
令和２年度

大津町 一般会計補正予算の概要

（８月補正）



議案第５８号　　令和２年度　大津町一般会計補正予算 （第４号）
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歳出
節 補正額（千円） 補正額の主な説明
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節 補正額（千円） 補正額の主な説明
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総務部　財政課
目　名

18

住民福祉部　福祉課
目　名

1 ●母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金
　国事業「ひとり親世帯臨時特別給付金」の事務費に係る国庫
補助金
補助率10/10
消耗品費　16,000円
通信運搬費　114,000円

民生費国庫補助金 社会福祉費補
助金11

1 補正に伴う財源調整のため

予備費

【臨時交付金対象】
リモートデスクトップシステム導入業務委託　2,900千円
ファイアーウォール設置業務委託　1,500千円

委託料

【臨時交付金対象】
・補助金
乗合タクシー感染防止対策支援金　900千円
（300千円×3事業者）
　町の要請に従い、新型コロナウイルス感染症対策に取り組ん
でいる乗合タクシー事業者に対し支援金として支給。

負担金、補助及
び交付金

【臨時交付金対象】
テレワーク用備品購入　10,900千円
LTEウィンドウズ端末　30台
カバーキーボード付きLTEタブレット　50台
WEB会議用端末　3台

備品購入費

【臨時交付金対象】
WEB会議システム使用料　110千円使用料及び賃

借料

【臨時交付金対象】
閉域SIM構築における通信費用等　3,469千円
閉域SIM　３０台、SIM　50台

役務費

【新型コロナウイルス対策関係】

総務部　総務課
目　名

6 【臨時交付金対象】
・消耗品費
投票所での新型コロナウイルス感染拡大防止を図ることを目的
とし、安心して投票できる環境整備、投票率の維持・向上のた
め、消毒液・フェイスシールド等の購入。

新型コロナウイルス感染症対策費 需用費
13

総務部　総務課
目　名

5
総務費国庫補助金

11

備品購入費

【臨時交付金対象】
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金総務費補助金

総務部　総合政策課
目　名

21 【臨時交付金対象】
PC端末操作用消耗品　430千円
ヘッドセット85個
マウス３０個

新型コロナウイルス感染症対策費 需用費
12

【臨時交付金対象】
投票所での新型コロナウイルス感染拡大防止を図ることを目的
とし、安心して投票できる環境整備、投票率の維持・向上のた
め、投票用紙自動交付機購入。　268千円×54台×1.1

1
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【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　・通信運搬費（郵送代）
　　　申請書発送、申請書返信、決定通知書発送
　　　催促通知書発送
　　　3,300世帯　　967,000円
　・振込手数料
　　　口座振込手数料
　　　3,300世帯×110円＝363,000円

●ひとり親家庭等臨時特別支援金
　・通信運搬費（郵送代）
　　　申請書発送、申請書返信、振込通知
　　　520世帯　　139,000円
　・振込手数料
　　　口座振込手数料
　　　520世帯×110円＝58,000円

【国庫補助金対象】
●ひとり親世帯臨時特別給付金
　国庫補助金10/10
　・通信運搬費（郵送代）
　　　案内通知発送、決定通知書発送
　　　520世帯　　114,000円

役務費

【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　・生活支援臨時特別支援金システム改修委託
　　　2,647,000円

●ひとり親家庭等臨時特別支援金
　・ひとり親家庭等臨時特別支援金システム改修委託
　　　2,007,000円

委託料

【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　　令和２年度町県民税が非課税となる世帯に対し、感染予防
　対策費の一助となるよう、支援金を支給し、家計の安定を図
　る。

　　対象者：令和２年度町県民税非課税の世帯。
　　　　　　　　（住民基本台帳上の世帯員全員が非課税）
　　支給額：１世帯あたり20,000円
　　　　　　　１世帯の２人目以降は１人につき5,000円加算
　　見込額：非課税世帯3,300世帯×20,000円＝66,000,000円
　　　　　　　加算対象世帯員1,700人×5,000円＝8,500,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　74,500,000円

●ひとり親家庭等臨時特別支援金
　　ひとり親家庭等の子育てに対する負担の増加、収入の減少
　及び感染予防対策に係る費用の一助となるよう、支援金を支
　給し、家計の安定を図る。

　　対象者：国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」対象者
　　支給額：児童１人あたり20,000円
　　見込額：対象児童820人×20,000円＝16,400,000円
　　※児童・・ひとり親家庭等の高校３年生までの児童
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部２０歳までの児童）
●生活困窮者相談支援助成金
　　社会福祉協議会が貸付けする福祉金庫貸付（上限２万円。
　保証人不要）について、新型コロナウイルス感染症の影響に
　より貸付が必要な方（県社協の緊急小口貸付等が受けられな
　い方）に対し、相談支援を実施しながら生活資金の貸付を行
　う。
　　貸付に係る原資を社会福祉協議会へ助成する。

