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令和２年度一般会計補正予算（第１号）
現計予算額 ４６，０７０，０００千円
補正予算額 ８３３，７９４千円
補正後予算額 ４６，９０３，７９４千円

新型コロナウイルス感染症対策予算の概要 （補正予算額 ８３３，７９４千円）

令和２年度 一般会計補正予算（第１・２号）

■住民バス車内における感染症防止対策 130千円 ■指定避難所及び指定緊急避難場所における感染症防止対策 1,300千円
■保育所等における感染症防止対策 15,319千円 ■学童保育所における感染症防止対策 8,000千円 ■妊婦へのマスク配布 300千円
■幼稚園・小学校・中学校における感染症防止対策 3,320千円 ■イベント等の自粛に伴う紀南文化会館利用料（キャンセル料）の補てん 1,000千円

１．新型コロナウイルス感染症防止対策 ２９，３６９千円
～新型コロナウイルス感染症を防止するため、各種対策を講じます～

２．生活に困っている方への支援 １１６，４２６千円
～新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活に困っている方を支援します～

■新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金 20,000千円 ■雇用維持支援補助金 75,000千円 ■小規模事業者事業継続支援給付金 153,789千円
■新型コロナウイルス感染症特別融資資金利子補給補助金 11,700千円

３．雇用維持、事業継続のための支援 ２６０，４８９千円
～雇用を守り、事業活動が継続できるよう、市内事業者を支援します～

■生活困窮者の住居確保給付金 10,000千円 ■子育て特別給付金 95,500千円 ■修学奨学金の貸与対象者の緊急募集 2,126千円
■高等学校等通学費等助成金の支給対象者の拡大 600千円 ■就学援助費の支給対象者の拡大 8,200千円

４．学びの場におけるＩＣＴ環境の推進 ３７７，５１０千円
～学校の臨時休業等の緊急時においても、学び続けられるようＩＣＴ環境の整備を推進します～

■ＧＩＧＡスクールの推進 377,510千円

５．不測の事態への備え ５０，０００千円
～新型コロナウイルス感染症に係る不測の事態に備えます～

■予備費の増額 50,000千円
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住民バス利用者の新型コロナウイルス感染を防止するため、手指用消毒液・車内用消毒液等を購入する。
◇対 象 住民バス８台
◇予算額 130千円

１．新型コロナウイルス感染症防止対策 ２９，３６９千円
～新型コロナウイルス感染症を防止するため、各種対策を講じます～

令和２年度 一般会計補正予算（第１・２号）

○手指用消毒液・空気清浄機等の購入 14,500千円（国100％）
◇対 象 市立認可保育所９か所、市立へき地保育所６か所、民間認可保育所８か所、認定こども園２か所、認可外保育所４か所
◇予算額 14,500千円（国補助上限500千円×29施設）

○保育所等への登園自粛の協力依頼に伴う補正 819千円（国1/2・県1/4ほか）
新型コロナウイルス感染防止の観点から、保育所に登園する子どもの保護者に対して、４月２１日付け文書で登園自粛の協力を依頼したことに伴い、
保育料及び副食費を日割り計算とするため、副食費が減収となる民間保育所等に対して補助するとともに、認可保育所及びへき地保育所の保育料等
（歳入）を減額する。
◇対 象 市立認可保育所９か所、市立へき地保育所６か所、民間認可保育所８か所、認定こども園２か所
◇予算額 819千円

学童保育所利用者の新型コロナウイルス感染を防止するため、手指用消毒液・空気清浄機等を購入する。
◇対 象 市立学童保育所１３か所（１５教室）、民間学童保育所１か所（１教室）
◇予算額 8,000千円（国補助上限500千円×１６教室）

■ 住民バス車内における感染症防止対策 130千円 【議案書：Ｐ.46（市民生活費） 担当課：企画広報課】

■ 保育所等における感染症防止対策 15,319千円 【議案書：Ｐ.47（児童福祉費、保育所費） 担当課：子育て推進課】

■ 学童保育所における感染症防止対策 8,000千円 【議案書：Ｐ.47（児童福祉費） 担当課：子育て推進課】

■ 指定避難所及び指定緊急避難場所における感染症防止対策 1,300千円 【議案書：Ｐ.46 （防災対策費） 担当課：防災まちづくり課】

避難情報発令時に開設する指定避難所及び指定緊急避難場所における新型コロナウイルス感染を防止するため、手指用消毒液・体温計等を購入する。
◇指定避難所及び指定緊急避難場所
１７５か所（田辺６５か所、龍神２４か所、中辺路３７か所、大塔２７か所、本宮２２か所）
※津波時のみに開設する指定緊急避難場所は除く。

◇予算額 1,300千円
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令和２年度 一般会計補正予算（第１・２号）

