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令和２年度一般会計補正予算（第３号）の概要 

 
 このことについて、その内容は、別添資料のとおりです。 



令和２年度一般会計

補正予算（第３号）の概要

令和２年５月１３日



新型コロナウイルス感染症対策

令和２年４月３０日
国の令和２年度一般会計補正予算（第１号）成立

本日、５月２０日(水)に臨時議会を招集する旨の告示令和２年５月１３日

新型コロナウイルス感染症緊急対策関係経費 ２５兆５，６５５億円

臨時議会 令和２年度一般会計補正予算（第２号）議決

津市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（第１５回）
令和２年５月５日 国・県等の支援策の現状を踏まえ、時宜を得た津市独自の支援策の

取りまとめを指示

令和２年５月1日
特別定額給付金 ２７９億６，５００万円
子育て世帯への臨時特別給付金 ３億３，４８０万円
新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 ３億７，５００万円

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
令和２年５月１日

交付限度額（地方単独事業分）提示 ７億３，４５５万８千円

うち、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １兆円



津市における新型コロナウイルス感染症対策①

① 新型コロナウイルス感染症に起因する様々な制約
によって、市民生活や経済活動が受けた大きな影響
を緩和

津市独自の支援策の目的

家計を支援

② 引き続き、感染防止対策を講じつつ

③ 今後、新たな市民生活様式の定着に伴い様々に
変化する暮らしや経済の状況に対応するため

地域経済が活力を
取り戻すことへの後押し



津市における新型コロナウイルス感染症対策②

家計への
影響

小中学校等の臨時休業、保育所等の登園自粛要請により、
子どもたちが家庭で過ごすための経費が増
移動自粛、在宅勤務等により、家庭で過ごすための経費が増

令和２年４月１６日 緊急事態宣言の区域を全都道府県に変更

地域経済への
影響

休業要請及び夜間営業の自粛要請等に伴う、事業活動の
停滞による収入の減

特に影響の大きい子育て世帯・事業者への重点的な支援が必要

子育て世帯

事業者

市内全域

市立小中学校等の給食費無償化（３か月分）
未就学児等に対する給食費相当額（３か月分）の支援金の交付

売上げが減少している事業者に対する支援金の交付

市内全世帯及び全事業所の水道料金の基本料金を無料
（２か月分）



津市における新型コロナウイルス感染症対策③

1,589万円

62万円

①

今後の市民生活への影響等に対する積立て
新型コロナウイルス感染症対策事業基金創設 ３億７，４８８万円④

２億３，０８９万円③

３億７，４８７万６千円積立金

２億３，０８９万２千円繰出金

①

売上げが減少している事業者への支援
津市事業継続支援金

４億４，８７９万円

２億５，０００万円②

子育て家庭への家計支援
子育て世帯家計支援事業

３１４万５千円４億４，５６４万５千円事業費 事務費

２億５，０００万円事業費

すべての家計と事業者への支援
水道料金の基本料金無料

合 計 １３億 ４５６万円



補正後の予算額

新型コロナウイルス感染症対策事業費

令和２年度一般会計補正予算（第３号）の概要

１，３９６億８，７７９万円

補 正 額 １３億 ４５６万円

補正前の予算額 １，３８３億８，３２３万円

財 源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
３億４５６万円

津市モーターボート競走事業会計繰入金 １０億円



小・中・義務教育学校、幼稚園、保育所及び認定こども園の対応について

小学校

中学校

義務教育学校

期間 ３月２日午後～３月２２日
※２・２３・２４・２５日は午前日課扱い

幼稚園

認定こども園
（１号認定）

登園自粛を要請

期間 ４月１５日～５月６日
延長期間 ５月７日～５月３１日（予定）

臨時休業を実施

令和元年度

令和２年度

臨時休業を実施
期間 ４月１５日～５月６日
延長期間 ５月７日～５月３１日（予定）

保育所

認定こども園
（２・３号認定）

期間 ４月１５日～５月６日
延長期間 ５月７日～５月３１日（予定）



①子育て世帯家計支援事業 【補正額】 4億4,879万円

新型コロナウイルス感染症の感染防止措置により経済的な影響を受けている子育
て世帯への家計支援として、市内在住のすべての小中学生、未就学児を対象に、
小学生及び中学生に対する給食費の無償化、未就学児等に対する給食費相当
額の支援を行う。