　　貸付額：最大５万円（保証人不要）
　　貸付対象者：100件（県社協資金申請見込200件×5割）
　　助成額：100件×50,000円＝5,000,000円

負担金、補助及
び交付金

【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　・印刷製本費（封筒代）
　　　3,300通×10円×消費税1.1×3回＝109,000円

【国庫補助金対象】
●ひとり親世帯臨時特別給付金
　国庫補助金10/10
　・消耗品費（用紙代、コピー代）　16,000円

需用費

住民福祉部　福祉課
目　名

12 【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　・会計年度任用職員報酬１人（１０月～３月）

新型コロナウイルス感染症対策費 報酬
13～14

【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　・会計年度任用職員期末手当１人

職員手当等

【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　・会計年度任用職員費用弁償（交通費）１人

旅費

2



歳出
節 補正額（千円） 補正額の主な説明
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経済部　農政課
目　名

11 【臨時交付金対象】
２.肉用牛肥育経営安定支援金　3,000,000円
肉用牛経営安定交付制度に登録を行っている肥育牛を
１０月～１２月に出荷した頭数に対して支援する。
1経営体あたり300,000円を限度とする。
・肉専用種　　　　 10,000円×270頭＝2,700,000円
・肉専用種以外　　　 3,000円×100頭＝300,000円

３.茶生産者経営安定支援金　1,500,000円
減収の著しい、お茶生産者に対して、国支援の高収益次期作
支援交付金の該当者に10ａあたり10,000円を交付する。
1経営体あたり300,000円を限度とする。
・対象面積1,500a×1,000円＝1,500,000円

新型コロナウィルス感染症対策費 負担金、補助及
び交付金15

【臨時交付金対象】
ごみの分別アプリの毎月の使用料
20,000円×1．1×6か月分

使用料及び賃
借料

【臨時交付金対象】
新型コロナウイルス感染防止対策に必要な避難所用備品
サーキュレーター　5台　440千円
消毒用噴霧器　10台　198千円

備品購入費

住民福祉部　環境保全課
目　名

2 【臨時交付金対象】
ごみの分別やごみカレンダーのスマートフォン用アプリを設け
る。
これにより、ごみの分別やごみ出しカレンダー検索の手間を省
き、町民の利便性向上及びごみ分別の推進を図る。
システムの設定費用：220,000円

新型コロナウイルス感染症対策費 委託料
15

住民福祉部　健康保険課
目　名

9 【臨時交付金対象】
・消耗品費
新型コロナウイルス感染防止対策に必要な避難所用消耗品
段ボールベッド　100台

新型コロナウイルス感染症対策費 需用費

【臨時交付金対象】
●生活支援臨時特別支援金
　　令和２年度町県民税が非課税となる世帯に対し、感染予防
　対策費の一助となるよう、支援金を支給し、家計の安定を図
　る。

　　対象者：令和２年度町県民税非課税の世帯。
　　　　　　　　（住民基本台帳上の世帯員全員が非課税）
　　支給額：１世帯あたり20,000円
　　　　　　　１世帯の２人目以降は１人につき5,000円加算
　　見込額：非課税世帯3,300世帯×20,000円＝66,000,000円
　　　　　　　加算対象世帯員1,700人×5,000円＝8,500,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　74,500,000円

●ひとり親家庭等臨時特別支援金
　　ひとり親家庭等の子育てに対する負担の増加、収入の減少
　及び感染予防対策に係る費用の一助となるよう、支援金を支
　給し、家計の安定を図る。

　　対象者：国の「ひとり親世帯臨時特別給付金」対象者
　　支給額：児童１人あたり20,000円
　　見込額：対象児童820人×20,000円＝16,400,000円
　　※児童・・ひとり親家庭等の高校３年生までの児童
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部２０歳までの児童）
●生活困窮者相談支援助成金
　　社会福祉協議会が貸付けする福祉金庫貸付（上限２万円。
　保証人不要）について、新型コロナウイルス感染症の影響に
　より貸付が必要な方（県社協の緊急小口貸付等が受けられな
　い方）に対し、相談支援を実施しながら生活資金の貸付を行
　う。
　　貸付に係る原資を社会福祉協議会へ助成する。

