業費（市民会館設

備整備）、元金 

 

● 繰越明許費  
繰越明許費は、「文化施設整備事業費 長崎ブリックホール」など 16件を計上。 

 

● 債務負担行為  

債務負担行為は、「長崎開港４５０周年記念事業実行委員会負担」」など 4 件を

計上。 

 

 

■特別会計補正予算の内容 
観光施設事業特別会計において、「グラバー園運営費」を計上するなど、4特別

会計において補正予算を計上。 

 

 

■企業会計補正予算の内容 
   水道事業会計において、「配水施設事業」を計上するなど、2 企業会計におい

て補正予算を計上。 



Ⅰ 一般会計予算 5,436,552 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

2,329,042

1 市民力推進費               1,738 市民協働推進室

市民活動センター運営費

2             12,000

市民活動センター

3 基金積立金           378,586 財政課

財政調整基金

4 【単独】市有財産保全事業費               6,100 自治振興課

西小島２丁目

5 企画推進費               6,531 開港４５０周年

長崎開港４５０周年記念事業費 事業推進室

6 定住促進費               7,700 移住支援室

ながさきウェルカム推進費

7 文化施設管理運営費             19,676 文化振興課

(1) 長崎ブリックホール運営費               4,086

(2) チトセピアホール運営費             15,590

8 【単独】文化施設整備事業費               8,100

長崎ブリックホール

9 国際化推進費          ▲10,462 国際課

子どもゆめ体験費

オンラインを活用した新しい生活様式での芸術文化活動
ができるようにするため、カメラ、大型ディスプレイ、
パソコン等の購入経費を増額するもの。

　　当初予算額　298,348千円

令和2年度9月市議会定例会　補正予算（案）の主な内容　

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　18,454千円

 2 款　　総　務　費

内　　　　容

市民活動センターの改修を実施するもの。
・ブロック塀改修
・センター入口スロープ設置

【補助】市民活動センター施設整備事業
費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による子どもゆめ
体験事業における中学生の派遣中止に伴い減額するも
の。

　　当初予算額　10,466千円

退職手当負担金の清算を行った結果、還付金が見込みを
上回ったことに伴い、財政調整基金積立金を増額するも
の。

当初予算額　2,240,312千円　清算額　2,614,881千円

西小島２丁目の市有地の石垣に膨張箇所が見られること
から、危険防止対策を行うために、敷地の測量設計を行
うもの。

令和3年度に開催する長崎開港４５０周年記念事業にむけ
た広報に係る経費等に係る負担金を増額するもの。

　　当初予算額　7,395千円

長崎県外から本市へ移住し、必要な要件を満たした中学
生以下の世帯員がいる子育て世帯の者に支給する子育て
世帯ウェルカム補助金を増額するもの。

　　当初予算額　29,707千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　30,199千円

オンラインを活用した新しい生活様式での芸術文化活動
ができるようにするため、長崎ブリックホール全館に無
線ＬＡＮ（Ｗi-Ｆi）を整備する経費を増額するもの。

　　当初予算額　250,100千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

10 平和推進費             12,584 平和推進課

「長崎クスノキプロジェクト」推進費

11 平和施設管理運営費             97,615

(1) 長崎原爆資料館運営費             81,504

(2) 永井隆記念館運営費                 377

(3) 平和会館運営費             15,734

12 情報システム管理運営費             27,648 情報システム課

庁内ネットワーク運営費

13         1,603,106

超高速インターネット環境整備

14 【単独】情報通信機器整備事業費               9,100

庁内ネットワーク整備

15 指定管理者候補者選定審査会費                 357 南総合事務所

（仮称）長崎のもざき恐竜パーク 地域福祉課

16 離島・過疎地域振興対策費               1,557 水産農林政策課

野母崎高浜海岸交流施設運営費

17 【単独】離島・過疎地域振興対策事業費             79,000 南総合事務所

野母崎田の子地区再整備 地域整備課

18 水族館管理運営費             73,109 水産農林政策課

長崎ペンギン水族館運営費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　68,763千円

野母崎田の子地区再整備事業に併せ、旧野母崎福祉保健
センターを休憩施設として活用するため、建物の改修工
事を行うもの。

　　当初予算額　479,800千円

部局長室及び本館・別館・出先の主要な会議室等におい
て、職員間及び市民や事業者等の関係者とテレビ会議が
できるよう、ノートパソコンやタブレットなどの機器を
購入する経費などを増額するもの。

　　当初予算額　99,907千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
ほか、ポストコロナ社会に対応するための密集状況情報
発信等に伴うウェブ改修を行うもの。

　　当初予算額　94,456千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　10,597千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　39,364千円

田の子地区に建設予定の恐竜博物館を含めた周辺施設
（野母崎総合運動公園、野母崎文化センター、野母崎体
育館、軍艦島資料館）を一体化した公の施設（（仮称）
長崎のもざき恐竜パーク）について、指定管理者候補者
選定審査会を開催するもの。

