
令和元年度11月補正予算（案）　要求状況一覧表

※　年度開始当初から役務の提供を受ける必要がある契約案件等に係る債務負担行為については、主な事業等を記載。

【政策局】 (単位：千円）  

【総務局】 (単位：千円）  

【財政局】 (単位：千円）  

【市民局】 (単位：千円）  

（債務負担行為）
エルタックスシステム運用経費

(24,900) (24,900)
エルタックスを利用するための業務委託
（令和元年度～令和7年度）

社会保障・税番号制度推進事業 40,000 40,000
【国補助　10/10】
マイナンバーカード交付率向上に向けた特設窓口の設置等に係る経費

新
（債務負担行為）
ふるさと応援寄附金支援業務委託

(50,000) (50,000)
ふるさと応援寄附金に係る寄附金受付等関連業務委託
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
登記済通知書データ入力業務委
託

(2,800) (2,800)
法務局より提供される登記済通知書のデータ入力および電子化に係る業
務委託
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

市税還付金 255,000 255,000 熊本地震に係る雑損控除の申告等により発生する過年度還付金

（債務負担行為）
文書集配業務委託

(84,000) (84,000)
庁内文書等の集配業務委託
（令和元年度～令和4年度）

新
（債務負担行為）
総合行政情報システム改修経費

(9,000) (9,000)
社会保障・税番号制度に対応するための共通基盤システム改修経費
（令和2年度）

人事委員会勧告を踏まえた給与改定額

人件費 274,046 274,046 人事委員会勧告を踏まえた給与改定額

新 総合行政情報システム改修経費 18,000 18,000 社会保障・税番号制度に対応するための共通基盤システム改修経費

（特）人件費 4,553 4,553

要求額 査定額

（債務負担行為）
市政広報番組制作放映経費

(22,200) (22,200)
市政広報番組の制作放映業務委託経費（民放及びケーブルテレビ）
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 

（債務負担行為）
市政だより編集等業務委託

(10,500) (10,500)
市政だよりの編集、版下作成、制作業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

(33,900)

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

東区役所におけるマイナンバーカード特設窓口用のプレハブ借上料
（令和2年度～令和4年後）

（債務負担行為）
個人番号カード交付窓口用統合端
末借上料

(33,900)
各区役所におけるマイナンバーカード特設窓口用の統合端末借上料
（令和2年度～令和5年度）

（債務負担行為）
個人番号カード交付窓口用プレハ
ブ借上料

(15,400) (15,400)
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【健康福祉局】 (単位：千円）  

【環境局】 (単位：千円）  

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

(106,500) (106,500)
自立相談支援事業等を行う生活自立支援センター（中央区、東区、南区）
の運営に係る業務委託　外
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
生活保護診療報酬明細書点検業
務委託

(6,600) (6,600)
医療扶助、中国残留邦人支援給付の適正化のためのレセプト点検業務委
託
（令和元年度～令和2年度）

新 老人福祉施設等災害復旧経費 681 681
【国補助　1/2】
平成31年1月3日に発生した地震により被災した介護老人保健施設の復旧
工事に対する助成

老人福祉施設等開設準備経費助
成事業

21,271

東部堆肥センター管理運営経費 37,000 37,000 家畜排せつ物処理量の増等に伴う指定管理料の増

（債務負担行為）
生活困窮者自立支援業務委託

事　　業　　名
令和元年度11月

21,271 老人福祉施設等の開設準備経費に対する助成

新
高齢者施設等防災機能強化支援
事業

2,475 2,475
【国補助　1/2】
高齢者施設等における非常用自家発電設備の整備に対する助成

（債務負担行為）
障がい者虐待防止センター夜間・
休日電話対応業務委託

(3,000) (3,000)
障がい者虐待防止センターの夜間・休日の電話対応に係る業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
障がい者福祉タクシー利用券等一
斉交付業務委託

(4,400) (4,400)
障がい者福祉タクシー利用券等の一斉交付業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
ひきこもり地域支援センター運営
業務委託

(57,400) (57,400)
ひきこもり地域支援センターの運営業務委託
（令和元年度～令和4年度）

（債務負担行為）
狂犬病予防定期集合注射会場運
営等業務委託

(4,600) (4,600)
狂犬病予防定期集合注射の会場運営等業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

