
既決予算額 21,776,000 千円

補正計上額 93,874 千円

補正後の額 21,869,874 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

総務費 企画費 企画課 市内公共交通利用促進・応援事業 30,000 30,000 0

民生費 児童措置費 こども未来課他 ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業 13,879 13,879 0

商工費 商工振興費 商工産業課
プレミアム商品券（地元応援プレミアム八っ
ぴー商品券）発行事業

49,995 49,995 0

93,874 93,874 0 0 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

総務費
国庫補助金

財政課
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金

34,995 34,995 0

民生費
国庫補助金

こども未来課 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 13,879 13,879 0

県支出金
商工費

県補助金
商工産業課 県内消費喚起支援事業補助金 45,000 45,000 0

93,874 93,874 0 0 0

既決予算額 21,869,874 千円

補正計上額 394,576 千円

補正後の額 22,264,450 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

議会費 議会費 議会事務局 議員報酬減額 ▲ 1,425 ▲ 1,425

総務課 ふるさと応援基金積立金 1,500 1,500 0

管財課 庁舎等感染対策事業 8,232 8,232 0

公共交通応援事業 1,150 1,150 0

おためし研修支援事業 1,500 1,500 0

アートアル
カディア推進費

指定管理施設等感染対策事業 1,439 1,439 0

振興センター
管理運営費

室生振興センター感染対策事業 1,020 1,020 0

総合センター
管理運営費

総合センター感染対策事業 600 600 0

空き家総合相談事業 1,931 1,931 0

空き家活用推進補助事業 13,230 13,230 0

障害者福祉費 介護福祉課 障がい者遠隔支援事業 139 139 0

遠隔研修システム整備事業 3,374 3,374 0

チルドレンケアカウンセラー派遣事業 247 247 0

子育て世帯への給付金支給事業 30,387 30,387 0

ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業 13,610 13,610 0

ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業
（市単独分）

1,862 1,862 0

1,000 1,000 0

児童福祉施設費 4,000 4,000 0

国庫支出金

・こども園、保育所における感染防止用品の購入

保育施設感染対策事業

補正額

児童福祉総務費

こども未来課

歳　出

項　　目

・市内で研修を行う企業、教育機関等に対する補助

・ふるさと元気村、音楽の森ふれあい館、あさぎりホー
ル、室生山上公園における感染防止用品の購入

事　　業　　概　　要

・市内を走る公共交通を利用できる交通利用券をプレミ
アム商品券に同梱（1,000円×30,000冊）

・児童扶養手当受給世帯に対する8月給付分（1世帯5万
円。第2子以降は3万円加算）

・市内での消費喚起、住民の生活支援としてプレミアム
率30％の商品券を15,000冊発行

項　　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

財　　源　　内　　訳

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

上記事業に係る充当財源の状況

款 目 部署 項　　　　　目

令和2年第2回臨時会　各会計補正予算の概要

2．一般会計補正予算（第2号）　　　　　　　　　　　　　　

1．一般会計補正予算（第1号）〔専決〕

歳　出

款 目 部署

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

備　　　　　考

・市内タクシー・バス事業者に対する補助

企画費

企画課

まちづくり支援費 まちづくり支援課

・空き家に係る相談業務の委託
・空き家バンクのサイトを委託し、情報発信力を高める

・聴覚障害者の受診等における手話通訳者の感染防止、
外出機会の減少による相談支援の強化を図るため、タブ
レットを購入

児童措置費

・こども園等における各種研修のオンライン化に係る整
備

民生費

総務費

財　　源　　内　　訳
事　業　概　要　等

・議員報酬10％削減（3カ月分）

・新型コロナウイルス感染症対策として寄附いただいた
ふるさと応援寄附金の基金への積立て

・空き家を活用し起業するにあたり、改修費等を補助

款 目 部署 補正額

・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保護者、保育
士の心理的なケアを行うためカウンセラーをこども園、
保育所に派遣

