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令和 2年度 11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新型コロナに係る 

緊急経済対策（減額分） 
▲1,090,588 - - ▲1,090,588 

２ 新型コロナに係る 

緊急経済対策（増額分） 
918,650 - - 918,650 

小計（１＋２） 

（新型コロナ緊急経済対策） 
▲171,938   ▲171,938 

３ 施策の推進に係るもの 689,940 - - 689,940 

４ 基金積立金に係るもの 1,600,179 866,194 - 2,466,373 

５ 追加内示に係るもの 3,422,214 - - 3,422,214 

６ ブロック塀等に係るもの 166,900 - - 166,900 

７ その他 567,596 171,460 - 739,056 

合 計 6,274,891 1,037,654 - 7,312,545 

※特別会計は、「国民健康保険事業特別会計（事業勘定、直営診療所勘定）」及び「介護保険事業特別会計」。 

 

■一般会計補正予算の内容  
 

１ 新型コロナに係る緊急経済対策（減額分）【 ▲1,090,588千円】 

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を有効に活用して新たな経済対策を実施す

るため、これまで実施してきた経済対策のうち不用額が見込まれる事業を減額するもの。 

・商業振興対策費（事業持続化支援金）、観光振興対策費（事業持続化支援金） 

 

２ 新型コロナに係る緊急経済対策（増額分）【    918,650千円】 

・市民活動推進費（Ｇｏ Ｔｏ 自治会応援事業費）、市民交流施設管理運営費（外海ふるさと交

流センター運営費）、広報広聴推進費（「新しい生活様式」啓発費）、文書費（文書管理適正化



 

推進費）、企画推進費（長崎開港４５０周年記念事業費）、自主文化事業費（長崎文化時間の創

出事業費）、平和施設管理運営費（長崎原爆資料館運営費）、情報システム管理運営費（庁内ネッ

トワーク運営費）、戸籍住民基本台帳費（個人番号カード推進事業費）、農業振興対策費（長崎

型スマート農業導入検討事業費）、水産業振興費負担金・補助金（スマート水産業推進事業費

補助金）、商工振興企画費（経済成長戦略策定費）、中小企業対策費（事業承継支援費、チャレン

ジ企業応援補助金）、地域消費喚起対策費（商店街等にぎわい復活支援費）、観光振興対策費（Ｄ

ＭＯ推進費、観光資源魅力推進費、「新しい生活様式」対応型イベント開催費補助金）、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）、公園等維持管理費（管理運営費）、災害

対策費（災害対策活動費）、小学校管理費（運営費）、中学校管理費（運営費）、高等学校管理

費（学習者用コンピュータ整備費）、公民館管理運営費（地区公民館管理費）、公民館施設整備

事業費（大型公民館）、図書館管理運営費（市立図書館運営費）、市民会館施設整備事業費（市

民会館設備整備）、予備費 

 

３ 施策の推進に係るもの 【  689,940 千円】 

・障害者自立支援給付費（介護給付費、訓練等給付費）、高齢者施設福祉費（高齢者施設開設準

備費補助金、高島地区小規模多機能型居宅介護事業所運営費補助金）、高齢者福祉施設整備事

業費補助金（高齢者施設等防災改修）、高齢者福祉施設整備事業費補助金（小規模多機能型居

宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所）、移譲先候補者選定審査会費（緑ケ丘保育

所・仁田保育所）、児童福祉等施設整備事業費（全天候型子ども遊戯施設）、民間病院施設整備

事業費補助金（病院群輪番制病院）、し尿処理費（し尿受入下水処理可能性調査費）、農業振興

費負担金・補助金（長崎びわ収穫体制強化事業費補助金）、農業振興施設整備事業費補助金（農

業用ハウス等）、水産業振興費負担金・補助金（養殖施設災害対策支援事業費補助金）、道路新

設改良事業費（合併地区道路等整備事業費）、自然災害防止事業費（急傾斜地崩壊対策） 

 

４ 基金積立金に係るもの 【  1,600,179千円】 

・基金積立金（財政調整基金） 

 