基準日 令和２年６月１日

市立小中学校・義務教育学校

私立小中学校、国立小中学校、
県立学校（小学部・中学部）

市立幼稚園（給食実施園）

市立幼稚園（給食未実施園）、私立・国立幼稚園、
県立学校（幼稚部）

保育所、認定こども園（公立・民間）

認可外保育施設・未就園児

給食費無償化（３か月分）

給食費（３か月）相当額の支援金を交付

給食費無償化（３か月分）

給食費（３か月）相当額の支援金を交付

給食費（３か月）相当額の支援金を交付

給食費（３か月）相当額の支援金を交付



●６月分から３か月分の給食費を無償化（６・７・９月分を徴収しない）

●無償化となった分の給食に係る経費を、市が各学校に交付

月４，３００円

①子育て世帯家計支援事業

市立小学校・中学校・義務教育学校

対象見込数
小学生（義務教育学校前期課程含む） １３，６５３人

６，５４０人

事業費 ２億７，０３０万円

中学生（義務教育学校後期課程含む）

事業スキーム

各学校 津市各学校に３か月分の給食費を送金

保護者の手続きは不要

小学生 月４，８００円中学生



振込

私立小中学校、国立小中学校、県立学校（小学部・中学部）

②子育て世帯への臨時特別給付金①子育て世帯家計支援事業

事業スキーム及びスケジュール

津市 各学校 保護者 津市

申請書類を
各学校に発送

申請書類を
保護者に配布

申請書に口座番号等を
記載し津市に返送

申請書の
内容を確認

６月上旬 ９月末まで ６月下旬～
（随時）

支援金
対象見込数

小学生

中学生

●３か月分の給食費相当額の支援金を保護者に交付
●各学校を通じて申請書類を配布、市へ返送後、各保護者が指定する
口座に入金を行う。

１２，９００円（月４，３００円） ６５３人

１４，４００円（月４，８００円） ９１９人

事業費 ２，１６６万円



①子育て世帯家計支援事業

市立幼稚園（給食実施園）

対象見込数 ３１８人

事業費 ３８３万円

事業スキーム

各園 津市各園に３か月分の給食費を送金

保護者の手続きは不要

●６月分から３か月分の給食費を無償化（６・７・９月分を徴収しない）

●無償化となった分の給食に係る経費を、市が各園に交付

月３，３００円～４，１００円（園によって異なる）幼稚園児



振込

市立幼稚園（給食未実施園）、私立・国立幼稚園、県立学校（幼稚部）

②子育て世帯への臨時特別給付金①子育て世帯家計支援事業

事業スキーム及びスケジュール

津市 各園 保護者 津市

申請書類を
各園に発送

申請書類を
保護者に配布

申請書に口座番号等を
記載し津市に返送
（市立は園に提出）

申請書の
内容を確認

６月上旬 ９月末まで ６月下旬～
（随時）

支援金
対象見込数 未就学児

●３か月分の給食費相当額の支援金を保護者に交付
●各園を通じて申請書類を配布、申請書を市へ返送後、各保護者が
指定する口座に入金を行う。
（市立幼稚園については、園に申請書を提出）

１２，０００円（月４，０００円） １，４８８人

事業費 １，７８６万円



振込

保育所、認定こども園

②子育て世帯への臨時特別給付金①子育て世帯家計支援事業

事業スキーム及びスケジュール

津市 各園 保護者 津市

申請書類を
各園に発送

申請書類を
保護者に配布

申請書に口座番号等を
記載し津市に返送
（公立は園に提出）

申請書の
内容を確認

６月上旬 ９月末まで ６月下旬～
（随時）

支援金
対象見込数 未就学児

●３か月分の給食費相当額の支援金を保護者に交付
●各園を通じて申請書類を配布、申請書を市へ返送後、各保護者が
指定する口座に入金を行う。
（公立保育所・認定こども園については、園に申請書を提出）

１２，０００円（月４，０００円） ７，０００人

事業費 ８，４００万円



認可外保育施設、未就園児

②子育て世帯への臨時特別給付金①子育て世帯家計支援事業

支援金
対象見込数

未就学児

●３か月分の給食費相当額の支援金を保護者に交付
●市から各世帯に申請書類を送付、申請書を市へ返送後、各保護者が
指定する口座に入金を行う。

１２，０００円（月４，０００円） ４，０００人

事業費 ４，８００万円

振込

事業スキーム及びスケジュール

津市 保護者 津市

申請書類を
各保護者に発送

申請書に口座番号等を
記載し津市に返送

申請書の
内容を確認

６月中旬 ９月末まで ７月上旬～
（随時）



②津市事業継続支援金

① 個人事業者については、津市内で事業を行っており、市内在住者であること。
② 法人については、津市内に本社、本店などの主たる事業所を置いていること、資本金の額又は出資の

総額が１０億円未満、又は、資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は常時使用する従業
員の数が２，０００人以下であること。

概要
新型コロナウイルス感染症の感染防止措置により、売上げが減少している事業者
に対して、事業継続を目的とした国の「持続化給付金」 （前年同月比で５０％以上
減少した場合に交付）の対象とならない事業者の事業継続を津市独自に支援する。

支給要件
① 令和元年以前から事業により売上げを得ており、今後も事業を継続する意思があること。
② 令和２年１月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、前年同月比で売上げが３０％以上