　　貸付額：最大５万円（保証人不要）
　　貸付対象者：100件（県社協資金申請見込200件×5割）
　　助成額：100件×50,000円＝5,000,000円

負担金、補助及
び交付金

14～15
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歳出
節 補正額（千円） 補正額の主な説明

7 ．1 ． 12
53,460

P

18
52,400

歳入
節 補正額（千円） 補正額の主な説明

15 ．2 ． 1
5,523

2
1,841

歳出
節 補正額（千円） 補正額の主な説明

10 ．1 ． 12
2,161

17
15,465

10 ．1 ． 10
3,900

17
9,200

4 【臨時交付金対象】
各小中学校感染症対策等消耗品　3,900千円
　大津小学校　500千円
　美咲野小学校　500千円
　室小学校　500千円
　大津南小学校　400千円
　大津東小学校　400千円
　大津北小学校　400千円
　護川小学校　400千円
　大津中学校　300千円
　大津北中学校　500千円

新型コロナウィルス感染症対策費 需用費
　P 16～17

【臨時交付金対象】
感染症対策備品　2,300千円
　サーモグラフィー　900千円×5台＝4,500千円
　電解水生成装置　△2,200千円
各小中学校感染症対策等備品　6,900千円
　大津小学校　800千円
　美咲野小学校　800千円
　室小学校　800千円
　大津南小学校　800千円
　大津東小学校　800千円
　大津北小学校　800千円
　護川小学校　800千円
　大津中学校　500千円
　大津北中学校　800千円

備品購入費

教育部　学校教育課
目　名

2 【臨時交付金対象】
ＧＩＧＡスクールサポーター業務委託事務局費 委託料

　P 16
【臨時交付金対象】
児童生徒用端末等（ＧＩＧＡスクール構想）　15,465千円
　タブレットＰＣ（教職員用）　70千円×350台＝24,500千円
　遠隔学習用機器　35千円×9校＝315千円
　可搬型通信機器　△9,350千円

備品購入費

教育部　学校教育課
目　名

4 【臨時交付金対象】
学校保健特別対策事業費補助金　4,561千円
　大規模校　1,000千円×3校＝3,000千円
　小規模校　500千円×4校＝2,000千円
　感染症対策のためのマスク等購入支援　△439千円
公立学校情報機器整備費補助金　962千円
　遠隔学習用機器整備　35千円×7校×1/2＝122千円
　ＧＩＧＡスクールサポーター配置
　　2,160千円×7/9×1/2＝840千円

教育費国庫補助金 小学校費補助
金　P 11

【臨時交付金対象】
学校保健特別対策事業費補助金　1,566千円
　大規模校　1,000千円×1校＝1,000千円
　中規模校　750千円×1校＝750千円
　感染症対策のためのマスク等購入支援　△184千円
公立学校情報機器整備費補助金　275千円
　遠隔学習用機器整備　35千円×2校×1/2＝35千円
　ＧＩＧＡスクールサポーター配置
　　2,160千円×2/9×1/2＝240千円

中学校費補助
金

【臨時交付金対象】
３．新型コロナウイルス感染症対策家賃支援給付金
想定事業者数262×家賃（20万円上限）の1/3×3ヵ月分

負担金、補助及
び交付金

経済部　　商業観光課
目　名

6 【臨時交付金対象】
宿泊客誘致緊急対策事業委託
１人１泊6,000円上限×5,000泊分＝30,000千円
飲食・タクシー等商品券2,000円分×5,000泊分＝10,000千円
広告費・事務経費他13,460千円

新型コロナウイルス感染症対策費 委託料
16
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【臨時交付金対象】
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、サーマルカメ
ラを設置
　大津地区公民館分館　サーマルカメラ（タブレット型）　1台
286,000円
　生涯学習センター　サーマルカメラ（ドーム型）1台　790,000円

備品購入費

教育部　生涯学習課　公民館
目　名

10 【臨時交付金対象】
・消耗品費
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための消毒液購入
費
　公民館等設置分　11,000円×15ケース（1ケース＝4.5ℓ×3箱）

新型コロナウイルス感染症対策費 需用費
17

【臨時交付金対象】
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、サーマルカメ
ラを設置
　大津町総合体育館　サーマルカメラ（ドーム型）1台　790,000円

備品購入費

教育部　生涯学習課　
目　名

4 【臨時交付金対象】
・消耗品費
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための消毒液購入
費
　総合体育館等設置分　11,000円×15ケース（1ケース＝4.5ℓ×3
箱）

新型コロナウイルス感染症対策費 需用費
18

4 【臨時交付金対象】
大津町学校給食費保護者負担軽減補助金
新型コロナウイルスによる休校、休園により、家計の負担が大き
くなった子育て世帯への経済的支援として、8月期分給食費につ
いて町が保護者の代わりに負担するもの。
幼稚園園児分　197人　540,210円
小学校児童分　2,434人　9,979,400円
中学校生徒分　964人　4,434,400円

新型コロナウイルス感染症対策費 負担金、補助及
び交付金18

5


