
令和２年５月臨時議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

議案番号 議案第 64 号 議案名 令和２年度琴浦町一般会計補正予算(第４号)

目 的

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するとともに、感染拡大の影響を受けて

いる地域経済や住民生活を支援するため、国の「新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金」を活用した、その対策経費を追加するもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

主な歳入の計上内容については、次のとおりである。

主な歳出の計上内容については、次のとおりである。

(１) 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金事業[147,081 千円]

【財源】

（ア）新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金（国庫）[111,988 千円］

（イ）公立学校施設整備費補助金等（国庫）[24,975 千円］

（ウ）新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対策避難所特別支援費補助金（県費）［396 千円］

（エ）感染症対策寄附金（町内企業からの寄附金）［1,000 千円］

（オ）一般財源[8,722 千円］

① 避難所環境整備事業[594 千円]

ア 事業説明

避難所内でのクラスター発生防止を図るため、テント等の備品購入費

の経費を追加するもの。

イ 経費

備品購入費（プライベートルームテント）[594 千円]

② 感染症予防対策事業（ﾏｽｸ等消耗品費）[2,000 千円]

ア 事業説明

放課後児童クラブ、教職員等が使用する消毒液等の消耗品の経費を追

加するもの。なお、財源の一部に令和 2年 5月に町内企業から受けた寄

附金を活用する。

補正前予算額 補正額 補正後予算額

12,119,085 147,599 12,266,684

款名称等 補正額

国庫支出金 137,203

県支出金 396

寄附金 1,000

繰入金（財政調整基金） 9,000

合 計 147,599



イ 経費

消耗品費（マスク、手指消毒等）[2,000 千円]

③ ことうら大学生等応援事業[2,449 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛要請により学業

や生活に支障が出ている大学生等の精神的、経済的負担を軽減するため

にふるさと産品を送る経費を追加するもの。

イ 経費

（ア）消耗品費（ふるさと産品購入費）[1,500 千円] 3,000 円×500 件

（イ）通信運搬費等[949 千円]

④ プレミアム付ことうら商品券発行事業[21,600 千円]

ア 事業説明

感染症拡大により町内事業者に大きな影響が出ていることを踏まえ、

町内の消費活性化及び域内経済循環の促進を図るため、プレミアム付こ

とうら商品券を発行する経費を追加するもの。

イ 経費

プレミアム付ことうら商品券発行事業補助金[21,600 千円]

⑤ 琴浦町持続化交付金[60,000 千円]

ア 事業説明

国の持続化給付金の対象とならない事業者及び特に大きな打撃を受

けている事業者に対して事業の継続等を支援するため、事業全般に広く

使える給付金を支給する経費を追加するもの。

イ 経費

琴浦町持続化交付金[60,000 千円]

・前年度同月比売上高減少率 20～49％及び 80％以上の事業所を対象

・一律 200 千円を支給

（ただし、飲食店等事業継続交付金支給対象者は 100 千円）

⑥ 肉用牛肥育経営緊急支援事業[7,270 千円]

ア 事業説明

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外食の自粛や訪日外国人の減

少などによる高価格帯の和牛の消費の落ち込みを受け、経営環境が悪化

する肉用牛肥育経営の安定を図るため、国の牛マルキン制度で交付され

ない部分を補てんする経費を追加するもの。

イ 経費

肉用牛肥育経営緊急支援補助金[7,270 千円]



⑦ 自宅で運動！ﾒﾃﾞｨｱ等を活用した運動指導によるﾌﾚｲﾙ対策事業[500 千円]

ア 事業説明

外出自粛時における自宅での運動の促進及び介護予防を図るため、運

動指導冊子や映像の制作を行う経費を追加するもの。

イ 経費

（ア）印刷製本費[300 千円]

（イ）運動指導映像制作委託料[200 千円]

⑧ ひとり親家庭を応援！ことうら商品券配布事業[1,927 千円]

