
令和２年第２回臨時市議会提出議案の概要【新型コロナウイルス対策関連予算】

議第８６号　令和２年度中津市一般会計補正予算（第４号）

１．予算規模 (単位：千円、％)

２．歳入の概要

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

３．歳出の概要

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

18. 165 地域医療対策指定寄附金

19. △ 118,372 財政調整基金繰入金

当初予算額（Ａ）

17. 2 新型コロナウイルス感染症対策基金利子・運用収入

52,899,421

今回補正額 合計（補正後予算額）

15.

伸率(対現計Ｂ)

2.0%51,870,521 1,028,900

1,118,330

伸率(対当初Ａ)

41,556,353

2. 市民連携事業費

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、子ども・子育て支援交付金、新型コロナウイルス感染
症緊急包括支援交付金、学校保健特別対策事業費補助金　ほか

林業振興事業費

3. 158,982
社会福祉総務事業費、新生児子育て支援特別給付金給付事業費、放課後児童健全育成事業費、就学援
助費受給世帯特別給付金事業費　ほか

6. 9,012

資　料 　1

4. 14,623 保健衛生総務事業費、地域医療対策事業費、葬斎場事業費

16. 28,775
地域子ども・子育て支援事業費補助金、スクールサポートスタッフ活用事業補助金、学習指導員活用事業
補助金

現計予算額（Ｂ）

2,400

27.3%

－1－



－2－

商工費

消防費

教育費

４．事業概要一覧表（主なもの） ※【　】内は細目名称　【　】がない事業は細目と事業名が同一名称 (単位：千円)

7.

13,090 防災事業費

122,160 0

中小企業者等賃料補助金（前年度同
月比売上が30％以上減少が対象）に
ついて、対象期間を延長し、上限金額
を拡充する。

商工・雇用政策課

介護長寿課

5
【地域医療対策事業】
看護師等養成のための遠隔教育環境整
備事業補助金

3,051 3,051 0

中津市医師会立中津ファビオラ看護
学校に対し、タブレットの購入等遠隔
授業の環境整備に係る経費の一部を
補助する。

地域医療対策課

低所得の子育て世帯に対する経済的
支援として、小中学生のいる就学援助
費受給世帯・家計急変世帯（ひとり親
世帯臨時特別給付金受給世帯を除
く）に対して特別給付金を支給する。

国の慰労金支給事業の対象とならな
い介護サービス事業所等の職員に対
し、慰労金を支給する。

4
【老人福祉一般事業】
介護サービス事業所等職員に対する慰
労金支給事業

1,700 1,700

20,656 20,656 0

9.

10. 386,922

その他
№ 事業費

教育振興事業費（教育総務費・小学校費・中学校費）、就学援助奨励事業費（小学校費・中学校費）、小学
校管理事業費、中学校管理事業費、体育総務事業費、学校給食運営事業費　ほか

2 300

6
【商業振興事業】
中小企業者等賃料補助事業

122,160

課　名

福祉支援課

臨時交付金
国・県
支出金

300

子育て支援課

0

就学援助費受給世帯特別給付金事業

443,871 商業振興事業費、金融対策事業費

福祉政策課
新生児子育て支援特別給付金給付事
業

0

【障害者福祉一般事業】
障害福祉サービス事業所等職員に対す
る慰労金支給事業

0
国の慰労金支給事業の対象とならな
い障害福祉サービス事業所等の職員
に対し、慰労金を支給する。

68,241

事　　業　　名 事　業　内　容
一般財源

財　源　内　訳

3

特別定額給付金の基準日後
（R2/4/28～R3/4/1）に出生した新生
児に対して、特別定額給付金と同額
（10万円）を支給する。

1 68,241



(単位：千円)