新
（債務負担行為）
緊急風しん対策クーポン券作成等
業務委託

(2,700) (2,700)
風しんの追加的対策に係るクーポン券の作成・発送業務委託
（令和元年度～令和2年度）

国民健康保険会計繰出金 3,400 3,400
【国補助　2/3】
国民健康保険事業に係る一般会計繰出金

（特）社会保障・税番号制度システ
ム等対応経費

14,900 14,900
【国補助　10/10】
社会保障・税番号制度に対応するためのシステム改修経費（国民健康保
険会計）

（特）一般被保険者保険料還付金 14,800 14,800 保険料の過年度還付金（国民健康保険会計）

（債務負担行為）
(特)国民健康保険にかかる診療報
酬明細書等点検・集計等業務委託

(26,000) (26,000)
診療報酬明細書等の点検・集計等業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

新
（債務負担行為）
妊婦・乳児健康診査システム改修
業務委託

(1,400) (1,400)
社会保障・税番号制度に対応するためのシステム改修に係る業務委託
（令和2年度）

（債務負担行為）
(特)国民健康保険データ入力業務
委託

(2,000) (2,000)
療養費申請書等のデータ入力業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

新
妊婦・乳児健康診査システム改修
経費

10,500 10,500
【国補助　2/3】
社会保障・税番号制度に対応するためのシステム改修経費

（債務負担行為）
東部堆肥センター指定管理料
（令和元年度追加分）

(93,000) (93,000)
【指定管理料債務負担行為】
東部堆肥センターの指定管理料の増
（令和2年度～令和3年度）
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【環境局　つづき】 (単位：千円）  

【経済観光局】 (単位：千円）  

（債務負担行為）
資源物等持ち去り監視パトロール
業務委託

(16,400) (16,400)

(8,300)
特定計量器定期検査等業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

要求額 査定額

（債務負担行為）
特定計量器定期検査等業務委託

(8,300)

（債務負担行為）
熊本城天守石垣安全対策工事

(72,000)

（債務負担行為）
違反ごみ・災害ごみ等収集運搬業
務委託

(90,800) (90,800)
市全域の違反ごみ及び災害ごみ等収集運搬業務委託経費
（令和元年度～令和4年度）

（債務負担行為）
資源物等収集運搬・中間処理業務
委託（富合・城南地区分）

(219,700) (219,700)
富合・城南地区の資源物等収集運搬及び中間処理業務委託経費
（令和元年度～令和4年度）

（債務負担行為）
にぎわいづくり推進経費

(70,000) (70,000)
熊本市まつり振興委員会への負担金
（令和元年度～令和2年度）

資源物等の持ち去り行為の監視パトロール業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 

『ONE PIECE』連携復興応援事業 3,000 3,000
動植物園正門入口に設置するチョッパー像の除幕式及び周辺環境整備に
係る経費

千葉城地区保存活用関係経費 1,500,000 1,500,000 日本たばこ産業（JT）熊本支店跡地の土地購入に係る経費

オリンピック聖火リレー推進事業 28,569 28,569 東京2020オリンピック聖火リレー熊本県実行委員会への負担金　外

（債務負担行為）
動植物園集客イベント企画運営業
務委託

(9,500)

文化財復旧工事の期間の延長
（令和2年度～令和4年度）
※期間の変更（変更前　期間：令和2年度～令和3年度）

(9,500)
夜間開園等の集客イベント企画及び開催経費
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
文化財等災害復旧経費

(841,900)

（債務負担行為）
熊本城飯田丸五階櫓石垣復旧事
業

(79,000) (79,000)
飯田丸五階櫓の石垣解体工事
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
熊本城飯田丸五階櫓石垣復旧事
業に伴う文化財調査業務委託

(22,000) (22,000)

新
（債務負担行為）
家畜排せつ物受入設備増設設計
業務委託

(6,800) (6,800)
東部堆肥センター運営に係る東部浄化センターの設備増設設計業務委託
経費
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