・子育て世帯を支援するため、児童手当受給者に対して
対象児童一人につき1万円を支給

・しらゆり保育園の感染防止用品購入に対する補助

・令和2年7月以降に、児童扶養手当受給世帯を対象に1
世帯につき5万円（第2子以降は3万円加算）を給付

・児童扶養手当受給世帯のうち、収入が減少した世帯等
に対する給付

・室生振興センターの感染防止用品の購入

・総合センターの感染防止用品の購入

財産管理費
・市役所、地域事務所における飛沫感染防止用パーテー
ション等の購入

報道資料３



国・県費 起債 その他 一般財源

民生費
放課後児童

健全育成事業費
こども未来課 学童保育施設感染対策事業 550 550 0

衛生費 健康づくり費 健康増進課 新生児特別定額給付金給付事業 10,029 10,029 0

事業所家賃支援給付事業 30,025 30,025 0

中小企業等再起支援事業 22,006 22,006 0

事業所緊急対策支援事業 35,012 35,012 0

空き店舗改修補助事業 10,001 10,001 0

市内観光施設入場料等支援事業 6,500 6,500 0

宿泊施設利用補助事業 25,000 25,000 0

地域観光プロモーション事業 10,750 10,750 0

宇陀デジタルスタンプラリー作成事業 5,200 5,200 0

地域の観光力推進事業 37,648 37,648 0

公共施設感染対策事業 1,788 1,788 0

美榛苑費 保養センター事業会計繰出金 3,249 3,249 0

消防費 災害対策費 危機管理課 避難所等安全・安心確保事業 9,196 9,196 0

小中学校施設感染対策事業 29,700 29,700 0

学習活動支援事業 34,460 31,535 1,500 1,425

スクールサポートスタッフ配置促進事業 9,186 9,186 0

ICT支援員配置事業 3,437 3,437 0

学校管理費
（小学校）

6,000 6,000 0

学校管理費
（中学校）

4,500 4,500 0

幼稚園費 こども未来課 幼稚園感染対策事業 5,300 5,300 0

社会教育総務費 生涯学習課 3,569 3,569 0

公民館費 中央公民館 123 123 0

文化財保護費 文化財課 44 44 0

図書館感染対策事業 3,027 3,027 0

図書館蔵書購入事業 1,000 1,000 0

体育施設費 生涯学習課 体育施設感染対策事業 3,480 3,480 0

394,576 391,576 0 3,000 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

総務費
国庫補助金

財政課
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金

346,061 346,061 0

母子家庭等対策総合支援事業費補助金 13,610 13,610 0

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
補助金

3,050 3,050 0

教育支援体制整備事業費補助金 1,000 1,000 0

学校保健特別対策事業費補助金 5,250 5,250 0

教育支援体制整備事業費補助金 16,880 16,880 0

スクールサポートスタッフ配置促進事業補助
金

5,725 5,725 0

寄附金 総務費寄附金 ふるさと応援寄附金 1,500 1,500 0

繰入金
ふるさと

応援基金繰入金
ふるさと応援基金繰入金 1,500 1,500 0

394,576 391,576 0 3,000 0

総務課

国庫支出金

部署

・県の中小企業等再起支援事業補助金の対象となった事
業者に対して、事業費の1／6を補助
・県の補助金申請書類作成に係る経費の補助

・県の新型コロナウイルス感染症対策緊急支援事業の対
象となった事業者に対して、県の補助対象事業費を超え
る事業費について3／4を補助（県の補助金を受けない事
業者については1／2を補助）

