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Ⅰ 補正予算の概要（令和２年第３回定例会〔９月４日〕上程 第６６号議案） 
                         （単位：千円） 

事 業 名 事 業 費 

財 源 内 訳 

国県補助金 
地方創生 
臨時交付金 

その他 

特定財源 
一般財源 

１．新型コロナウイルス感染症対策関連経費 209,593 42,668 127,609 4,518 34,798 

① 感染症対策の充実・強化  147,988 15,483 74,449 10,382 47,674 

(1) 感染予防衛生環境整備事業 83,625  41,812  41,813 

(2) 市政ニュース発行経費 3,800  3,800   

(3) 感染症対策事業 34,213 12,983 15,369  5,861 

(4) 市議会議員選挙 350  350   

(5) 病児・病後児保育事業 500 500    

(6) 病院事業会計繰出金 20,000  11,000 9,000  

(7) 感染症対策装備整備事業 3,500  2,118 1,382  

(8) 特定教育・保育施設給付事業 2,000 2,000    

② 学校園の臨時休業・再開に伴う支援、環
境整備 

106,812 27,185 62,470 △5,864 23,021 

(1) アフタースクール子ども育成事業 10,100 10,658 2,514 △5,864 2,792 

(2) 感染症対策事業（幼稚園） 2,577 2,577    

(3) 情報教育推進事業 49,685  48,656  1,029 

(4) スクール・サポート・スタッフ配置事業 4,750 4,450 300   

(5) 修学旅行感染症対策事業 20,700  1,500  19,200 

(6) 学校再開支援事業 19,000 9,500 9,500   

③ 事業継続支援 3,730  3,730   

(1) あこう中小企業者応援給付金事業 330  330   

(2) 指定管理者協力金 3,400  3,400   

④ その他（イベントの中止・縮小、給付実績等による減額） △48,937  △13,040  △35,897 

   休業要請事業者経営継続支援事業 △11,000  △11,000   

   文化とみどり財団補助金 △9,000    △9,000 

   赤穂シティマラソン大会開催経費 △8,000    △8,000 

   行政視察経費 △2,496    △2,496 

   その他 △18,441  △2,040  △16,401 

２．その他補正（新型コロナウイルス関連以外） 319,407 3,520  110,600 205,287 

    過年度市税等過誤納金還付金ほか 319,407 3,520  110,600 205,287 

補正額 合計 529,000 46,188 127,609 115,118 240,085 
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Ⅱ 事業の概要（新型コロナウイルス感染症対策関連経費） 
 

① 感染症対策の充実・強化 

 

 (1) 感染予防衛生環境整備事業  

・衛生環境改善を図るため、各施設のトイレ洋式化、手洗い自動水洗化などを実施   （補正額 83,625千円） 

 

▼施設別整備内容一覧                                 （単位：千円） 

施 設 名 事 業 費 整 備 内 容 担 当 課 

市庁舎 2,025 手洗い自動水洗化 契約管財課 

総合福祉会館 2,600 洋式化ほか 社会福祉課 

アフタースクール 800 手洗い自動水洗化 生涯学習課 

児童館 600 手洗い自動水洗化 子育て支援課 

観光施設（御崎レストハウス、御崎

無料駐車場、大石神社駐車場） 
6,900 洋式化ほか 観光課 

赤穂駅周辺施設 1,500 洋式化 商工課 

都市公園 6,800 洋式化ほか 公園街路課 

文化財施設 3,000 洋式化ほか 文化財課 

公民館 7,800 洋式化、手洗い自動水洗化 中央公民館 

市民会館 6,500 洋式化、手洗い自動水洗化 市民会館 

民俗資料館 1,200 洋式化、手洗い自動水洗化 生涯学習課 

歴史博物館 4,000 洋式化、手洗い自動水洗化 〃 

海洋科学館 2,000 洋式化、手洗い自動水洗化 〃 

文化会館 21,000 洋式化、手洗い自動水洗化ほか 〃 

田淵記念館 800 洋式化 〃 

地区体育施設 4,000 洋式化ほか スポーツ推進課 

野外活動センター 3,600 手洗い自動水洗化ほか 〃 

市民総合体育館 8,500 洋式化、手洗い自動水洗化 〃 

 

 

 (2) 市政ニュース発行経費 【秘書広報課】 

・LINEメッセージ配信ツール導入 

シナリオ型の自動応答チャットボットの対応による窓口での接触機会の低減       （補正額 3,800千円） 

 