市内地区間の情報格差を解消するため、採算性の問題で
通信事業者による超高速インターネット環境の整備が進
んでいない地区における光回線の整備に係る経費に対し
て補助を行うもの。

被爆75周年の今年、被爆樹木を世界平和のために活用す
る「長崎クスノキプロジェクト」を立ち上げ、被爆樹木
に関するストーリーを様々な手法で紹介することによ
り、被爆の実相の継承及び平和の発信に取り組むもの。

【補助】高度無線環境整備推進事業費補
助金

部局長室及び本館・別館・出先の主要な会議室等におい
て、職員間及び市民や事業者等の関係者とテレビ会議が
できるよう、配線等工事を実施するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　15,648千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

19 キャンプ誘致推進費          ▲15,841 スポーツ振興課

20          ▲18,703

21 国・県支出金等返還金               6,397 水産振興課

水産業費返還金

22 諸収入返還金             17,886 生涯学習課

スポーツ振興くじ助成金返還金

23 戸籍住民基本台帳費               5,258 中央地域

住民記録系システム運営費 センター

57,192

24 障害児通所等給付費             23,510 障害福祉課

障害児通所給付費

25 障害者福祉費補助金               6,900

工賃等補償支援金

26 【補助】児童福祉等施設整備事業費               6,200 こどもみらい課

放課後児童クラブ

27 【補助】児童福祉等施設整備事業費補助金            ▲1,298

(1) 民間保育所             18,756 幼児課

(2) 放課後児童クラブ          ▲20,054 こどもみらい課

28 【単独】児童福祉等施設整備事業費               1,600 子育て支援課

子育て支援センター

土井首地区子育て支援センターと菜の花学童クラブ併設
の旧南幼稚園の敷地内における既存ブロック塀の改修工
事を実施するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、東京オリ
ンピック・パラリンピックが翌年度へ延期されたことに
よる事業実施の見直しに伴い減額するもの。

　　当初予算額　16,166千円

入所児童の保育環境の向上及び待機児童の解消を図るた
め、民間保育所の定員増を伴う移転新築に係る経費を助
成するもの。
・対象　移転新築　１施設

　　現計予算額　201,903千円

令和2年度に施工する市民体育館競技場床改修工事につい
ては、スポーツ振興くじ助成金を活用するにあたり、平
成24年度に行った床改修工事についても同助成金を活用
し実施していたことから、財産の処分制限期間15年のう
ち助成の期間が重複する7年分に係る当該助成金の返還を
行うもの。

国外転出者のマイナンバーカードの活用を目的とした住
民基本台帳法改正に伴い、戸籍附票に住民票コード等を
記載するため、住民記録システムの改修を行うもの。

　　当初予算額　21,804千円

東京オリンピック・パラリンピックキャン
プ誘致推進費

東京オリンピック・パラリンピック関連
事業推進費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、東京オリ
ンピック・パラリンピックが翌年度へ延期されたことに
よる事業実施の見直しに伴い減額するもの。

　　当初予算額　18,703千円

平成28年度に国庫補助事業により民間企業に交付した補
助金について、民間企業の申し出により、過大に交付を
受けていた補助金の一部を自主返還するもの。

放課後児童クラブの施設整備に係る補助金について、計
画の中止及び国の補助基準額の改定に伴い減額するも
の。
・対象　計画の中止による減額　1施設
　　　　国の補助基準額の改定に伴う増額　1施設

菜の花学童クラブと土井首地区子育て支援センター併設
の旧南幼稚園の敷地内における既存ブロック塀の改修工
事費を増額するもの。

　　当初予算額　616千円

 3 款　　民　生　費

東京オリンピック・パラリンピック聖火リ
レー等実施費

特別支援学校等の一斉臨時休校に伴い、放課後等デイ
サービス利用の増加分に対する給付費を増額するもの。
・対象施設　65施設（放課後等デイサービスを実施
　　　　　　している全施設）
・対象期間　令和2年4月～5月

　　現計予算額　2,118,676千円

就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）において、新型コロ
ナウイルス感染症の影響により売上が減少し、利用者へ
支払う工賃の維持が困難となっているため、障害者の工
賃等確保を目的として、事業者に対し支援金を交付する
もの。