項　　目 補正額

・地域経済の活性化、にぎわいの創出に向けて行う空き
店舗改修費に対する補助

商工振興費

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

・図書館における図書消毒器、空気清浄機等の購入

こども未来課

民生費
国庫補助金

上記事業に係る充当財源の状況

財　　源　　内　　訳
備　　考

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

教育費

事務局費

教育総務課

款 目

・幼稚園における空調設備の設置、感染防止用品の購入

・室内温水プール、総合体育館等体育施設の洗面台の自
動水洗化等

・感染症による外出抑制時の在宅での過ごす時間を豊か
にするため図書（デイジー図書含む）の購入

図書館費 図書館

・文化会館、大和富士ホールの洗面台自動水洗化、換気
扇設置、消毒液スタンドの購入等

・薬の館、まちづくりセンター、あぶらやにおける感染
対策用品の購入

学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援
事業

・感染症対策に必要な感染防止用品、分散授業に必要な
備品の購入

社会教育施設感染対策事業

・観光需要を喚起するため、観光関連施設の入場料等に
対する補助

・避難所、公共施設における衛生環境を保つため、ダン
ボールベッド、防護服、マスク、非接触型体温計等を購
入

・GIGAスクール構想に基づき整備した児童生徒の1人1台
端末を有効に活用するため、各学校を巡回するICT支援
員の配置委託

・教師等の業務をサポートし、負担の軽減を図るため、
各小中学校へのスクールサポートスタッフを配置

・普通教室への換気扇設置、音楽室への空調設備整備、
空気清浄機の購入

・児童生徒が過密な小中学校への学習指導員の配置によ
る3密の回避
・臨時休校により学力の定着が不十分な児童生徒に対す
る補習等を実施

・中央公民館及び分館における感染対策用品の購入

・美榛苑の営業再開に伴う清掃等の経費、感染防止用品
の購入に対する繰出し

・市内観光施設を周遊できるWEBによるデジタルスタン
プラリーの開発委託

・多言語看板の設置やWIFI環境の整備、観光トイレの洋
式化の観光客を受入れる環境の整備

・道の駅大宇陀、道の駅室生、あきのの湯、カエデの郷
ひらら等の営業再開に伴う清掃経費、感染防止用品の購
入

観光費

商工産業課

・学童保育室の感染防止対策として網戸の設置

事　業　概　要　等

観光課

・市内宿泊施設の利用に対する助成（宿泊料金毎に助成
額を設定）

・国の家賃支援給付金の支給対象者に対して、支払家賃
の1／3を補助

・観光ポータルサイトを整備し、ポータルサイトにより
宇陀市の魅力を発信する動画の作成委託

教育費
国庫補助金

県支出金
教育費

県補助金

教育総務課

款 目 部署 項　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

商工費

・特別定額給付金の給付基準日（令和2年4月27日）の翌
日以降に生まれた乳児に対する給付



1．収益的収入及び支出

既決予算額 169,645 千円

補正計上額 1,737 千円

補正後の額 171,382 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

美榛苑
事業費用

雑支出 観光課 営業再開支援事業 1,737 1,737 0

1,737 0 0 1,737 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

美榛苑
事業収益

一般会計補助金 観光課 一般会計補助金 1,737 1,737 0

1,737 0 0 1,737 0

2．資本的収入及び支出

既決予算額 4,295 千円

補正計上額 1,512 千円

補正後の額 5,807 千円

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

資本的
支出

美榛苑整備費 観光課 美榛苑感染対策事業 1,512 1,512 0

1,512 0 0 1,512 0

（単位：千円）

国・県費 起債 その他 一般財源

資本的
収入

出資金 観光課 一般会計繰入金 1,512 1,512 0

1,512 0 0 1,512 0

※歳入歳出ともに現在調整中のため、金額は変更される場合があります。

項　　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

補正額
財　　源　　内　　訳

備　　　　　考

事　　業　　概　　要

・営業再開に伴う清掃等の経費の指定管理者への支援

3．保養センター事業特別会計補正予算（第1号）

支出の部

款 目 部署

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部

款 目 部署 項　　　　　目

財　　源　　内　　訳
事　　業　　概　　要

・感染対策として、サーモグラフィー、パーテーション
の購入

支出の部

款 目 部署 項　　　　　目 補正額

目 部署 項　　　　　目 補正額
財　　源　　内　　訳

備　　　　　考

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　　　　　　　　計

収入の部

款