５ 追加内示に係るもの 【  3,422,214千円】 

・小学校整備事業費（伊良林小校舎等改築、西浦上小校舎等改築、大規模改造）、中学校整備事

業費（大規模改造）、学校給食施設整備事業費（学校給食センター建設） 

 

６ ブロック塀等に係るもの 【   166,900千円】 

・市民センター施設整備事業費（施設改修）、庁舎等施設整備事業費（施設改修ほか）、公園施設

整備事業費（既設公園）、既設公営住宅改善事業費（川平団地ほか）、公民館施設整備事業費（大



 

型公民館、地区公民館） 

 

７ その他 【   567,596千円】 

・庁舎等施設整備事業費（施設改修ほか）、国・県支出金等返還金（総務管理費返還金、社会福

祉費返還金、児童福祉費返還金、生活保護費返還金、原爆被爆者対策費返還金、保健衛生費返

還金）、繰出金（介護保険事業特別会計繰出金）、繰出金（国民健康保険事業特別会計繰出金（直

営診療施設勘定）） 

 

● 継続費  
継続費は、「小学校整備事業 伊良林小校舎等改築」など 2件を計上。 

 

● 繰越明許費  

繰越明許費は、「Ｇｏ Ｔｏ 自治会応援事業費」など 72件を計上。 

 

● 債務負担行為  
債務負担行為は、「南部市民センター指定管理」など 17件を計上。 

 

 

■特別会計補正予算の内容 
国民健康保険事業特別会計（事業勘定）において、「一般被保険者保険税過

誤納還付金」を計上するなど、3特別会計において補正予算を計上。 

 

 



Ⅰ 一般会計予算 6,274,891 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

2,556,403

1 市民活動推進費              83,043 自治振興課

Ｇｏ　Ｔｏ　自治会応援事業費

2                2,737 北総合事務所

外海ふるさと交流センター運営費 地域福祉課

3 【単独】市民センター施設整備事業費                6,200

施設改修

4 広報広聴推進費              12,178 広報戦略室

「新しい生活様式」啓発費

5 文書費             128,366 総務課

文書管理適正化推進費

6 基金積立金          1,600,179 財産活用課

財政調整基金 財政課

7 【単独】庁舎等施設整備事業費              20,300 財産活用課

施設改修ほか

8 企画推進費              11,655 開港４５０周年

長崎開港４５０周年記念事業費 事業推進室

9 自主文化事業費                9,162 文化振興課

長崎文化時間の創出事業費

琴海南部しらさぎ会館のブロック塀について、建築基準
法で定める基準を満たしていないことが判明したことか
ら、改修を行うもの。

　　当初予算額　79,910千円

公共交通機関の車両広告や屋外広告等を活用し、「新し
い生活様式」の定着及び市内における消費活動を促すた
めの啓発に係る経費を増額するもの。
・路面電車大型看板広告、長崎バス車内広告など

　　現計予算額　10,206千円

行政手続のデジタル化を見据え、効率的で生産性向上に
つながる執務環境の整備を図ることを目的に、既存文書
の電子化及び文書管理の適正化を行うもの。

一般会計の令和元年度決算剰余金の一部を積み立てるも
の。

　　現計予算額　2,618,898千円

黒崎事務所について、利用者の安全確保及び利便性の向
上を図ることを目的に黒崎地区公民館内に事務所機能を
移転するもの。
また、旧浪平小学校及び旧野母崎小学校のブロック塀に
ついて、建築基準法で定める基準を満たしていないこと
が判明したことから改修を行うもの。

　　当初予算額　152,400千円

令和3年度に開催する長崎開港４５０周年記念事業に向け
たイベント等運営業務の費用について負担金を増額する
もの。

　　現計予算額　13,926千円

新型コロナウイルス感染症の影響で低迷している芸術文
化活動を活性化するとともに芸術文化の灯を絶やさない
よう、感染症防止対策を講じながら、市民、市民演奏
家、市民文化団体などによる演劇公演や音楽コンサート
などを実施する経費を増額するもの。