（債務負担行為）
燃やすごみ及び紙収集運搬業務
委託(令和元年度分）

(1,160,200) (1,160,200)
熊本市域（一部）の燃やすごみ及び紙の収集運搬業務委託経費
（令和元年度～令和4年度）

（債務負担行為）
燃やすごみ及び紙収集運搬業務
委託(北部地区分）

(117,900) (117,900)
北部地区の燃やすごみ及び紙の収集運搬業務委託経費
（令和元年度～令和3年度）

（債務負担行為）
総合ごみ収集運搬業務委託
(富合・城南地区分）

(308,200) (308,200)
富合・城南地区のごみ等収集運搬業務委託経費
（令和元年度～令和4年度）

(841,900)

飯田丸五階櫓の石垣復旧事業に伴う文化財調査業務委託
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
熊本城特別公開関連管理運営業
務委託

(130,000) (130,000)
熊本城の入園管理業務委託
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
「復興城主」制度運営業務委託

(26,000) (26,000)
「復興城主」制度の運営業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

(72,000)
天守閣石垣の安全対策工事
（令和元年度～令和2年度）
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【経済観光局　つづき】 (単位：千円）  

【農水局】 (単位：千円）  

【都市建設局】 (単位：千円）  

【教育委員会事務局】 (単位：千円）  

【病院局】 (単位：千円）  

（債務負担行為）
義務教育施設整備事業(教室不足
仮設建物等分)

(351,000)

（債務負担行為）
中山間地域等直接支払管理シス
テム機器借上料

(15,400) (15,400)
中山間地域等直接支払交付金の算定を行うための傾斜地等の測定システ
ム機器借上料
（令和元年度～令和6年度）

（債務負担行為)
舟島橋架替工事
（令和元年度追加分）

（債務負担行為）
市立図書館等図書購入経費

(72,000) (72,000)
市立図書館等の図書購入費
（令和元年度～令和2年度）

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

全図書館（室）における予約本等の貸出・返却サービスのための搬送経費
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為）
義務教育施設整備事業(特別支援
学級設置分)

(40,400) (40,400)
令和2年度特別支援学級設置に伴う教室改修経費
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

（企）人件費 21,803 21,803 人事委員会勧告を踏まえた給与改定額

（債務負担行為）
天明漁港物揚場整備工事

(200,000) (200,000)
【県補助　1/2】
天明漁港の物揚場等の整備工事に要する経費
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

要求額 査定額

(351,000)
令和2年度教室不足に伴う仮設教室設置等経費
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

鳥獣被害対策事業 3,000 3,000 立田山におけるICTを活用したイノシシ対策の強化経費

新
アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支
援事業

21,000 21,000 養豚農場における野生動物侵入防護柵の整備に対する助成

（債務負担行為）
図書館図書搬送業務委託

(12,000) (12,000)

主    な    要    求    内    容 

（債務負担行為)
池上インター線橋梁下部工関連工
事

(410,000) (410,000)
池上インター線橋梁下部工の関連工事
（令和元年度～令和2年度）

(198,000) (198,000)
合志川改修に伴う橋梁（舟島橋）の架替経費
（令和元年度～令和3年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

（債務負担行為）
熊本城特別公開式典等開催経費

(35,000) (35,000)
特別公開第2弾公開式典開催業務委託
（令和元年度～令和2年度）

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額
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【上下水道局】 (単位：千円）  

【交通局】 (単位：千円）  

事　　業　　名
令和元年度11月

事　　業　　名
令和元年度11月

主    な    要    求    内    容 
要求額 査定額

（債務負担行為)
（企）配管材料等価格調査業務委
託

(13,200) (13,200)
配管材料等の実勢市場での取引価格調査業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

（債務負担行為)
（企）上下水道局広報業務委託

(9,000) (9,000)
テレビCMや新聞等を活用した広報業務委託経費
（令和元年度～令和2年度）

要求額 査定額

（企）人件費 10,652 10,652 人事委員会勧告を踏まえた給与改定額

主    な    要    求    内    容 

（企）人件費 2,225 2,225 人事委員会勧告を踏まえた給与改定額

（債務負担行為）
（企）精算業務に係る現金等輸送
業務委託

(6,000) (6,000)
運賃収入等の輸送、出納取扱金融機関への輸送及び入金業務
（令和元年度～令和2年度）
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