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

29 生活保護費             10,730

(1)               7,630 中央総合事務所

生活福祉１課

(2) 救護施設職員慰労金支給事業費               3,100

30 原爆被爆者保健福祉施設費               9,550 調査課

1,000,856

31 地方独立行政法人長崎市立病院機構費         1,000,000 地域医療室

運営資金貸付金

32 新火葬場整備推進費                 327 もみじ谷葬斎場

基本構想策定費

33 新東工場建設推進費                 529 環境整備課

新東工場建設環境影響評価費

43,947

34 施設管理運営費                 392 水産農林政策課

植木センター運営費

35 【単独】農業振興施設整備事業費補助金             25,000 農林振興課

地域特産農産物生産高度化支援施設

36 農業費負担金               7,680

自然災害防止事業費

37 施設管理運営費               3,056 水産農林政策課

体験の森運営費

38 施設管理運営費               7,819

(1) 伊王島海水浴場交流施設運営費               3,907

原爆被爆者養護ホーム職員慰労金支
給事業費

令和2年7月の豪雨により赤首町大野地区において斜面の
崩落等が発生していることから、県が実施する調査・観
測・設計等について、県施行負担金を増額するもの。

　　当初予算額　5,000千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による患者の受入
制限等のため、資金不足が生じている長崎みなとメディ
カルセンターに対して、運営資金の貸し付けを行うも
の。

もみじ谷葬斎場の建て替えに係る基本構想を策定するた
め、審議会の開催等を行うもの。

救護施設に勤務し、利用者と接する職員に対する慰労金
の支給を行うもの。

保護施設等における新型コロナウイルス感染症対策のた
め、マスクや消毒液などの衛生用品等の配布及び感染者
が発生した場合の建物や設備の消毒を実施するもの。

保護施設等新型コロナウイルス感染症
対策費

新東工場建設に係る環境影響評価（環境アセスメント）
において、建設時の造成工事の影響の可能性を考慮し、
地域特性を踏まえ、水生動物調査に係る調査費を増額す
るもの。

　　当初予算額　73,054千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　8,239千円

新型コロナウイルス感染症への対応を図りながら地域農
業の活性化につなげるため、地域特産の農産物である
「長崎びわ」の生産の効率化や「長崎いちご」の施設栽
培のスマート化など、農業者等が自主的に行う生産力の
向上と高度化の取り組みに対して支援を行うもの。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、相当程
度心身に負担がかかる業務に強い使命感を持って従事し
た原子爆弾被爆者養護ホームに勤務する職員に対し、慰
労金を支給するもの。

 4 款　　衛　生　費

 6 款　　農　林　水　産　業　費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　14,663千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　22,540千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

(2) 飛島磯釣り公園運営費               2,531 水産農林政策課

(3)               1,381

378,688

39 中小企業対策費               7,000 産業雇用政策課

若年者雇用促進費

40 施設管理運営費             14,593 商工振興課

市民生活プラザ運営費

41 観光振興対策費               6,794

(1) ＤＭＯ推進費             22,240 交流戦略推進室

(2) 長崎くんち踊り会場運営費          ▲35,446 観光推進課

(3)             20,000 交流戦略推進室

42 観光客誘致対策費           233,576 観光推進課

43 イベント共催費負担金             11,137

(1)             60,344

(2) 長崎帆船まつり事業共催費負担金          ▲34,757

(3) 長崎ペーロン選手権大会共催費負担金          ▲14,450

新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面での企業
説明会等が中止となるなか、地元企業の採用活動のオン
ライン化を支援するとともに、企業紹介書籍の電子化に
より企業情報の発信を強化するもの。

長崎ランタンフェスティバル事業共催費
負担金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　14,521千円

「新しい生活様式」対応型イベント開催
費補助金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来場者が
安全安心に来場できる体制を整えるとともに、密が発生
するステージイベント等を中止し、代わりとしてランタ
ン装飾の見直しや非接触型スタンプラリーの実施によ
り、周遊しながら装飾を楽しめる長崎型の新たなイベン
トスタイルに作り変えるための経費を増額するもの。

　　当初予算額　96,839千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による帆船まつり
の中止に伴い減額するもの。

　　当初予算額　38,000千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による長崎ペーロ
ン選手権大会の中止に伴い減額するもの。

　　当初予算額　14,450千円

イベントを主催する市内事業者に対して、「新しい生活
様式」に則したイベントの開催に要する費用の一部を支
援するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　70,007千円

県民を対象に市内の宿泊施設等で使用できるお得なクー
ポン券を発行することで市内の宿泊事業者や土産物業者
を支援する経費を増額するもの。

　　現計予算額　67,520千円

高島海水浴場・高島ふれあいキャンプ
場運営費

 7 款　　商　工　費

「新しい生活様式」に対応した個人観光客向けのアウト
ドア・体験型コンテンツを国内外に広く情報発信すると
ともに、有償ガイドを育成し、訪問客の滞在満足度を高
めるもの。

　　当初予算額　152,085千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による長崎くんち
奉納踊りの中止に伴い減額するもの。