■ イベント等の自粛に伴う紀南文化会館利用料（キャンセル料）の補てん 1,000千円 【議案書：Ｐ.52（文化振興費） 担当課：文化振興課】

イベント等の自粛に伴う紀南文化会館利用料（キャンセル料）を市が補てんする。
◇予算額 1,000千円

対象区分 2/20～4/6 4/7～4/15 4/16～

非営利活動
市内の方 ○ ○ ○

市外の方 － － ○

営利活動
市内の方 － － ○

市外の方 － － ○

○は市による補てん対象
２/20…厚生労働省がイベント自粛の協力を国民に依頼
４/７…７都府県に緊急事態宣言が発令
４/16…全国に緊急事態宣言が発令

■ 幼稚園・小学校・中学校における感染防止対策 3,320千円 【議案書：Ｐ.50～Ｐ.52 担当課：学校教育課】

○幼稚園 1,400千円 （国100％） 【議案書：Ｐ.52（幼稚園費・管理費）】
市立幼稚園４園における手指用消毒液、園内消毒液、空気清浄機等の購入費用

○小学校 1,000千円 【議案書：Ｐ.50（小学校費・学校管理費）】
小学校２５校における手指用消毒液、校内消毒液等の購入費用

○中学校 600千円 【議案書：Ｐ.51（中学校費・学校管理費）】
中学校１４校における手指用消毒液、校内消毒液等の購入費用

○小学校・中学校スクールバス 320千円 【議案書：Ｐ.50（小学校費・スクールバス運行費）、Ｐ.51（中学校費・スクールバス運行費）】
スクールバス車内における手指用消毒液、車内消毒液等の購入費用

■ 妊婦へのマスク配布 300千円 （国1/2） 【議案書：Ｐ.48（保健衛生総務費） 担当課：健康増進課】

肺炎にかかった場合に重症化する可能性がある妊婦に対して、布製マスク（国調達）を配布する。
◇対 象 市内在住の妊婦350人を見込む
◇予算額 300千円
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２．生活に困っている方への支援 １１６，４２６千円
～新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、生活に困っている方を支援します～

令和２年度 一般会計補正予算（第１・２号）

■ 生活困窮者の住居確保給付金 10,000千円 （国3/4） 【議案書：Ｐ.46（社会福祉総務費） 担当課：福祉課】

新型コロナウイルス感染拡大等の状況を踏まえ、生活困窮者自立支援法施行規則の対象要件が拡大されたことから、住居確保給付金を増額する。
◇対象要件の拡大（従 前）離職・廃業後２年以内の者

（拡大後）上記要件に「給与等を得る機会が当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者」が追加される。
◇補正予算額 10,000千円（３０件の増加を見込む）

■ 子育て特別給付金 95,500千円 （国100％） 【議案書：Ｐ.47（児童措置費） 担当課：市民課】

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援するため、子育て特別給付金を支給する。
◇支給対象者 令和２年４月分の児童手当（特例給付を除く）の支給対象者
◇対象の児童 令和２年３月３１日までに生まれた児童（新高校１年生を含む）
◇支 給 額 対象児童１人当たり１０千円
◇予 算 額 95,500千円 特別給付金94,000千円（１０千円×9,400人）、事務費1,500千円

■ 修学奨学金の貸与対象者の緊急募集 2,１26千円 【議案書：Ｐ.50（教育総務費・教育振興費） 担当課：教育総務課】

新型コロナウイルス感染症の影響による休業、離職、売上げの減少等に伴う世帯所得の減少等を踏まえ、修学奨学金の貸与対象者を緊急募集する。
◇募集対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）の年間世帯所得の見込みが基準所得以下となった者
◇対象見込 １５人分（大学５人、短大等５人、高校５人）
◇予 算 額 奨学貸付金2,100千円、選考委員会委員報酬26千円

■ 高等学校等通学費等助成金の支給対象者の拡大 600千円 【議案書：Ｐ.50（教育総務費・教育振興費） 担当課：教育総務課】

新型コロナウイルス感染症の影響による休業、離職、売上げの減少等に伴う世帯所得の減少等を踏まえ、高等学校等通学費等助成金の支給対象者を拡大する。
◇支給対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）の年間世帯所得の見込みが基準所得以下となった

場合も対象とする。
◇対象見込 ２０人分（通学１０人分、寮・下宿１０人分）
◇予 算 額 600千円

■ 就学援助費の支給対象者の拡大 8,200千円 【議案書：Ｐ.50（小学校費・教育振興費）、Ｐ.51（中学校費・教育振興費） 担当課：学校教育課】

新型コロナウイルス感染症の影響による休業、離職、売上げの減少等に伴う世帯所得の減少等を踏まえ、就学援助費の支給対象者を拡大する。
◇支給対象 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年２月以降の任意の期間（１か月以上）の年間世帯所得の見込みが基準所得以下となった

場合も対象とする。
◇対象見込 小学校５９人、中学校３４人
◇予 算 額 8,200千円（小学校4,300千円、中学校3,900千円）
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令和２年度 一般会計補正予算（第１・２号）

３．雇用維持、事業継続のための支援 ２６０，４８９千円
～雇用を守り、事業活動が継続できるよう、市内事業者を支援します～

■ 新型コロナウイルス感染症対策事業応援補助金 20,000千円 【議案書：Ｐ.46（まちづくり推進事業費） 担当課：たなべ営業室】

新型コロナウイルス感染症防止対策として、新規事業に取り組む事業者を支援する。
◇補助対象 市内の小規模事業者 ※小規模事業者…製造業その他：従業員20人以下、商業・サービス業：従業員５人以下
◇対象事業 ①新型コロナウイルス感染症防止対策につながる新たな事業