５０％未満、減少した月があること。
③ 国の持続化給付金の交付を受けていない者（国の持続化給付金との併用は不可）

対象事業者

【補正額】 2億5,000万円

１事業者当たり１０万円を上限として、国の持続化給付金の算定方法で求めた額
※算定式：前年（令和元年）総売上げ－（前年同月比で売上が３０％以上５０％未満となった月の売上げ）×１２か月

支給額

支給見込数 ２，５００事業所



事業スキーム

②津市事業継続支援金

対象
事業者

津市

③申請書類確認後、支援金の支払

②申請書及び売上げ減少を確認できる書類などを添付し送付

申請期間・申請方法
申請期間 ５月２５日から令和３年１月２９日まで（当日消印有効）

申請方法 原則、郵送のみ

申請（郵送）先
〒514-0131 三重県津市あのつ台４丁目６番地１
あのつピア１階
津市ビジネスサポートセンターあて

①申請書を津市ホームページまたは津市事業者向け相談窓口（ビジネス
サポートセンター、商業振興労政課、各総合支所地域振興課）で入手

問い合わせ先 商工観光部経営支援課 電話番号 059-236-3355
商工観光部商業振興労政課 電話番号 059-229-3114



③水道料金の基本料金無料 【補正額】 2億3,089万円

令和２年６月１日以降の検針日の料金から
２か月分

新型コロナウイルス緊急経済対策として、簡素な
仕組みで、迅速かつ的確にすべての家計と事業
者の負担を軽減するため、水道料金の基本料金
を２か月分無料とする。※申請不要

対象件数（見込） １３万６,７００件

金 額 総額２億２,６３２万円（水道料金の基本料金）

期 間

すべての契約者対象者

概要



②子育て世帯への臨時特別給付金津市モーターボート競走事業会計

未処分利益剰余金 ６億４，５１０万４千円
欠損金 ３億５，４８９万６千円
本年度に生じる欠損金は次年度以降の収益により補填

資金

収益見込２６億４，５１０万４千円のうち、
２０億円を一般会計へ繰出し

モーターボート競走事業から社会貢献として
２０億円に加え、特別に１０億円を繰出し

令和２年度
当初予算

新型コロナウイルス感染症の発生による影響

・市民生活に様々な支障や不便が生じている
・外出自粛により地域経済が停滞

津市独自の対策を
講じる必要性

モーターボート競走事業から
拠出できないか



１０億円

②子育て世帯への臨時特別給付金津市モーターボート競走事業会計

③今後の市民生活や経済状況等の変化を踏まえ、
必要となる対策を実施する新型コロナウイルス感染症
対策事業基金への積立て

①子育て世帯家計支援事業 ４億４，８７９万円
家計等支援事業 ６億２，５１２万円

基金への積立て ３億７，４８８万円

②全世帯・全事業所の水道料金の基本料金無料
１億７，６３３万円
※事業費（２億３，０８９万円）のうち一部を充当

２０億円
当初予算における

繰入金
今回の補正予算における

繰入金



津市における新型コロナウイルス感染症対策予算

免除額

期 間

対象者

事業内容 事業費

令和元年度
予備費

市施設で使用する手指消毒液の購入 231万円

施設防疫用の消毒液等の購入 34万円

令和元年度
１１号補正

保育所等で使用する消毒液等の購入 140万円

民間保育所等の消毒液等購入に対する補助 780万円

放課後児童クラブへの支援 4,060万円

令和２年度
予備費

市庁舎の市民窓口へのアクリル製間仕切り板設置 479万円

小中学校、幼稚園等で使用する手指消毒液の購入 231万円

児童発達支援センター消毒作業委託 45万円

斎場施設防疫用の防護服・納体袋・消毒液等の購入 122万円

令和２年度
２号補正

特別定額給付金 279億6,500万円

子育て世帯への臨時特別給付金 3億3,480万円

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 3億7,500万円

令和２年度
３号補正

子育て世帯家計支援事業 4億4,879万円

津市事業継続支援金 2億5,000万円

水道料金の基本料金無料 2億3,089万円

新型コロナウイルス感染症対策事業基金 3億7,488万円

合計 300億4,058万円



お問い合わせ先

①

【幼稚園を除く未就学児】
健康福祉部子育て推進課
電話番号 059-229-3167

子育て世帯家計支援事業

津市事業継続支援金②

水道料金の基本料金無料③

【小中学校、義務教育学校、幼稚園】
教育委員会事務局教育総務課
電話番号 059-229-3246

商工観光部経営支援課
電話番号 059-236-3355

商工観光部商業振興労政課
電話番号 059-229-3114

上下水道管理局営業課
電話番号 059-237-5805

新型コロナウイルス感染症
対策事業基金

④
政策財務部財政課
電話番号 059-229-3124
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