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(一般会計)　　　 ※上段（　）書きは補正前の額

２款 総務費

　　１項 総務管理費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

７文化振興費 (90,575) (90,575)

　ルネッサながと管理運営 5,309 5,309 13

　事業

○施設改修等負担金

８市民活動推進費

　コミュニティ助成事業 4,400 4,400 13

・補助率 10/10（上限2,500、100千円未満切捨）

10ケーブルテレビ放送費 (870,315) (300,000) (570,000) (315)

　光ファイバー網整備事業 373,276 142,855 230,400 21 13

○施設整備工事

・3期　引込・宅内工事

・3期　伝送路撤去工事

・4期　宅内（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続）工事等

　ケーブルテレビ施設維持 (8,200) (500) (7,700)

　管理費 10,035 10,035 13

○支障移転工事

14出張所費 (3,287) (23) (3,264)

　出張所費 1,085 1,085 13

○トイレ改修工事

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

ルネッサながと管理運営事業（観光政策課）

　ルネッサながとの防災受信機は、設置後20年経過
し、不安定な動きをすることが頻発している。消防法
の規定により適切に設置・維持することが義務付けら
れているため、県と協調して新たな防災受信機を設置
する。

5,309

【新】コミュニティ助成事業（市民活動推進課）

　（一財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広
報事業として実施するコミュニティ助成事業を活用
し、地域コミュニティ活動の促進を図るための備品整
備に補助する。

○自治宝くじコミュニティ事業助成金 4,400

事業主体 事業内容 総事業費

正明市連合会 連合会備品整備 2,500

豊原自治会 コミュニティセンター備品整備 1,963

光ファイバー網整備事業（企画政策課）

　光ファイバー網全域整備の最終段階となる旧長門地
区の整備事業において、3期（青海島、渋木、真木、
俵山）・4期（深川、仙崎）の進捗、並びに国庫補助
事業の交付決定額が確定したことから、整備完了に向
けて全体事業費を精査の上、所要の予算を計上する。

229,615

86,947

56,714

ケーブルテレビ施設維持管理費（企画政策課）

　電力系・通信系電柱の支障移転に伴い、その電柱に
共架している伝送路設備を架け替えることとなるが、
当初の想定を上回る支障移転が生じたため、追加で必
要な予算を計上する。

10,035

【新】宇津賀出張所トイレ改修事業 （油谷支所）

　宇津賀出張所の機能移転に伴い、地域住民や観光客
の利便性を向上させる観点から、旧出張所トイレの扉
構造を改修するとともに、新型コロナウイルス感染症
対策として便器を洋式化する。

1,085
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(一般会計)　　　

２款 総務費

　　１項 総務管理費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

17防災対策費

　防災意識啓発事業 2,000 2,000 13

○地域防災組織育成助成事業費補助金

・事業主体　田屋区防火隊

・総事業費　2,000（補助率10/10）

３款 民生費

　　２項 児童福祉費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

１児童福祉総務費

　コロナ対策子どもの見守 3,872 3,872 13

　り強化事業

・補助対象団体

・補助対象経費

２児童措置費

　子育て世帯生活支援特別 35,300 35,300 13

　給付金給付事業

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

【新】地域防災組織育成助成事業（防災危機管理
課）

　（一財）自治総合センターが、宝くじの社会貢献広
報事業として実施するコミュニティ助成事業を活用
し、自主防災活動に必要な防災資器材等の整備に補助
する。

2,000

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

【新】新型コロナウイルス感染症に伴う子どもの見
守り強化事業（子育て支援課）

　新型コロナウイルス感染症の社会経済活動への影響
が長期化する中、子どもの見守り機会が減少し、児童
虐待のリスクが高まっている。児童虐待の早期発見・
対応や、孤立と貧困に苦しむ子育て家庭等に対する支
援を早期に支援機関へつなげるため、市が見守りを必
要と認めた子ども（支援対象児童）等の居宅を訪問す
るなど、状況の把握や食事の提供等を実施する民間団
体等を支援する。

○コロナ対策子どもの見守り強化事業補助金　3,872

市内で子どもに対する宅食等の支援を行う民間団
体等

食事の調整に係る経費、訪問（食事の配達）等に
係る経費、その他事務費

【新】子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひ
とり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（子育て
支援課）

　新型コロナウイルス感染症の社会経済活動への影響
が長期化する中、低所得の子育て世帯（ひとり親世帯
を除く）に対し、食費等による支出の増加を踏まえた
生活支援を行うため、給付金を支給する。

○子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯

以外の低所得の子育て世帯分） 30,000

○事務費 5,300
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(一般会計)　　　 ※上段（　）書きは補正前の額

６款 農業水産業費

　　１項 農業費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

４農業振興費

　新規就業者等産地拡大促 7,784 6,223 1,561 15

　進事業

○新規就業者等産地拡大促進事業費補助金

・事業主体 新規就業者の受入を行う農業団体等

・事業内容 機械、施設等の整備支援

           県1/3・市1/4（補助上限1,000千円）

　美しい農村再生支援事業 (5,448) (5,448)

5,000 5,000 15

○棚田生産物マーケティング業務

○棚田地域情報発信業務

　コロナに負けない農業経 (37,594) (19,247) (18,347)