　　当初予算額　35,446千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　14,721千円

お得に泊まって長崎市応援キャンペー
ン事業費



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

44 観光振興団体負担金・補助金          ▲35,280 観光推進課

長崎伝統芸能振興会補助金

45 観光施設管理運営費             55,401

(1) 出島運営費             61,407 出島復元整備室

(2)               1,880 観光政策課

(3) 軍艦島資料館運営費               2,114

(4)          ▲10,000 文化財課

46 繰出金             57,667 観光政策課

観光施設事業特別会計繰出金

47 【単独】企業立地用地整備事業費             27,800 産業雇用政策課

田中町

223,185

48 建築指導費             40,000 建築指導課

宅地のがけ災害対策費補助金

49 【単独】道路新設改良事業費             12,700 土木企画課

新市庁舎周辺道路（電線類地中化）

50             70,000 中央総合事務所

急傾斜地崩壊対策 地域整備１課

北総合事務所

地域整備課

旧香港上海銀行長崎支店記念館運営
費

令和2年7月の豪雨により個人所有の宅地等のがけが崩壊
していることから、復旧工事に要する費用の一部を助成
するための経費を増額するもの。

　　当初予算額　18,000千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　7,496千円

新市庁舎周辺道路において、防災性の向上、通行空間の
安全性・快適性の確保、良好な景観の形成等を図るた
め、市道諏訪町桜町1号線（国道34号までの新設区間含
む）及び市道興善町桜町1号線の無電柱化を行うもの。

観光施設事業特別会計において、新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により利用料金収入が減少している完全
利用料金制の施設の指定管理者に対し、令和2年度の影響
額相当分を支出する財源として繰り出すもの。
・対象施設　グラバー園、長崎ロープウェイ

　　現計予算額　146,103千円

田中町（卸団地横）企業立地用地の整備において、用地
の一部にコンクリート殻等が混在した埋め土が発見され
たことから、設計変更を行うとともに、先行して着手す
べき工事（上水道敷設工事約400ｍ分）について施工する
もの。

 8 款　　土　木　費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による長崎くんち
奉納踊りの中止に伴い減額するもの。

　　当初予算額　35,280千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　2,655千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による特別企画展
「長崎の黄檗-隠元禅師と唐寺をめぐる物語-」の中止に
伴い減額するもの。

　　当初予算額　10,000千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している完全利用料金制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　現計予算額　91,604千円

【単独】自然災害防止事業費

長崎歴史文化博物館特別企画展負担
金

令和2年7月の豪雨により斜面の崩落等が発生しているこ
とから、市が施行する急傾斜地崩壊対策工事を実施する
ため、予算を増額するもの。

　　現計予算額　223,000千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

51 河川海岸費負担金             25,000 中央総合事務所

急傾斜地崩壊対策事業費 地域整備１課

52 都市交通対策費               1,308 土木企画課

二輪車等駐車場維持管理費

53 繰出金             29,484 土木企画課

駐車場事業特別会計繰出金

54 【単独】都市交通対策事業費             21,395 都市計画課

乗継割引システム導入事業費補助金

55 住宅リフォーム支援費             21,298 住宅課

ながさき住みよ家リフォーム補助金

56 定住促進空き家活用費               2,000

定住促進空き家活用補助金

9,492

57 消防団活動費            ▲6,608 消防局総務課

団員報酬

58 【単独】消防車両等整備事業費             16,100

消防ポンプ自動車整備ほか

546,150

59 教育諸費            ▲4,362

(1) キャリア教育推進事業費               2,028 学校教育課

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。
・対象施設　築町二輪車等駐車場

　　当初予算額　16,669千円

駐車場事業特別会計において、新型コロナウイルス感染
症拡大の影響により利用料金収入が減少している完全利
用料金制の施設の指定管理者に対し、令和2年度の影響額
相当分を支出する財源として繰り出すもの。
・対象施設　松が枝町駐車場、松が枝町第２駐車場、
　　　　　　平和公園駐車場

　　現計予算額　12,907千円

新型コロナウィルス感染症等の集団発生時における対応
を充実させるため、人員搬送車の代替え更新に係る経費
等を増額するもの。
・人員搬送車　1台
・密閉式化学防護服　3着
・担架兼用簡易ベッド　18器

　　当初予算額　66,400千円

 9 款　　消　防　費

 10 款　　教　育　費

ポストコロナ社会を見据え、都市部等から市内への移住
者の定住促進を図るため、市外からの住み替えを目的と
した空き家のリフォーム工事に係る補助金を増額するも
の。

　　当初予算額　2,480千円

令和2年7月の豪雨により斜面の崩落等が発生しているこ
とから、県が施行する急傾斜地崩壊対策工事の進捗を図
るため、県施行負担金を増額するもの。

　　当初予算額　70,000千円

ポストコロナ社会における路線バスの維持存続のため、
路線再編の展開をするにあたり、利用者の負担が軽減す
るためのシステム導入費用を公共交通事業者に対し補助
するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動自粛を
余儀なくされている団体と協力して、長崎商業高等学校
の生徒に、長崎の伝統文化への関心を高めてもらうとと
もに長崎のまちを愛する気持ちをはぐくむための体験学
習を実施するための経費を増額するもの。

