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一般会計 ７月補正予算の概要 
 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症緊急地域経済対策第４弾として、

これまでの経済対策で補正予算計上した地域商業等再起支援事業費及びプレミアム

付食事券発行事業費や、ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けたＩＣＴ教育環境整備

事業費などの追加のほか、国の補正予算に伴うひとり親世帯等臨時給付金事業等を

中心に所要額を補正するものです。 

 

補正事業数   ２１事業 

 うち新規事業 １４事業 

               

【予算総括】                         （単位：千円） 

会 計 名 補正前予算額 補正予算額 計 補正回数 

一 般 会 計 104,805,000 2,000,000 106,805,000 第５回 

特 別 会 計 41,865,100 0 41,865,100  

合  計 146,670,100 2,000,000 148,670,100  

 

 

≪補正予算額の財源内訳≫  

     国・県支出金 １，６４７，７９８千円 

（うち 地方創生臨時交付金 ９０９，０４３千円） 

     市債       １４３，７００千円 

     その他      ２０８，５０２千円  

         計  ２，０００，０００千円    

         

  

≪緊急地域経済対策≫ 

     第１弾（既決定分）  １７９億円 

     第２弾（既決定分）   １３億円 

     第３弾（既決定分）   １０億円 

     第４弾（今  回）   ２０億円  

         計      ２２２億円 
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【産業分野】                            （単位：千円） 
事 業 名 

（所管課） 

補正予算額 

（特定財源） 
事業の概要 

⑴ 地域商業等再起支援

事業 

   （商工振興課） 

 

 

 

 

600,000 

 

国（273,500） 

県［国］（326,500） 

 

売上確保のための感染症予防対策や新規事業展開

に要する経費の一部に対する補助金の追加 

［補助対象者］ 

市内中小企業者（個人事業者含む） 

［補  助   率］ 4/5 

［補助上限額］ 1事業者あたり 80万円 

［補正後予算額］ 700,000 

 

⑵ 出雲の飲食店応援 

プレミアム付食事券 

発行事業 

   （産業政策課） 

 

270,000 

 

国（120,000） 

販売収入

（150,000） 

 

売上急減など大きな影響を受けている市内飲食店の

売上回復支援のため、個人消費を喚起する市民向け

のプレミアム付食事券の追加発行 

[食事券の内容］ 

5,000円分の食事券を 3,000円で販売 

［追加発行数］ 50,000組（500円×10枚綴り） 

［補正後予算額］ 556,000 ※100,000組 

 

 

【子育て・福祉分野】                        （単位：千円） 
事 業 名 

（所管課） 

補正予算額 

（特定財源） 
事業の概要 

⑴ 国・ひとり親世帯等 

臨時給付金事業 

【新規】 

   （子ども政策課） 

 

245,000 

 

国（245,000） 

 

ひとり親世帯等に対する国の臨時給付金の支給 

［基本給付］ 

・給 付 額  

5万円+（3万円×2人目以降の児童数） 

・対象者数 約 2,200人（児童数加算 約 1,300人） 

［追加給付］ 収入が大幅に減となった人への給付 

  ・給 付 額 5万円 

   ・対象者数 約 1,750人 

 

⑵ 各種児童福祉施設 

管理運営費 

【一部新規】 

（子ども政策課） 

（保育幼稚園課） 

 

98,000 

 

国（35,500） 

県［国］（62,500） 

感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用

品等の購入費または購入費補助の追加 

 ［対象施設及び事業費］ 

・児童クラブ（52施設）  52,000 

・ファミリーサポートセンター（3施設）  1,000 

・子育て支援センター（8施設）  8,000 

・公立保育所（4施設）  4,000 

・私立認可保育所等（54施設）  27,000 

・病児・病後児保育施設（6施設）  6,000 

 

⑶ 生活資金支援給付金

事業 

  （福祉推進課） 

 

36,000 

 

国（36,000） 

 