　営実践加速事業 33,293 16,534 16,759 15

○コロナに負けない農業経営実践加速事業費補助金

・事業主体 農業法人等の中核経営体（4法人）

・事業内容 ソフト支援　書籍購入、研修費等

補助率：定額（上限150千円）

ハード支援　スマート農機等導入費

補助率：県1/3・市1/3

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

【新】新規就業者等産地拡大促進事業（農林水産
課）

　新規就業者の受け入れに伴う生産拡大に向けた計画
に基づく機械・施設等の整備に対する支援を行う。

7,784

【拡】美しい農村再生支援事業（農林水産課）

　長門市指定棚田地域振興活動計画に基づく農産物の
供給促進を目的として、指定棚田地域（東後畑・本
郷）の生産物のマーケティング調査を行う。併せて地
域の情報発信を行うことにより、認知度の向上や販路
開拓等による販売促進、商品の高付加価値化を図る。

4,180

820

コロナに負けない農業経営実践加速事業（農林水産
課）

　新型コロナウイルス感染症対策を行うことで新たに
発生する人手不足等の解消を目指すプランの作成を支
援するほか、プランに基づく省人化や接触機会減少に
向けたスマート農機等の導入を支援する。

33,293
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(一般会計)　　　

７款 商工費

　　１項 商工費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

２商工業振興費

　新型コロナウイルス感染 36,027 36,027 15

　症に対応した長門市緊急

　経済対策

〇がんばる中小事業者応援給付金

〇手数料

　　

80,000 80,000 15

〇中小企業等事業再構築促進事業費補助金

　

８款 土木費

　　２項 道路橋梁費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

３道路橋梁新設改良費

　社会資本整備総合交付金 22,500 11,340 11,160 15

　事業
建物調査算定、用地測量・分筆登記業務

市道用地買収費

立木、建物等補償費

（全体計画Ｒ2～Ｒ4）

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

がんばる中小事業者応援給付金（産業戦略課）

　新型コロナウイルス感染症の社会経済活動への影響
が長期化する中、中小事業者の事業継続意欲の保持と
雇用の維持を図る。令和２年度３月補正予算において
措置した件数を上回る申請が見込まれることから、所
要の補正を行う。

36,000

27

対象者：令和２年の事業売上が令和元年と比較
　　　　して20％以上減少している市内全ての
　　　　事業者
給付額：１事業所あたり150千円
　　　　（２事業所以上は300千円まで）

中小事業者サポート事業（産業戦略課）

　新型コロナウイルス感染症の社会経済活動への影響
が長期化する中、新たな分野への展開や業態転換等の
事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援す
る。令和２年度３月補正予算において措置した件数を
上回る申請が見込まれることから、所要の補正を行
う。

80,000
内　容：国の事業を活用し、新分野展開や業態転
　　　　換、事業・業種転換等の取組に係る経費
　　　　について嵩上げ補助し、事業者負担を軽
　　　　減する。
対象者：国の「中小企業事業再構築促進事業」に
　　　　取り組む市内事業者
補助率：対象経費の1/6（上限15,000千円）

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

【新】社会資本整備総合交付金事業（都市建設課）

○八ツ面江良線道路改良事業 22,500
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(一般会計)　　　 ※上段（　）書きは補正前の額

１０款 教育費

　　６項 社会教育費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

３社会教育振興費 (1,832) (1,832)

　成人式開催事業 6,143 6,143 17

○ＰＣＲ検査料補助金

・総事業費　6,143（補助率10/10、上限25千円）

・事業内容　令和３年８月開催の成人式に県外か

　　　　　　ら出席する新成人が、帰省前に受け

　　　　　　たＰＣＲ検査料を補助

１３款 諸支出金

　　１項 基金費 （単位：千円）

国　県
支出金

市債 その他
一般
財源

２減債基金費 (1) (1)

　減債基金費 81,143 81,143 17

○減債基金積立金

17環境整備協力費基金費

　環境整備協力費基金費 6,009 6,009 17

○環境整備協力費基金積立金

18公共施設維持補修等基金

　費 397,268 397,268 17

　公共施設維持補修等基金

　費

○公共施設維持補修等基金積立金

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

【拡】成人式開催事業（生涯学習・文化財課）

　成人式は、市として成人者をお祝いするという一生
に一度の特別な場であり、成人式参加対象者に関わる
方も多いことから、県外に居住する方に安心して帰省
し、出席していただくため、新型コロナウイルス感染
症の検査（PCR検査）に係る費用を補助する。

6,143

目・細目 事業名・内容 事業費
左の財源内訳 予　算

説明書
ページ

減債基金積立金（財政課）

　庁舎建設基金の残額について、一部を減債基金に積
み立てる。

81,143

・減債基金への積立額
　庁舎建設費用に充てた合併特例債のうち、当初
　計画の30億円を超えて充当した市債に係る元利
　償還金のうち、交付税措置のない30％分に相当
　する額。

397,268

【新】環境整備協力費基金積立金（企画政策課）

　モーターボート競走に係るボートレースチケット
ショップながとの売上に関し、本市に昨年度納入され
た環境整備協力費（売上の1％相当額）の使途を明確
化し、有効活用を図るため、長門市環境整備協力費基
金へ積み立てる。

6,009

【新】公共施設維持補修等基金積立金（監理管財
課）

　庁舎建設基金の残額について、減債基金への積立額
を除く全額を、公共施設維持補修等基金に積み立て
る。
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