ア 事業説明

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図るため、ひとり親世帯に

「ことうら商品券 1万円」を配布する経費を追加するもの。

イ 経費

（ア）ひとり親家庭を応援！ことうら商品券扶助費[1,850 千円]

185 世帯×1万円

（イ）通信運搬費[77 千円]

⑨ 高校２・３年生を応援！ことうら商品券配布事業[3,437 千円]

ア 事業説明

高校 2・3 年生のいる世帯は子育て世帯への臨時特別給付金の対象外

となっていること及び臨時休校による家計負担の軽減を図るため、対象

生徒１人あたり「ことうら商品券 1万円」を配布する経費を追加するも

の。

イ 経費

（ア）高校 2･3 年生へのことうら商品券扶助費[3,300 千円]

高校 2･3 年生世代 330 人×1万円

（イ）通信運搬費[137 千円]

⑩ 未来のことうらっ子応援事業[2,781 千円]

ア 事業説明

コロナ禍における生活の支援及び安心して産まれてくる環境づくり

を図るため、特別定額給付金事業の基準日 4月 27 日時点で妊娠届を出

しているが出産に至ってない妊婦（※4/28 以降、琴浦町民となる予定の

胎児）を対象に「ことうら商品券 5万円」を配布する経費を追加するも

の。

イ 経費

（ア）未来のことうらっ子へのことうら商品券扶助費[2,750 千円]

55 人×5万円

（イ）通信運搬費[31 千円]



⑪ 木のおもちゃで親子リフレッシュ事業[665 千円]

ア 事業説明

外出自粛に対する親子のリフレッシュを図るため、図書館で木のおも

ちゃのレンタルを行う経費を追加するもの。

イ 経費

（ア） 備品購入費（木のおもちゃ）[390 千円]

（イ） 手数料等[275 千円]

⑫ 小・中学校 GIGA スクール構想整備事業[42,304 千円]

ア 事業説明

感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においてもICTの活

用により子どもたちに学びを保障できる環境を実現するため、1人 1 台

の端末の早期実現や家庭でもつながる通信環境の整備を行うための経

費を追加するもの。
イ 経費

（ア）小学校 GIGA スクール実現端末整備備品購入費[26,704 千円]

（イ）中学校 GIGA スクール実現端末整備備品購入費[15,600 千円]

⑬ GIGA スクール構想推進事業[1,554 千円]

ア 事業説明

感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においてもICTの活

用により子どもたちに最新の学びを提供できる環境を実現するため、環

境の整備や先行モデルとして推進する教師の人材育成研修費などの経

費を追加するもの。
イ 経費

（ア）講師謝金等（教師等の人材育成経費）[350 千円]

（イ）通信運搬費等（児童生徒用専用回線利用料）[1,204 千円]

⑭ 補正第１号等にて議決済みの事業への財源振替

ア 事業説明

一般財源を財源として既に議決済みである次の事業について、この

度、新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症対応地方創生臨時交付金を充当するもの。
イ 経費

（ア）コロナウイルス対策特別金融支援利子補給事業[350 千円]

（イ）飲食店等事業継続交付金[6,000 千円]

（ウ）テイクアウト・デリバリー応援事業[8,200 千円]

（エ）プレミアム付「ことうら食事券」発行事業[2,200 千円]

（オ）臨時休校に係る昼食提供事業[394 千円]

（カ）感染防止対策事業（マスク、消毒液等）[3,000 千円]



(２) その他国庫補助事業[361 千円]

① おうちで体操事業[361 千円]

ア 事業説明

自粛生活による運動不足解消を行うため、自宅で体操を行えるための

DVD を作成し配布を行う経費を追加するもの。

イ 経費

（ア）おうちで体操ＤＶＤ作成委託料[120 千円]

（イ）消耗品費等[241 千円]

ウ 財源

（ア）介護保険事業費補助金（国庫）[240 千円］

（イ）一般財源[121 千円］

補足事項