   (3) 感染症対策事業  

   ・各施設にマスク、消毒剤などの保健衛生用品などを整備              （補正額 34,213千円） 
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▼施設別整備内容一覧                                  （単位：千円） 

施 設 等 事 業 費 整  備  内  容 担 当 課 

確定申告会場 500 パーテーション、フェイスシールドほか 税務課 

すこやかセンター 

乳幼児一時預かり保育室 
500 空間除菌脱臭機、非接触型体温計、マスクほか 子育て支援課 

アフタースクール 4,500 空気清浄機、消毒剤ほか 生涯学習課 

保育所 3,000 空気清浄機、マスク、消毒剤ほか こども育成課 

児童館 2,000 空間除菌脱臭機、非接触型体温計、マスクほか 子育て支援課 

指定避難所・対策本部 19,000 
折り畳み式テント型間仕切り 250張、 

折り畳み式ベッド 500台、マスク、消毒剤ほか 
危機管理担当 

幼稚園 2,423 空気清浄機、マスク、消毒剤ほか こども育成課 

子育て学習センター 590 
空気清浄機、マスク、消毒剤、 

相談体制強化に係る LAN配線整備ほか 
生涯学習課 

図書館 1,700 図書除菌器、誘導用間仕切りほか 図書館 

 

   (4) 市議会議員選挙  【選挙管理委員会】 

  ・投開票所における感染症対策（消毒剤、有権者・事務従事者用手袋ほか）         （補正額 350千円） 

 

 (5) 病児・病後児保育事業  【子育て支援課】 

・保育室における感染症対策（脱臭除菌装置、消毒剤ほか）                （補正額 500千円） 

 

 (6) 病院事業会計繰出金 【市民病院総務課、財政課】 

・新型コロナウイルス感染症対策特殊勤務手当分                      （補正額 999千円） 

・感染予防資機材整備分                               （補正額 13,523千円） 

・検査環境整備、院内感染防止対策分 

感染症病室に洋式トイレ設置ほか                             （補正額 5,478千円） 

 

 (7) 感染症対策装備整備事業  【消防本部総務課】 

・オゾンガス発生装置 2台、マスク、ゴーグル、感染防止衣ほか              （補正額 3,500千円） 

 

 (8) 特定教育・保育施設給付事業  【こども育成課】 

・私立保育所、認可外保育所の保健衛生用品購入費補助ほか              （補正額 2,000 千円） 

 

② 学校園の臨時休業・再開に伴う支援、環境整備 

 

 (1) アフタースクール子ども育成事業 【生涯学習課】 

   ・臨時休業中のアフタースクール延長に係る支援員等人件費ほか            （補正額 10,100 千円） 
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 (2) 感染症対策事業（幼稚園） 【こども育成課】 

   ・休園時に預かり保育時間を拡充したことに係る人件費                  （補正額 2,577千円） 

 

 (3) 情報教育推進事業 【教育委員会総務課】 

・事務局 GIGAスクールに係る教育情報ネットワーク機器整備 

・小学校 タブレット端末整備（リースから購入へ）ほか              （補正額 22,722 千円） 

・中学校 タブレット端末整備（リースから購入へ）ほか              （補正額 10,963 千円） 

 

 (4) スクール・サポート・スタッフ配置事業 【学校教育課】 

   ・児童生徒の登校時の検温などの健康管理や教室内の消毒など、感染症対策のため増加する業務をサポート 

     小学校 10人、中学校 4人配置                          （補正額 4,750千円） 

 

 (5) 修学旅行感染症対策事業 【学校教育課】 

 ・小中学校の修学旅行が事前に中止、または、修学旅行中に引き返さなければならない事態が生じた場合にキャン 

  セル料を補助 

・修学旅行中の３密を避けるため、バスの増車費用を補助                （補正額 20,700千円） 

 

 (6) 学校再開支援事業（小・中学校） 【教育委員会総務課】 

・児童生徒の学習保障に万全を期し、感染症対策を強化するための国補助（1/2）を活用  （補正額 19,000千円） 

  

③ 事業継続支援 

 

 (1) あこう中小企業者応援給付金事業 【商工課】 

   ・申請受付業務に係る職員の時間外勤務手当の増額                    （補正額 330千円） 

 

 (2) 指定管理者協力金  

   ・利用料金の減収に伴う指定管理者への支援金 

加里屋まちづくり会館【商工課】                          （補正額 400 千円） 

     市民総合体育館・城南緑地運動施設【スポーツ推進課】               （補正額 3,000千円） 

（補正額 16,000 千円） 


