
1　会計別内訳

前年度同期比 当初予算比

会計名 （前年度同期額） （当初予算額）

12.0% 14.3%

(43,303,294) (42,410,000) 

△ 4.5% △ 1.1%

(8,185,283) (7,904,520) 

令和２年度補正予算（6月定例会）の概要

（単位　千円）

「2　一般会計歳出予算の補正内
容」のとおり

補正後の額 備　　　　　　考補正前の額

48,149,671

補正額

344,588

傷病手当金支給に要する経費及
び県に対する保険事業費納付金
の補正

一 般 会 計 48,494,259

区　分

7,814,713国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 7,904,520 △ 89,807
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2　一般会計歳出予算の補正内容

款 項 事業名 概　　要 金額

2　総務費 1　総務管理費

△ 1,514 △ 1,514

3　民生費 2　児童福祉費

104,500 104,500

4　衛生費 1　保健衛生費

5,752 5,752

6　農林水産
 　業費

1　農業費

△ 114,529 △ 114,529

新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費
・国が一括購入した布製マスクを妊婦に配布する郵送料等
・妊婦一人につき原則、月２枚配布

442

5,310
新型コロナウイルス緊急対策事
業（予防費）

新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費
・メディカルサージカルマスクの購入費等
・医療機関配布用（5万枚）、備蓄用（5万枚）

農作物等放射性物質測定検査に要する経費の補正
・農作物等検査機器操作員派遣業務委託料について、県が直
接行う絆づくり応援事業（県からの派遣）で対応が可能と
なったことから減額。（皆減）

行政管理庶務事務

マイナポイント利用環境整備に要する経費
・マイナポイント取得準備支援に係る業務委託料等
※マイナポイント：マイナンバーカード取得者が登録手続き
を行えば、キャッシュレス決裁利用時付与されるポイント。

4,245

新型コロナウイルス緊急対策事
業（児童措置費）

子育て世帯に給付する臨時特別給付金に要する経費
・対象者見込数　10,450人
・給付額　　　　10,000円／人

104,500

△ 8,860

新型コロナウイルス感染拡大防止に要する経費
・市庁舎等の感染症予防対策消耗品の購入
・テレビ会議用端末の通信費等

地域公共交通網形成計画策定事
業

地域公共交通再編実施計画策定等に要する経費の補正
・新型コロナウイルス感染対策に伴い、地域公共交通再編実
施計画策定業務及び市内循環バス実証運行調査業務を中止

新型コロナウイルス緊急対策事
業（一般管理費）

3,101

（単位　千円）

すかがわ産業フェスティバル開
催事業負担金

すかがわ産業フェスティバル開催に対する負担金の補正
・新型コロナウイルス感染対策に伴い、すかがわ産業フェス
ティバルの開催を中止

△ 4,000

△ 43,240農作物等検査事業

新型コロナウイルス緊急対策事
業（保健衛生総務費）
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款 項 事業名 概　　要 金額

（単位　千円）

(6　農林水産
　　業費）

(1　農業費)

7　商工費 1　商工費

13,700 13,700

8　土木費 4　都市計画費

66,726 66,726

9　消防費 1　消防費

711 711

台風１９号被災事業者事業継続
補助事業

防災､減災対策に取り組む市内事業者に対する補助金の補正
・中小企業等経営持続化補助金　9,000千円（59事業所）
・協同組合須賀川卸センター運営費補助金　1,500千円

10,500

63,803

国庫補助事業内示に伴う、まちなかウォーカブル推進事業に要す
る経費
・事業主体： 都市再生推進法人テダソチマ
・事業費　 ： 33,000千円
・事業面積： 270㎡
・補助率　 ： 2/3

駅西地区都市再生整備事業
（補助）

南部地区都市再生整備事業
（補助）

国庫補助事業内示に伴う補正
･事業費　 ：当初146,874千円　→　補正後191,600千円
・事業面積：当初23.5㏊　→　補正後30㏊
・西川中央公園を事業エリアに加え整備を実施