　　　当初予算額　17,816千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、長崎県消
防ポンプ操法大会や長崎市総合防災訓練などが中止と
なったため、参加予定であった消防団員の費用弁償等を
減額するもの。

　　当初予算額　202,330千円

新しい生活様式に対応した住宅リフォームを推進すると
ともに、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受
けている建設業界への受注機会の増加を図るため、補助
金を増額するもの。

　　当初予算額　79,207千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

(2) 学校文化行事開催費            ▲6,390 学校教育課

60 小学校管理費           433,786 教育研究所

(1) 学習者用コンピュータ整備費           413,370

(2) 家庭学習用通信機器整備費             20,416

61 小学校維持補修費             32,851 教育委員会

校舎等維持補修費 施設課

62 中学校管理費               9,946 教育研究所

(1) 学習者用コンピュータ整備費               1,861

(2) 家庭学習用通信機器整備費               8,085

63 中学校維持補修費             17,383 教育委員会

校舎等維持補修費 施設課

64 【単独】中学校整備事業費             33,000

諸工事

65 高等学校管理費                 330 教育研究所

家庭学習用通信機器整備費

66 公民館管理運営費               2,084 生涯学習課

大型公民館運営費

67 文化財保護推進費            ▲5,980 文化財課

長崎郷土芸能保存協議会補助金

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、換気を
行うにあたり、老朽化して開閉が困難になっている教室
等のサッシ窓の修繕を実施するもの。

東長崎中学校のプールが経年劣化等によるひび割れ等や
水圧により函体が破損する恐れがあり、プール使用を中
止していることから、改修に要する経費を増額するも
の。

　　現計予算額　27,000千円

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、換気を
行うにあたり、老朽化して開閉が困難になっている教室
等のサッシ窓の修繕を実施するもの。

国の「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき、令和3年度に整
備予定であった小学1年生～3年生までの学習者用コン
ピュータについて、新型コロナウイルスの感染拡大に備
え、計画を前倒しして整備するための経費を増額するも
の。

　　現計予算額　447,139千円

国の「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき整備を行う学習
者用コンピュータについて、新型コロナウイルスの感染
拡大に備え、故障時等の不足の事態に対応できるよう予
備機を整備するための経費を増額するもの。

　　現計予算額　382,128千円

新型コロナウイルス感染症や自然災害の発生等による学
校臨時休業等の緊急時において、ＩＣＴの活用により全
ての子供たちが家庭にいても学習を継続できる通信環境
を整備するもの。

新型コロナウイルス感染症や自然災害の発生等による学
校臨時休業等の緊急時において、ＩＣＴの活用により全
ての子供たちが家庭にいても学習を継続できる通信環境
を整備するもの。

新型コロナウイルス感染症や自然災害の発生等による学
校臨時休業等の緊急時において、ＩＣＴの活用により全
ての子供たちが家庭にいても学習を継続できる通信環境
を整備するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設（北公民館）
の指定管理者に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経
費を増額するもの。

　　当初予算額　180,624千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による小学校音楽
会、中学校連合音楽会、ミュージカル観劇の中止に伴い
減額するもの。

　　当初予算額　10,247千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による長崎郷土芸
能大会の中止に伴い減額するもの。

　　当初予算額　6,430千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

68 施設管理運営費               2,740 生涯学習課

日吉自然の家運営費

69 学校体育振興費          ▲17,656

(1) 長崎県中学校体育連盟負担金            ▲5,094 健康教育課

(2) 学校体育選手派遣費補助金          ▲12,562

70 平和マラソン推進費          ▲83,162 平和マラソン

平和マラソン実行委員会負担金 推進室

71 体育施設管理運営費                 458 スポーツ振興課

諏訪体育館運営費

72 市民プール管理運営費             26,125

(1) 市民総合プール運営費             19,835

(2) 市民神の島プール運営費               6,290

73 市民会館管理運営費             40,707 生涯学習課

市民会館運営費

74 【単独】市民会館施設整備事業費             57,900

市民会館設備整備

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　176,656千円

市民会館のトレーニング室、卓球室及び軽スポーツ室に
ついて、夏季の熱中症リスクを低減するための空調設備
の新設に要する経費を増額するもの。

　　当初予算額　136,500千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　182,163千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　8,207千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　57,481千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大会開催
を当初予定日である令和2年11月29日から1年程度延期す
ることを決定したことから、今年度の事業計画及び事業
費の見直しに伴い減額するもの。

　　当初予算額　110,151千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している利用料金併用制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　当初予算額　29,451千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による長崎県中学
校総合体育大会の中止に伴い減額するもの。