　　現計予算額　18,505千円

令和2年度11月市議会定例会　補正予算（案）の主な内容　

自治会および連合自治会に対し、自治会活動に係るマス
クや消毒液などの感染症対策経費に対して補助するも
の。

 2 款　　総　務　費

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　10,944千円

市民交流施設管理運営費



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

10 平和施設管理運営費                6,306 平和推進課

長崎原爆資料館運営費

11 情報システム管理運営費             103,654 情報システム課

庁内ネットワーク運営費

12 国・県支出金等返還金             560,930 総務部

原爆被爆対策部

福祉部

市民健康部

こども部

中央総合事務所

13 戸籍住民基本台帳費              11,693 中央地域

個人番号カード推進事業費 センター

495,125

14 障害者自立支援給付費             143,015 障害福祉課

(1) 介護給付費              49,051

(2) 訓練等給付費              93,964

15 高齢者施設福祉費              68,359 福祉総務課

(1) 高齢者施設開設準備費補助金              52,857

             15,502

16 【補助】高齢者福祉施設整備事業費補助金              31,950 福祉総務課

高齢者施設等防災改修

過年度事業費の確定等に伴う国・県支出金返還金。
・総務部　　　　　　　1,459千円
・原爆被爆対策部　　168,787千円
・福祉部　　　　 　　71,516千円
・市民健康部　　　　　3,721千円
・こども部　　　　　197,983千円
・中央総合事務所　　117,464千円

マイナンバーカードの申請件数の増加に伴い、交付件数
も増加しており、窓口での待合いが混雑し、密な状態と
なっていることから、交付予約システムを導入し、感染
症拡大防止対策を行うとともに、来庁者の待ち時間の短
縮及び混雑緩和を図るもの。

　　当初予算額　428,697千円

重度訪問介護において、利用時間の増加などから、当初
の見込みを上回る給付費について増額するもの。

　　当初予算額　5,268,085千円

就労継続支援及び就労移行支援において、利用日数の増
加などから、当初の見込みを上回る給付費について増額
するもの。

　　当初予算額　3,646,026千円

高齢者施設開設準備経費の一部を助成するもの。
【（看護）小規模多機能型居宅介護事業所】
・茂木町　　（1施設）令和3年10月開設予定
・矢の平　　（1施設）令和3年11月開設予定
・泉　　　　（1施設）令和3年11月開設予定
【認知症対応型共同生活介護事業所】
・辻町　　　（1施設）令和3年9月開設予定
・琴海戸根町（1施設）令和3年12月開設予定

高島地区において介護サービスを安定的に提供するた
め、令和2年7月に開設した小規模多機能型居宅介護事業
所に対し、運営費の補助を行うもの。

高齢者施設等の防災改修工事等に要する経費の一部を助
成するもの。
・防災改修　　（5施設）
・給水設備整備（1施設）

テレワークを推進するため、職員個々の自席にあるデス
クトップ型の事務用パソコンの一部を持ち運び可能な
ノート型に置き換えるもの。
併せて、外勤先や出張先から職場とのコミュニケーショ
ンを取りながら庁内と同様に業務を行えるよう、モバイ
ルワーク用機器を整備するもの。

　　現計予算額　127,555千円

コロナ禍において求められているオンライン上での平和
学習や情報収集のニーズに対応できるよう、「長崎市平
和・原爆」ホームページについて、現在の情報を系統立
てて見やすく整理するとともに、展示資料を紹介する動
画など新しいコンテンツの追加を行い、被爆の実相を分
かりやすく伝えるホームページに全面改修するもの。

　　現計予算額　150,267千円

 3 款　　民　生　費

高島地区小規模多機能型居宅介護事
業所運営費補助金

(2)