休業等により生活資金に困窮し、出雲市社会福祉協

議会等の緊急小口資金等の特例貸付を受けている

世帯に対する生活資金支援給付金の追加 

［給付額］ 貸付額の 1/2 

［上限額］ 5万円/月（最長 3か月） 

［対象者］  

令和 2年 9月末までに特例貸付を受給した世帯 

  （対象期間 2か月延長） 

［補正後予算額］ 54,000 

 

緊急地域経済対策第 2弾 計上額 100,000 
 

緊急地域経済対策第 3弾 計上額 286,000 
 

緊急地域経済対策第 2弾 計上額 18,000 
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【教育分野】                             （単位：千円） 
事 業 名 

（所管課） 

補正予算額 

（特定財源） 
事業の概要 

⑴ ＩＣＴ教育環境整備事業 

【一部新規】 

   （学校教育課） 

464,000 

 

国（454,000） 

寄附金（10,000） 

児童生徒 1人 1台端末の実現に向けた、小・中学校の

児童生徒の学びを保障するためのタブレット等の整備

費の追加、及び臨時休業等におけるオンライン学習の

ための環境整備費 

［ＧＩＧＡスクール関係機器購入］ 

・児童生徒用タブレット 約 4,800台 

・指導者用タブレット 約  950台 

・大型提示装置 約  530台（各学級 1台） 

 ［オンライン学習用機器購入］ 

・映像配信用カメラ・マイク等 11台 

・貸出用ルータ 約  570台 

［補正後予算額］ 1,041,600 

 

⑵ 校舎リフレッシュ事業 

【一部新規】 

（教育施設課） 

 

176,500 

 

国（32,800） 

市債（143,700） 

 

感染症対策として、小・中学校の特別教室（音楽室・理

科室・パソコン教室）へのエアコン整備を実施 

［対象学校数及び事業費］ 

   ・小学校（31校） 108,500 

・中学校（13校）  68,000 

⑶ 学校図書館活用事業 

【一部新規】 

（学校教育課） 

 

15,000 

 

国（15,000） 

感染症拡大に伴う臨時休業等の際の家庭での読書及

び学習の補完を図るため、各学校図書館に図書を追

加購入 

［事業費及び購入数］ 

   ・小学校 10,000（約 12,000冊） 

・中学校  5,000（約  6,000冊） 

⑷ 小・中学校管理費 

幼稚園管理費 

   （教育政策課） 

    （保育幼稚園課） 

 

45,400 

 

国（32,900） 

県［国］（12,500） 

小学校、中学校及び幼稚園が感染症対策を実施する

ために必要となる保健衛生用品等の購入費の追加 

［対象施設数及び事業費］ 

   ・小学校（35校） 22,000 

 ・中学校（15校） 10,900 

 ・幼稚園（25園） 12,500 

［補正後予算額］ 95,900 

 

⑸ 会計年度任用職員等

任用費 

   （教育政策課） 

（学校教育課） 

1,700 

 

県［国］（1,598） 

 

感染症の拡大により一斉臨時休業となった期間の授

業時数の確保のため、長期休業の短縮が行われるこ

とに伴うスクール・サポート・スタッフの追加勤務経費 

［スクール・サポート・スタッフ配置校数］ 

・小学校 11校 

・中学校  1校 

 

【その他】                              （単位：千円） 
事 業 名 

（所管課） 

補正予算額 

（特定財源） 
事業の概要 

各種指定管理施設管理

運営費 

【一部新規】 

（指定管理施設管理各課） 

48,400 

 

 

感染症拡大を受けて、市が要請した休業・休館及び

キャンセル料の免除に伴う減収部分に係る指定管理

料の追加 

［対象施設数］ 35施設 

緊急地域経済対策第 2弾 計上額 577,600 
 

緊急地域経済対策第 1弾 計上額 37,500 
      同     第 3弾 計上額 13,000 

 