　　当初予算額　6,113千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による全国、九州
及び長崎県の中学校総合体育大会の中止に伴い減額する
もの。

　　当初予算額　15,266千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

747,800

75 【補助】農業用施設災害復旧費             98,500 中央総合事務所

現年度災害分 地域整備１課

東総合事務所

地域整備課

76 【補助】林業施設災害復旧費           138,300 南総合事務所

現年度災害分 地域整備課

北総合事務所

地域整備課

77 【補助】道路災害復旧費           371,000

現年度災害分

78 【補助】河川災害復旧費             40,000

現年度災害分

79 【補助】公園災害復旧費             70,000

現年度災害分

80 【補助】漁港災害復旧費             30,000

現年度災害分

100,200

81 元　金           100,200 財政課

Ⅱ 一般会計債務負担行為 37,695 千円

事　　業　　名
限　度　額
　　(千円)

担 当 課

1             11,976 開港４５０周年

事業推進室

2 新火葬場基本構想策定支援委託               3,245 もみじ谷葬斎場

3 新東工場建設環境影響評価委託               2,774 環境整備課

4 企業立地用地整備事業（田中町）             19,700 産業雇用政策課

※ 一般会計の繰越明許費は、「文化施設整備事業費　長崎ブリックホール」など16件を計上。

もみじ谷葬斎場建替えに係る基本構想策定支援委託に係
るもの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

令和元年度に借り入れた地方債について、繰上償還する
ための経費を増額するもの。

　　当初予算額　21,146,936千円

長崎開港４５０周年記念事業実行委員会
負担

新東工場建設に係る環境影響評価の追加調査に係るも
の。
　　設定期間　令和3年度

 12 款　　公　債　費

内　　　　容

令和3年度に開催する長崎開港４５０周年記念事業に向け
た広報に要する経費を負担するため、債務負担行為の限
度額を増額するもの。
　　設定期間　令和3年度

　（当初設定）　 2,370千円
　（補正後）　　14,346千円

 11 款　　災　害　復　旧　費

田中町の企業立地用地整備事業における上水道敷設工事
に係るもの。
　　設定期間　令和3年度

令和2年7月の豪雨により被災した林業施設の災害復旧に
要する経費を増額するもの。

　　当初予算額　20,000千円

令和2年7月の豪雨により被災した道路の災害復旧に要す
る経費を増額するもの。

　　当初予算額　50,000千円

令和2年7月の豪雨により被災した河川の災害復旧に要す
る経費を増額するもの。

　　当初予算額　20,000千円

令和2年7月の豪雨により被災した公園の災害復旧に要す
る経費を増額するもの。

　　当初予算額　5,000千円

令和2年7月の豪雨により被災した漁港の災害復旧を行う
もの。

令和2年7月の豪雨により被災した農業用施設の災害復旧
に要する経費を増額するもの。

　　当初予算額　20,000千円



Ⅲ 特別会計予算 197,159 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

1 観光施設事業特別会計             57,667 観光政策課

(1) グラバー園管理費             54,813

グラバー園管理費             54,813

　グラバー園運営費

(2) ロープウェイ事業管理費               2,854

ロープウェイ事業管理費               2,854

　ロープウェイ事業運営費

2 国民健康保険事業特別会計             19,960 国民健康保険課

事業勘定             19,960

(1) 一般被保険者保険税還付金             19,960

償還金及び還付加算金等             19,960

　一般被保険者保険税過誤納還付金

3 駐車場事業特別会計             29,484 土木企画課

(1) 駐車場管理費             29,484

駐車場管理費             29,484

　駐車場管理運営費

4 介護保険事業特別会計             90,048 介護保険課

(1) 　第１号被保険者保険料還付金               1,360

保険料還付金               1,360

　第１号被保険者保険料還付金

(2) 償還金             88,688

償還金             88,688

　国庫支出金等過年度分返還金

内　　　　容

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している完全利用料金制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　現計予算額　149,537千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している完全利用料金制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　現計予算額　53,917千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少
した被保険者に対し、令和元年度分の保険税について
遡って減免を行うための還付金に要する経費を増額する
もの。

　　当初予算額　48,697千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、利用料金
収入が減少している完全利用料金制の施設の指定管理者
に対し、令和2年度の影響額相当分に係る経費を増額する
もの。

　　現計予算額　54,161千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が減少
した介護保険第１号被保険者に対し、令和元年度分の保
険料について遡って減免を行うための還付金に要する経
費を増額するもの。

　　当初予算額　16,271千円

過年度事業費の確定に伴い、支払基金交付金を返還する
もの。

　　当初予算額　2千円



Ⅳ 企業会計予算 105,002 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

1 水道事業会計             83,105 上下水道局

(1)             64,228 経理課

(2)             18,877

2 下水道事業会計             21,897

(1)             21,897

Ⅴ 企業会計債務負担行為 320,945 千円

事　　業　　名
限　度　額
　　(千円)