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

17 【単独】高齢者福祉施設整備事業費補助金             168,000 福祉総務課

(1) 小規模多機能型居宅介護事業所             100,800

(2) 認知症対応型共同生活介護事業所              67,200

18 繰出金                6,600 介護保険課

介護保険事業特別会計繰出金

19 移譲先候補者選定審査会費                  101 幼児課

緑ケ丘保育所・仁田保育所

20 【単独】児童福祉等施設整備事業費              77,100 子育て支援課

全天候型子ども遊戯施設

41,269

21 【単独】民間病院施設整備事業費補助金              38,500 地域保健課

病院群輪番制病院

22 繰出金               ▲534 高島国民健康

国民健康保険事業特別会計繰出金 保険診療所

（直営診療施設勘定）

23 し尿処理費                3,303 環境整備課

し尿受入下水処理可能性調査費

35,087

24 農業振興対策費                2,000 農林振興課

長崎型スマート農業導入検討事業費

25 農業振興費負担金・補助金                6,000 農林振興課

長崎びわ収穫体制強化事業費補助金

26 【補助】農業振興施設整備事業費補助金                1,775 農林振興課

農業用ハウス等

27 【単独】農業振興施設整備事業費補助金                6,897 農林振興課

農業用ハウス等

28 水産業振興費負担金・補助金              18,415 水産振興課

(1) スマート水産業推進事業費補助金                  875

長崎医療圏における救急患者の受け入れ態勢の確保及び
質の向上を図るため、二次救急医療体制を維持している
輪番制病院が実施する医療機器等の整備に対して補助を
行うもの。
・対象施設　2施設

（看護）小規模多機能型居宅介護事業所の施設整備の一
部を助成するもの。
・茂木町　　（1施設）令和3年10月開設予定
・矢の平　　（1施設）令和3年11月開設予定
・泉　　　　（1施設）令和3年11月開設予定

認知症対応型共同生活介護事業所の施設整備の一部を助
成するもの。
・辻町　　　（1施設）令和3年9月開設予定
・琴海戸根町（1施設）令和3年12月開設予定

令和3年度に行われる国の制度改正に対応するため、介護
保険システムの改修に係る繰出金を増額するもの。

　　当初予算額　7,028,966千円

市立緑ケ丘・仁田保育所を廃止し、運営を民間に移譲す
ることに伴い、移譲先候補者を選定するための審査会を
開催するもの。

あぐりの丘に全天候型子ども遊戯施設を設置するにあた
り、設置予定場所にある既存建物8棟を解体するもの。

令和2年7月豪雨により被災した農業用ハウス及び畜舎の
修繕・撤去に係る経費の一部を補助するもの。

今後の人口減少に伴い、し尿及び浄化槽汚泥が減少する
中、し尿等の下水道投入処理を行うことについて検討を
進めるため、費用対効果等の調査を行うもの。

長崎市の農業に適したスマート農業技術の導入を推進す
ることで、農作業の省力化・効率化を図り、農業者の所
得向上につなげるため、先端技術や未利用資産等を活用
したスマート農業技術の導入の可能性を検討するもの。

びわ産地におけるカラス被害を低減させ、生産の安定性
を高めつつ有利販売につなげることで、コロナ禍におけ
る農業所得の安定に向けた備えを行うもの。

令和2年9月の台風９号・１０号により被災した農業用ハ
ウス及び畜舎の再建・修繕に係る経費の一部を補助する
もの。

ＩＣＴの活用による溶存酸素量等の環境データを共有化
することにより、リアルタイムに漁場環境を監視できる
体制を構築するテレメータシステムの設置に対して支援
するもの。

 4 款　　衛　生　費

 6 款　　農林水産業費

高島国民健康保険診療所において診療収入が増となる見
込みであることから、繰出金を減額するもの。

　　当初予算額　56,071千円



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

(2) 養殖施設災害対策支援事業費補助金              17,540 水産振興課

▲ 789,908

29 商工振興企画費              10,675 産業雇用政策課

経済成長戦略策定費

30 商業振興対策費       ▲1,076,168 商工振興課

事業持続化支援金

31 中小企業対策費             153,250

(1) 事業承継支援費                3,250 産業雇用政策課

(2) チャレンジ企業応援補助金             150,000 商工振興課

32 地域消費喚起対策費              10,000 商工振興課

商店街等にぎわい復活支援費

33 観光振興対策費              58,018

(1) ＤＭＯ推進費              48,105 交流戦略推進室

(2) 観光資源魅力推進費                4,333 観光政策課伊王島島内主要観光施設周辺の歩道に、島内観光スポッ
トへの方向や距離、所要時間等を示した埋込式案内板を
埋設し、併せてＱＲコードを活用することで、多言語対
応を可能とした観光情報の発信やスタンプラリーなど観
光客が島内を「歩いて楽しむ」ための仕掛けを提供する
もの。