林業水産課

08

10

感染防止対策補助金（備品購入等の
補助）について、新しい生活様式への
対応のため、現行の飲食業から全業
種へ補助対象を拡充する。

【林業振興事業】
原木流通効率化支援事業

5,382 5,382 0

コロナ禍による経済活動の停滞から原
木の流通が不安定となり、市場の事業
継続に影響が生じているため、経営継
続に向けた支援を行う。

【商業振興事業】
感染防止対策補助金

147,000 147,000

0

一般財源

商工・雇用政策課

7
【商業振興事業】
中小企業者等事業継続支援金

80,000 80,000

中小企業者等事業継続支援金（前年
同月比で売上が30％以上減少が対
象）について、対象者数の増により増
額する。

商工・雇用政策課

9 93,600 2 0

新型コロナウイルス感染症緊急対策特
別資金特別融資利子補給事業（借入
後当初3年間）について、翌年度以降
の支援のため基金を創設する。

商工・雇用政策課93,602
【金融対策事業】
緊急対策特別資金特別融資利子補給
事業

11
【林業振興事業】
市産材活用推進事業

3,630 3,630 0

コロナ禍で需要が落ち込んだ木材・木
製品産業に対し、需要喚起や市産材
のPRをかねた支援として、市産材を使
用した飛沫防止板を購入する。

林業水産課

12
【市民連携事業】
NPO法人事業継続支援補助金

2,400 2,400 0

新型コロナウイルスの感染拡大により
事業の休止や縮小を余儀なくされて
いるNPO法人に対し、収入（補助金、
委託金、寄付金等を含む）が前年度
比30％以上減少している場合に上限
100千円の補助金を支給する。

地域振興・広聴課

№ 事　　業　　名 事業費
財　源　内　訳

事　業　内　容 課　名国・県
支出金

臨時交付金 その他

－3－



－4－

(単位：千円)

13
【教育振興事業】
スクールサポートスタッフ配置事業

26,782 14,613 12,169

新型コロナウイルスの感染防止対策に
より増加する教員の事務負担を軽減
するため、全小中学校にスクールサ
ポートスタッフを追加配置する。

学校教育課

14
【教育振興事業】
学習指導員配置事業

7,372 7,371 1
新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨
時休業による学習の遅れに対応する
ため、学習指導員を追加配置する。

学校教育課

15
【教育振興一般事業】
修学旅行キャンセル料補助金
（小・中学校費）

63,912 63,912

新型コロナウイルス感染拡大等やむを
得ない事情により修学旅行が取り止め
となった場合に、発生するキャンセル
料相当額を全額補填する。

学校教育課

16
【就学援助奨励事業】
就学援助臨時特別給付金（小・中学校
費）

87,051 74,051 13,000

現在就学援助を受けていない世帯の
うち、新型コロナウイルス感染拡大に
伴い今年度の収入見込額が就学援助
基準額に該当する世帯に対し、就学
援助費の年間支給相当額等を給付す
る。

学校教育課

17
【就学援助奨励事業】
要・準要保護児童・生徒援助費（通信
費）（小・中学校費）

11,041 11,041
現在就学援助を受けている世帯のう
ち、インターネット環境の整っていない
世帯に対して通信費等を支給する。

学校教育課

18
【小学校管理事業】
小学校整備事業

22,165 22,165 0

新型コロナウイルス感染防止対策を徹
底するため、手洗い場を増設するほ
か、衛生環境改善のため、床及び窓
の改修を行う。

教育総務課

19
【中学校管理事業】
中学校整備事業

2,700 2,700 0
新型コロナウイルス感染防止対策を徹
底するため、手洗い場を増設する。

教育総務課

№ 事　　業　　名 事業費
財　源　内　訳

事　業　内　容 課　名国・県
支出金

臨時交付金 その他 一般財源



(単位：千円)

議第８７号　令和２年度中津市水道事業会計補正予算(第１号)　

収益的収入 (単位：千円) 収益的支出 (単位：千円)

※補正なし

1,421,710 1,421,710

※新型コロナウイルスの影響により収入が減少し生活困窮者自立支援制度等に基づき
支援を受けている世帯に対し、水道料金を３ヶ月間免除する。（水道料金収入△7,215
千円、一般会計補助金7,215千円）

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

1,717,835 1,717,835 1,421,710

当初予算額 現計予算額 今回補正額 計

0 1,717,835 0

20
【教育振興事業】
モバイルルーター購入
（小・中学校費）

14,707 14,707 0
モバイルルーターを一括購入し、ネッ
ト環境が整ってない低所得世帯に無
償貸与する。

学校教育課

21
【学校給食運営事業】
学校給食費補助金

28,866 28,866 0

学校行事の中止と夏季休業の短縮に
より給食日数が増加するため、学校給
食運営審議会に対して運営費（給食
費相当額）を補助することで、保護者
の負担軽減を図る。

体育・給食課

№ 事　　業　　名 事業費
財　源　内　訳

事　業　内　容 課　名国・県
支出金

臨時交付金 その他 一般財源

－5－