担 当 課

1 水道事業会計           320,945 上下水道局

(1)           239,200 経理課

(2)             20,700

(3)             45,980

(4)             15,065

内　　　　容

配水施設事業
小浦・大浜地区送水管布設替え

水道施設統合整備事業の一環として布設した小浦・大浜
地区の送水管の一部に、漏水が確認されたことから、送
水管の布設替えを実施するもの。

小浦・大浜地区における送水管の布設替えに伴い、廃止
を延期し、運転を継続する野母崎地区の施設の保守点検
等業務委託に係るもの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

小浦・大浜地区における送水管の布設替えに係るもの。
　　設定期間　令和3年度

小浦・大浜地区における送水管の布設替えと並行して実
施する管体・土壌調査業務委託に係るもの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

小浦・大浜地区管体・土壌調査業務
委託

三和地区等水道施設運転保守点検及
び浄水場運転監視等業務委託

野母崎地区水道施設運転保守点検等
業務委託

長崎県市町村総合事務組合からの脱
退に伴う清算

長崎県市町村総合事務組合からの脱
退に伴う清算

小浦・大浜地区における送水管の布設替えに伴い、廃止
を延期し、運転を継続する三和地区等の施設の保守点検
等業務委託に係るもの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

内　　　　容

退職手当負担金の清算を行った結果、還付金が見込みを
上回ったことに伴い、退職給付引当金に係る職員給与費
を増額するもの。

当初予算額　289,458千円　清算額　308,335千円

退職手当負担金の清算を行った結果、還付金が見込みを
上回ったことに伴い、退職給付引当金に係る職員給与費
を増額するもの。

当初予算額　150,233千円　清算額　172,130千円

小浦・大浜地区（径600粍）送水管布
設工事



9月補正における新型コロナウイルス感染症緊急経済対策

施策別一覧表 （単位：千円）

事業費

4,077,150

新型コロナウイルス感染症への対応 1,413,112

1　感染拡大防止効果の最大化 1,127,912

（1）感染拡大防止と医療提供体制の強化 1,107,912

① 保護施設等新型コロナウイルス感染症対策費
保護施設等における新型コロナウイルス感染症対策のため、マスクや消毒液などの衛生用品等の配布及

び感染者が発生した場合の建物や設備の消毒を実施するもの。
7,630

② 救護施設職員慰労金支給事業費 救護施設に勤務し、利用者と接する職員に対する慰労金の支給を行うもの。 3,100

③ 原爆被爆者養護ホーム職員慰労金支給事業費
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続く中、相当程度心身に負担がかかる業務に強い使命感を持っ

て従事した原子爆弾被爆者養護ホームに勤務する職員に対し、慰労金を支給するもの。
9,550

④
地方独立行政法人長崎市立病院機構費

運営資金貸付金

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による患者の受入制限等のため、資金不足が生じている長崎みな

とメディカルセンターに対して、運営資金の貸し付けを行うもの。
1,000,000

⑤ ながさき住みよ家リフォーム補助金
新しい生活様式に対応した住宅リフォームを推進するとともに、新型コロナウイルス感染症拡大により

影響を受けている建設業界への受注機会の増加を図るため、補助金を増額するもの。
21,298

⑥
【単独】消防車両等整備事業費

 消防ポンプ自動車整備ほか

新型コロナウィルス感染症等の集団発生時における対応を充実させるため、人員搬送車の代替え更新に

係る経費等を増額するもの。

・人員搬送車　1台

・密閉式化学防護服　3着

・担架兼用簡易ベッド　18器

16,100

⑦ 校舎等維持補修費（小、中学校）
新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、換気を行うにあたり、老朽化して開閉が困難になって

いる教室等のサッシ窓の修繕を実施するもの。
50,234

（2）新しい生活様式の定着 20,000

① 「新しい生活様式」対応型イベント開催費補助金
イベントを主催する市内事業者に対して、「新しい生活様式」に則したイベントの開催に要する費用の

一部を支援するもの。
20,000

2　社会経済への影響の最小化 285,200

（1）地域経済の活性化 233,576

① お得に泊まって長崎市応援キャンペーン事業費
県民を対象に市内の宿泊施設等で使用できるお得なクーポン券を発行することで市内の宿泊事業者や土

産物業者を支援する経費を増額するもの。
233,576

（2）社会活動や市民生活の回復 51,624

① 長崎ブリックホール運営費
オンラインを活用した新しい生活様式での芸術文化活動ができるようにするため、カメラ、大型ディス

プレイ、パソコン等の購入経費を増額するもの。
4,086

②
【単独】文化施設整備事業費

長崎ブリックホール

オンラインを活用した新しい生活様式での芸術文化活動ができるようにするため、長崎ブリックホール

全館に無線ＬＡＮ（Ｗi-Ｆi）を整備する経費を増額するもの。
8,100

③ 障害児通所給付費

特別支援学校等の一斉臨時休校に伴い、放課後等デイサービス利用の増加分に対する給付費を増額する

もの。

・対象施設　65施設（放課後等デイサービスを実施

　　　　　　している全施設）

・対象期間　令和2年4月～5月

23,510

④ 工賃等補償支援金

就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）において、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少し、