　　現計予算額　764千円

コロナ禍のなか、市内中小企業の経営基盤の強化を図る
ため、販路開拓の取組みをはじめ、新製品開発、生産性
向上、新事業展開などのウィズコロナ及びアフターコロ
ナを見据えた新たな取組みに要する経費の一部を補助す
るもの。

長崎地域の社会経済の現状を把握したうえで将来予測等
の基礎調査を行うとともに、基礎調査をもとに経済成長
戦略を策定するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営が悪
化している市内小売店や飲食店の事業の持続化を支援す
るため、4月22日から6月末まで支援金を支給したが、支
援金の支給者が当初の見込みを下回ったことなどにより
減額するもの。（▲48,849千円）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営が悪
化している市内事業者の事業の持続化を支援するため、
国の持続化給付金の要件を満たさない事業者に対する支
援金の支給を令和2年5月15日から実施しているが、これ
までの申請件数及び予算執行状況等を勘案して不用見込
額を減額するもの。（▲1,027,319千円）

　　現計予算額　3,071,805千円

国のGo To Travelキャンペーン終了後に実施予定の
「WELCOME TO NAGASAKIキャンペーン」による誘客効果を
高めるとともに、継続的に長崎への訪問意欲を喚起する
ため、DMOにおいて国内向けのプロモーションを実施する
もの。
また、MICE誘致について、出島メッセ長崎をはじめとす
るコンベンション施設・宿泊施設等の新型コロナウイル
ス対策など安全・安心の取組みの周知を図るとともに、
体験プログラムの充実など「まちMICEプロジェクト」の
取組みを推進するもの。

　　現計予算額　174,325千円

商店街等の賑わい創出に寄与すると認められる、食べ・
飲み歩き、スタンプラリーなどのイベント等を実施する
経費の一部を補助するもの。

　　現計予算額　8,500千円

新型コロナウイルス感染症拡大での業績悪化による廃業
抑制の対策として、業績改善が見込まれる事業譲渡や合
併（Ｍ＆Ａ）等による事業承継に向けた取組に対し経費
の一部を補助するもの。

7月豪雨及び台風９号・１０号により養殖魚の斃死・流出
及び施設等の損害を被った養殖業者等が、経営を継続す
るのに必要な新たな代替魚購入や養殖施設等を復旧する
ための経費の一部を補助するもの。

 7 款　　商　工　費

（小売・飲食店、第1弾の対象外の市内
事業者）



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

(3) 事業持続化支援金           ▲14,420 観光推進課

             20,000 交流戦略推進室

34 イベント共催費負担金              54,317 観光推進課

長崎帆船まつり事業共催費負担金

265,058

35 【単独】道路新設改良事業費              42,400 土木建設課

合併地区道路等整備事業費

36 【単独】自然災害防止事業費              85,000 北総合事務所

急傾斜地崩壊対策 地域整備課

37 公園等維持管理費                9,658 中央総合事務所

管理運営費 地域整備１課

38 【単独】公園施設整備事業費              44,800 中央総合事務所

既設公園 地域整備１課

東総合事務所

地域整備課

北総合事務所

地域整備課

39 【単独】既設公営住宅改善事業費              83,200 住宅課

川平団地ほか

19,603

40 災害対策費              19,603 防災危機管理室

災害対策活動費

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営が厳
しくなった市内宿泊事業者等の事業持続化を支援するた
め、4月22日から6月末まで支援金を支給したが、支援金
の申込者が当初の見込みを下回ったことなどにより減額
するもの。

　　現計予算額　231,990千円

開港４５０周年記念連携事業として開催する2021長崎帆
船まつりにおいて、早期に着手し、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防止対策を講じたイベント等を行うた
め、長崎帆船まつり実行委員会に負担金を支出するも
の。