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市民の日常生活等の支援につながる新たな事業
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が新たに取り組む事業

◇補助率等 ２／３（上限100千円）
◇予 算 額 20,000千円（上限100千円×200件）

■ 雇用維持支援補助金 75,000千円 【議案書：Ｐ.48（労働諸費） 担当課：商工振興課】

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小、または休業している市内事業者に対して、雇用が維持できるよう支援する。
◇国制度の概要（新型コロナウイルス緊急対応期間４月１日～６月３０日）

対象事業所 雇用保険適用事業所、労災保険適用事業所、暫定任意適用事業所
助 成 率 中小企業４／５（解雇していない場合は９／１０）上限１人当たり8,330円／日を助成

◇市制度の概要 対象事業者 国の雇用調整助成金の支給決定を受けた市内事業者
対象の期間 ４月１日～６月３０日（国の新型コロナウイルス緊急対応期間中）
助 成 額 国補助基準の１／１０（上限１人当たり925円／日）※１事業者上限150千円

◇予 算 額 75,000千円（上限150千円×500事業者）

■ 小規模事業者事業継続支援給付金 153,789千円 【議案書：Ｐ.49（商工振興費） 担当課：商工振興課】

新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが減少している市内事業者に対して、事業活動が継続できるよう支援する。
◇対象事業者 市内の小規模事業者で、前年同月比で３０％以上の売上げの減少が認められる事業者

※小規模事業者…製造業その他：従業員２０人以下、商業・サービス業：従業員５人以下
◇予 算 額 給付金150,000千円（100千円×1,500事業者）、事務費3,789千円

■ 新型コロナウイルス感染症特別融資資金利子補給補助金 11,700千円 【議案書：Ｐ.49（商工振興費） 担当課：商工振興課】

市内事業者が、事業活動を行うために借入れた資金（新型コロナウイルス感染症特別枠）に係る利子について３年間補助を行う。
◇利子補給率等 ○小規模事業者経営改善資金及び生活衛生改善貸付の特別枠【貸付限度額10,000千円、貸付利率0.31％（４/１時点）】

市利子補給率 0.31％（事業者負担率０％）
○衛生環境激変特別貸付の特別枠【貸付限度額 旅館業30,000千円、飲食店・喫茶店10,000千円、基準金利1.91％（４/１時点）】
市利子補給率 1.91％（事業者負担率０％）

◇利子補給期間 ３年間
◇予 算 額 11,700千円（小規模事業者経営改善資金及び生活衛生改善貸付の特別枠分4,200千円、衛生環境激変特別貸付の特別枠分7,500千円）
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令和２年度 一般会計補正予算（第１・２号）

４．学びの場におけるＩＣＴ環境の推進 ３７７，５１０千円
～学校の臨時休業等の緊急時においても、学び続けられるようＩＣＴ環境の整備を推進します～

■ ＧＩＧＡスクールの推進 377,510千円 （国 タブレット型パソコン：定額45千円／台、ネットワーク環境整備1/2）
【議案書：Ｐ.50（小学校費・教育振興費）、Ｐ.51（中学校費・教育振興費） 担当課：学校教育課】

学校の臨時休業等の緊急時においても、家庭等で学び続けられる環境を整備するため、児童生徒用のタブレット型パソコンを購入するとともに、校内ネット
ワーク環境の整備に取り組む。

タブレット型パソコン購入台数
（全児童生徒数）

タブレット型パソコン購入費 ネットワーク環境整備費 計

小学校 （２５校） ３，５２６台 １５８，６７０千円 ９５，３００千円 ２５３，９７０千円

中学校 （１４校） １，６７２台 ７５，２４０千円 ４８，３００千円 １２３，５４０千円

計 （３９校） ５，１９８台 ２３３，９１０千円 １４３，６００千円 ３７７，５１０千円

５．不測の事態への備え ５０，０００千円
～今後の新型コロナウイルス感染症に係る不測の事態に備えます～

■ 予備費の補正 50,000千円 【議案書：Ｐ.53（予備費） 担当課：財政課】

新型コロナウイルス感染症に係る不測の事態に速やかに対応できるよう予備費を補正する。
◇補正予算額 50,000千円

令和２年度一般会計補正予算（第２号）
現計予算額 ４６，９０３，７９４千円
補正予算額 ７，３２０，３９０千円
補正後予算額 ５４，２２４，１８４千円

新型コロナウイルス感染症対策予算の概要② （補正予算額 ７，３２０，３９０千円）

■ 特別定額給付金 7,320,390円 （国100％） 【議案書（２）：Ｐ. 5（特別定額給付金給付事業費） 担当課：総務課】

新型コロナウイルスの感染拡大に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、４月27日現在の住民基本台帳に記録されている方を
基本として１人につき10万円（国の特別定額給付金）を給付する。