利用者へ支払う工賃の維持が困難となっているため、障害者の工賃等確保を目的として、事業者に対し

支援金を交付するもの。

6,900

⑤ 若年者雇用促進費
新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面での企業説明会等が中止となるなか、地元企業の採用活

動のオンライン化を支援するとともに、企業紹介書籍の電子化により企業情報の発信を強化するもの。
7,000

⑥ キャリア教育推進事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により活動自粛を余儀なくされている団体と協力して、長崎商業

高等学校の生徒に、長崎の伝統文化への関心を高めてもらうとともに長崎のまちを愛する気持ちをはぐ

くむための体験学習を実施するための経費を増額するもの。

2,028
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事業費

ポストコロナ社会を見据えた対応 2,224,595

3　ポストコロナ社会に対応した都市へのレベルアップ 2,224,595

（1）将来を見据えた社会基盤・経済基盤への投資 2,224,595

① ながさきウェルカム推進費
長崎県外から本市へ移住し、必要な要件を満たした中学生以下の世帯員がいる子育て世帯の者に支給す

る子育て世帯ウェルカム補助金を増額するもの。
7,700

② 庁内ネットワーク運営費
部局長室及び本館・別館・出先の主要な会議室等において、職員間及び市民や事業者等の関係者とテレ

ビ会議ができるよう、ノートパソコンやタブレットなどの機器を購入する経費などを増額するもの。
27,648

③
【補助】高度無線環境整備推進事業費補助金

　超高速インターネット環境整備

市内地区間の情報格差を解消するため、採算性の問題で通信事業者による超高速インターネット環境の

整備が進んでいない地区における光回線の整備に係る経費に対して補助を行うもの。
1,603,106

④
【単独】情報通信機器整備事業費

　庁内ネットワーク整備

部局長室及び本館・別館・出先の主要な会議室等において、職員間及び市民や事業者等の関係者とテレ

ビ会議ができるよう、配線等工事を実施するもの。
9,100

⑤ 長崎ペンギン水族館運営費 ポストコロナ社会に対応するための密集状況情報発信等に伴うウェブ改修を行うもの。 2,000

⑥
【単独】農業振興施設整備事業費補助金

 地域特産農産物生産高度化支援施設

新型コロナウイルス感染症への対応を図りながら地域農業の活性化につなげるため、地域特産の農産物

である「長崎びわ」の生産の効率化や「長崎いちご」の施設栽培のスマート化など、農業者等が自主的

に行う生産力の向上と高度化の取り組みに対して支援を行うもの。

25,000

⑦ ＤＭＯ推進費
「新しい生活様式」に対応した個人観光客向けのアウトドア・体験型コンテンツを国内外に広く情報発

信するとともに、有償ガイドを育成し、訪問客の滞在満足度を高めるもの。
22,240

⑧ 長崎ランタンフェスティバル事業共催費負担金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来場者が安全安心に来場できる体制を整えるとともに、

密が発生するステージイベント等を中止し、代わりとしてランタン装飾の見直しや非接触型スタンプラ

リーの実施により、周遊しながら装飾を楽しめる長崎型の新たなイベントスタイルに作り変えるための

経費を増額するもの。

60,344

⑨
【単独】都市交通対策事業費

乗継割引システム導入事業費補助金

ポストコロナ社会における路線バスの維持存続のため、路線再編の展開をするにあたり、利用者の負担

が軽減するためのシステム導入費用を公共交通事業者に対し補助するもの。
21,395

⑩ 定住促進空き家活用補助金
ポストコロナ社会を見据え、都市部等から市内への移住者の定住促進を図るため、市外からの住み替え

を目的とした空き家のリフォーム工事に係る補助金を増額するもの。
2,000

⑪ 学習者用コンピュータ整備費（小、中学校）

国の「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき、令和3年度に整備予定であった小学1年生～3年生までの学習者

用コンピュータ（中学校は予備機）について、新型コロナウイルスの感染拡大に備え、計画を前倒しし

て整備するための経費を増額するもの。

415,231

⑫ 家庭学習用通信機器整備費（小、中、高等学校）
新型コロナウイルス感染症や自然災害の発生等による学校臨時休業等の緊急時において、ＩＣＴの活用

により全ての子供たちが家庭にいても学習を継続できる通信環境を整備するもの。
28,831

4　その他 439,443

① 指定管理者への影響額の負担 439,443

4,077,150
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