　　現計予算額　3,243千円

新型コロナウイルス感染症対策として、指定避難所に配
備する資機材を購入する経費を増額するもの。

　　当初予算額　27,476千円

7月豪雨により被災した急傾斜地について対策工を行う
が、工法を変更する必要があることから予算を増額する
もの。
・松ノ迫（12）地区
・江崎（2）地区

　　現計予算額　293,000千円

市営住宅敷地内に設置しているブロック塀について、基
礎の設置や鉄筋の配筋が建築基準法に適合しているか調
査を行ったもののうち不適合となるものを撤去、フェン
ス等へ取替える経費を増額するもの。

　　当初予算額　110,100千円

「新しい生活様式」対応型イベント開催
費補助金

（宿泊事業者、軍艦島観光船協議会、
観光バス事業者）

 9 款　　消　防　費

相川町四杖町１号線において、7月豪雨により地すべりが
発生したため、復旧方法検討のための測量・調査等を行
うとともに応急処置として土のうを設置するもの。

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
援することで安全・安心な開催を促すとともに、市内事
業者の受注拡大及び地域経済の活性化につなげ、また、
コロナ禍におけるイベント開催のノウハウの蓄積と定着
を図る経費を増額するもの。

　　現計予算額　20,000千円

公園に設置している劣化が著しいブロック塀をフェンス
に取り換える経費を増額するもの。
【対象公園】大宮公園、長崎東公園、鳴見台西公園ほか
10公園

　　当初予算額　93,000千円

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　360,978千円

 8 款　　土　木　費

(4)



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

3,552,254

41 小学校管理費・中学校管理費                9,718

(1) 運営費                4,389 教育委員会

（ホームページ改修） 教育研究所

(2) 運営費                3,329 教育委員会

（リモート機器整備） 学校教育課

(3) 運営費                2,000 教育委員会

（花苗購入） 総務課

42 【補助】小学校整備事業費             185,100 教育委員会

(1) 伊良林小校舎等改築              63,800 施設課

(2) 西浦上小校舎等改築              14,500

(3) 大規模改造             106,800

43 【単独】小学校整備事業費              31,900

大規模改造

44 【補助】中学校整備事業費             165,000

大規模改造

45 高等学校管理費              82,673 教育委員会

学習者用コンピュータ整備費 商業高等学校

46 公民館管理運営費                  470 生涯学習課

地区公民館管理費

（オンライン化）

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、オンラ
インで学校行事等を行っているが、より良い教育環境の
実現を目指し、高性能マイクを導入するもの。

 10 款　　教　育　費

国庫補助の追加内示に伴い、劣化が著しい小学校校舎の
外壁改修工事及び内部天井改修工事を実施するもの。
・対象校　小学校　2校

新型コロナウイルス感染症拡大等により学校が臨時休業
となった際でも、学校ホームページを更新し、切れ目の
ない情報発信ができるようにするため、長崎市立小中学
校ポータルサイト「あじさいワールド」を改修するも
の。

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、臨時休
業を余儀なくされ、学校再開後も学校行事の中止や延
期、実施内容の変更を強いられた子供たちが、例年と異
なる環境の中でも明るい気持ちで学校生活をおくり、沢
山の花に囲まれて卒業式が実施できるよう、各小中学校
の校庭等に植栽する花の種苗を購入するもの。

商業高等学校において、授業での情報活用能力の向上を
図るとともに、家庭に持ち帰り、家庭学習において活用
するため、タブレット型パソコンを整備するもの。
・生徒用　720台、教師用　50台

国庫補助の追加内示に伴い、外壁改修工事の施工に際し
て屋上防水の劣化が著しい小学校について、屋上防水工
事を実施するもの。
・対象校　小学校　1校

国庫補助の追加内示に伴い、劣化が著しい中学校校舎の
外壁改修工事及びバリアフリー化の一環としてエレベー
ター設置工事を実施するもの。
・対象校　中学校　2校

国庫補助の追加内示に伴い、運動場等の整備工事費を増
額するもの。

　　現計予算額　47,100千円

国庫補助の追加内示に伴い、既存プール解体工事を実施
するもの。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ＩＣＴを活
用したオンライン講座及びオンライン会議など、新しい
生活様式を取り入れた活動を行えるようインターネット
回線を整備する。
・整備施設　琴海南部文化センター