44,726

22,000

消防団管理運営事業

消防団員が災害活動等で使用する自家用自動車等の共済加入に
要する経費
・加入対象班：浜尾班、小作田班
・加入人数　 ：20名（10名×2班）

231

台風１９号豪雨災害対策事業 台風19号豪雨災害に伴う被災者等の無料入浴に要する経費 480

維持管理に要する経費の補正
・農業施設：農道修繕、水路修繕　　21,039千円（ 94件）
・農地：農地災害復旧事業費補助金　42,764千円（194件）

農業用施設等維持管理事業

放射性物質吸収抑制資材の配付に要する経費の補正
・水稲の放射性セシウム吸収抑制対策が令和元年度で終了

まちなか活性化推進事業
まちなか活性化推進に要する経費の補正
・新規出店見込みの増
・当初(3件 2,400千円)→補正後(8件 5,600千円)

3,200

△ 131,092カリ肥料配付事業
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款 項 事業名 概　　要 金額

（単位　千円）

10　教育費 1　教育総務費

238,463 △ 6,261

2　小学校費

163,046

3　中学校費

93,232

5　社会教育費

△ 1,563

6　保健体育費

△ 9,991

中学校における校内通信ネットワークの整備に要する経費
・校内ネットワーク及び電源キャビネット
・10校、94学級分

91,943

スポーツ振興イメージアップ事
業

スポーツ振興による市のイメージアップに要する経費の補正
・東京２０２０オリンピックの開催延期に伴い、円谷幸吉写
真展の開催を延期

△ 3,910

明るいまちづくり事業
明るいまちづくり事業に要する経費の補正
・新型コロナウイルス感染対策に伴い各公民館の球技大会、
体育祭等の事業一部中止

△ 1,563

中学校ＧＩＧＡスクール校内通
信ネットワーク整備事業

新型コロナウイルス緊急対策事
業（学校管理費）

小学校臨時休業に伴う給食用食材キャンセル分の補償に要す
る経費
・3月休業（12日分、2,475千円）
・4月休業（ 3日分、  512千円）

2,987

小学校鼓笛パレード振興事業
小学校鼓笛パレード実施に要する経費の補正
・新型コロナウイルス感染対策に伴い鼓笛パレード事業の中
止（皆減）

△ 2,120

小学校ＧＩＧＡスクール校内通
信ネットワーク整備事業

小学校における校内通信ネットワークの整備に要する経費
・校内ネットワーク及び電源キャビネット
・16校、186学級分

162,179

新型コロナウイルス緊急対策事
業（学校管理費）

中学校臨時休業に伴う給食用食材キャンセル分の補償に要す
る経費
・3月休業（12日分、832千円）
・4月休業（ 3日分、457千円）

1,289

青少年人材育成事業
青少年人材育成に要する経費の補正
・新型コロナウイルス感染対策に伴い海外視察研修事業の中
止（皆減）

△ 6,261
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款 項 事業名 概　　要 金額

（単位　千円）

(10　教育費） (6　保健体育費）

11　災害復旧
　　費

2　土木施設災害復
　 旧費

30,779 19,779

3　観光施設災害復
　 旧費

11,000

344,588

台風１９号豪雨災害復旧事業

市道等の災害復旧に要する経費
・修繕料（維持補修費）　 4,440千円
　道路修繕 13件、河川修繕 3件
・災害復旧業務委託料　　15,339千円
　側溝浚渫、法面復旧等

19,779

台風１９号豪雨災害復旧事業
藤沼湖周辺施設の災害復旧に要する経費
・藤沼湖周辺施設パークゴルフ場法面復旧工事

11,000

オリンピックレガシー事業

二つのオリンピックを繋ぐアスリートの顕彰とイメージアッ
プに要する経費の補正
・東京２０２０オリンピックの開催延期に伴い、オリンピッ
クレガシー映像作成業務を延期（皆減）

△ 6,600

新型コロナウイルス緊急対策事
業（学校給食センター費）

小中学校の臨時休業に伴う給食用食材キャンセル分の補償に
要する経費
・3月休業（12日分、418千円）
・4月休業（ 3日分、101千円）

519

歳出予算計
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