事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

47 【単独】公民館施設整備事業費              18,300

(1) 大型公民館                5,300 生涯学習課

（オンライン化）

(2) 大型公民館                7,600 中央総合事務所

総務課

(3) 地区公民館                5,400 南総合事務所

地域福祉課

48 図書館管理運営費                4,279 市立図書館

市立図書館運営費

49 【補助】学校給食施設整備事業費          3,040,214 学校給食センター

学校給食センター建設 整備室

50 【単独】市民会館施設整備事業費              14,600 生涯学習課

市民会館設備整備

（オンライン化）

100,000

51 予備費             100,000 財政課

Ⅱ 一般会計継続費 - 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

1 小学校整備事業                      - 教育委員会

伊良林小校舎等改築 施設課

2 小学校整備事業                      -

西浦上小校舎等改築

※ 一般会計の繰越明許費は、「市民活動推進費　 Ｇｏ Ｔｏ 自治会応援事業費」など72件を計上。

国庫補助の追加内示に伴い、運動場等整備工事の事業費
を令和3年度当初予算から前倒しするため、年割額を変更
するもの。
・継続費総額　2,488,800千円
・事業期間　　平成28年度～令和3年度
（継続費総額、事業期間の変更なし）

国庫補助の追加内示に伴い、既存プール解体工事の事業
費を令和3年度当初予算から前倒しするため、年割額を変
更するもの。
・継続費総額　4,712,300千円
・事業期間　　令和元年度～令和8年度
（継続費総額、事業期間の変更なし）

内　　　　容

 13 款　　予　備　費

今後の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う不
測の事態に迅速に対応するため、予備費を増額するも
の。

　　現計予算額　360,000千円

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ＩＣＴを活用
したオンライン講座及びオンライン会議など、新しい生
活様式を取り入れた活動を行えるよう、貸室のインター
ネット回線とオンライン用機材を整備するもの。
・整備施設　北公民館

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、市民が
安心して読書できる環境整備を行うもの。
・書籍除菌機　3台
・電子図書館クラウド環境整備

　　当初予算額　548,493千円

国の令和2年度第1次補正予算を活用し、（仮称）長崎市
三重学校給食センターの整備を行うもの。
【事業期間】令和元年度～令和18年度
（令和4年1月供用開始予定）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ＩＣＴを活
用したオンライン講座及びオンライン会議など、新しい
生活様式を取り入れた活動を行えるようインターネット
回線とオンライン用機材を整備するもの。

　　現計予算額　194,400千円

西公民館のブロック塀について、建築基準法で定める基
準を満たしていないことが判明したことから、フェンス
等に取り換えるもの。

野母崎樺島地区公民館のブロック塀について、建築基準
法で定める基準を満たしていないことが判明したことか
ら、フェンス等に取り換えるもの。

　　当初予算額　19,700千円



Ⅲ 一般会計債務負担行為 1,325,006 千円

事　　業　　名
限　度　額
　　(千円)

担 当 課

1 南部市民センター指定管理              46,745 南総合事務所

地域福祉課

2 日見地区ふれあいセンター指定管理              35,375 東総合事務所

地域福祉課

3 茂木地区ふれあいセンター指定管理              36,180 中央総合事務所

総務課

4 野母崎樺島地区ふれあいセンター指定              33,340 南総合事務所

管理 地域福祉課

5 出津地区ふれあいセンター指定管理              33,400 北総合事務所

地域福祉課

6 永井隆記念館指定管理              61,820 平和推進課

7 長崎市民会館指定管理             168,850 人権男女共同

（男女共同参画推進センター） 参画室

8 東京２０２０オリンピック聖火リレー                2,336 スポーツ振興課

広報委託

9 東京２０２０オリンピック聖火リレー                6,634 スポーツ振興課

警備委託

10 キャッシュレス決済収納事務委託                2,989 収納課

11 戸籍システムクラウドサービス移行委託              17,472 中央地域

センター

12 し尿受入下水処理可能性調査委託                7,707 環境整備課

13 有害鳥獣対策相談等委託              94,786 農林振興課

14 公益社団法人長崎県林業公社分収造林 農林振興課

事業資金の長崎県に対する損失補償

15 軍艦島資料館指定管理                2,830 観光政策課

内　　　　容

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度

新型コロナウイルスの影響で１年延期となった東京２０
２０オリンピック聖火リレーを長崎市で開催するにあた
り、交通規制周知の経費について債務負担行為を設定す
るもの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

新型コロナウイルスの影響で１年延期となった東京２０
２０オリンピック聖火リレーを長崎市で開催するにあた
り、警備のための経費について債務負担行為を設定する
もの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

クレジットカード等決済に、スマートフォン決済アプリ
による電子マネーを活用した公金収納を追加する経費を
増額するもの。
　　設定期間　令和3年度～令和5年度

（当初設定）事項名　クレジットカード等収納事務委託
　　　　　　限度額 　9,155千円
（補正後）　事項名　キャッシュレス決済収納事務委託
　　　　　　限度額　12,144千円

戸籍システムのサーバー等機器の更新に合わせ、サー
バー等機器を自前で調達する「オンプレミス型」から民
間のデータセンターに設置されたサーバー等機器におい
てシステムを利用する「クラウド型」に移行するもの。
　　設定期間　令和2年度～令和3年度

今後の人口減少に伴い、し尿及び浄化槽汚泥が減少する
中、し尿等の下水道投入処理を行うことについて検討を
進めるため、費用対効果等の調査を行うもの。
　　設定期間　令和3年度

有害鳥獣の被害相談が減少しないなか、さらに効果的な
被害対策を進めながら市民の安全安心につなげるための
相談等業務を委託するもの。
　　設定期間　令和3年度～令和5年度

長崎県の損失発生
額に2万分の1,067
を乗じた額

長崎県が行う損失補償契約に係るもの。
　　設定期間　令和2年度～令和13年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度



事　　業　　名
限　度　額
　　(千円)

担 当 課内　　　　容

16 野母崎総合運動公園指定管理              12,842 南総合事務所

地域整備課

17 長崎市民会館指定管理             761,700 生涯学習課

（市民会館・中央公民館）

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和7年度



Ⅳ 特別会計予算 1,037,654 千円

事　　業　　名
補　正　額
　　(千円)

担 当 課

1 国民健康保険事業特別会計             19,364 国民健康保険課

事業勘定             16,007

(1) 一般被保険者保険税還付金             15,581

償還金及び還付加算金等             15,581

　一般被保険者保険税過誤納還付金

(2) 償還金                 426

償還金及び還付加算金等                 426

　国庫支出金等過年度分返還金

直営診療施設勘定               3,357 高島国民健康

(1) 医薬品衛生材料費               3,357 保険診療所

医療用薬品費               3,357

　高島診療所

2 介護保険事業特別会計         1,018,290 介護保険課

(1) 一般管理費             13,200

一般管理費             13,200

　一般管理事務費

(2) 介護保険財政調整基金積立金           866,194

基金積立金           866,194

　介護保険財政調整基金

(3) 償還金           138,896

償還金           138,896

　国庫支出金等過年度分返還金

Ⅴ 特別会計債務負担行為 24,722

事　　業　　名
限　度　額
　　(千円)

担 当 課

1 駐車場事業特別会計             24,722 土木企画課

(1) 茂里町駐車場指定管理             24,722

過年度事業費の確定に伴い、県支出金を返還するもの。

　　当初予算額　500千円

処置及び投薬に必要な医薬品の購入に要する経費を増額
するもの。

　　当初予算額　7,000千円

内　　　　容

指定管理者制度による管理運営に係るもの。
　　設定期間　令和3年度～令和6年度

内　　　　容

令和3年度に行われる国の制度改正に対応するため、介護
保険システムの改修を行う経費を増額するもの。

　　当初予算額　57,455千円

介護保険事業特別会計の令和元年度決算剰余金の一部を
基金に積み立てるもの。

　　当初予算額　662千円

過年度事業費の確定に伴い、国・県支出金を返還するも
の。

　　現計予算額　88,690千円

過年度に納付された国民健康保険税が、遡って社会保険
に加入し国民健康保険の資格を喪失した場合や所得の修
正等により減額となった際の還付金及び還付加算金が当
初の見込みを上回ることから増額するもの。

　　現計予算額　68,657千円


