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令和２年度１２月補正予算の概要 
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補正後の予算額

令和２年度一般会計補正予算（第１０号）の概要

１，４５９億７，５２０万円

補 正 額 １３億３，８６９万円

補正前の予算額 １，４４６億３，６５１万円

新型コロナウイルス感染症対策事業

△４，０８６万円

【対前年度同期比 ３０５億７，９９１万円 （２６．５％） の増】

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

１３億７，９５５万円



事業費
財源内訳

国 県 地方債 その他 一般財源

新型コロナウイルス
感染症対応地方
創生臨時交付金
活用事業

△6,067
万円

77
万円

△6,144
万円

国の補正予算等に
関連する事業

1,981
万円

1,530
万円

36
万円

69
万円

346
万円

小 計
△4,086

万円
1,607
万円

36
万円

69
万円

△5,798
万円

新型コロナウイルス感染
症対策事業を除く事業

13億7,955
万円

6億924
万円

2億6,610
万円

840
万円

300
万円

4億9,281
万円

合 計
13億3,869

万円
6億2,531

万円
2億6,646

万円
840
万円

369
万円

4億3,483
万円

令和２年度一般会計補正予算（第１０号） 財源内訳
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令和２年度一般会計補正予算(第１０号） 主な事業

新型コロナウイルス感染症対策事業を除く事業

７５６万円④

青山高原保健休養地内崩落法面安全対策事業
再崩落の可能性のある市有保存緑地及び民有別荘地の法
面の本復旧に向けた測量設計調査等業務委託を実施

３１７万円①

（仮称）河芸こども園整備事業
令和４年４月に開園を予定している（仮称）河芸こども園整備
に係る実施設計等業務委託を実施

７億４，５６８万円③
障害児通所支援及び障害者総合支援法関係事業
児童発達支援、放課後等デイサービス、各種障がい福祉サー
ビス利用者等の実績見込みによる給付費の増

３億４，７９５万円②

民間保育所・認定こども園等運営事業
公定価格の増に伴う民間保育所及び認定こども園等に対す
る運営費負担金の増



新型コロナウイルス感染症対策事業の経緯

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
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関係経費

臨時会 令和２年度一般会計補正予算（第２号）議決

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（第１次分）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

臨時会 令和２年度一般会計補正予算（第３号）議決

令和２年５月２０日
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創設３億７，４８８万円

２５兆５，６５５億円

１兆円



新型コロナウイルス感染症対策事業の経緯

令和２年７月２日

定例会 令和２年度一般会計補正予算（第４号・第５号）等
議決

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
事業 ２１億５，１１２万円
国の補正予算（第１号）等に関連する事業

１２億７，６４３万円
国の補正予算（第２号）に関連する事業 ２億４，０６８万円
特別会計・新型コロナウイルス感染症関連事業 ４６万円

令和２年６月1２日

国の令和２年度一般会計補正予算（第２号）成立
新型コロナウイルス感染症対策関係経費

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
３１兆８，１７１億円

２兆円

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６月２４日

交付限度額（第２次分）提示 ２０億９，５８８万６千円



新型コロナウイルス感染症対策事業の経緯

令和２年１０月１日

定例会 令和２年度一般会計補正予算（第７号・第８号）
議決
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
事業 ４億５，５０７万円
国の補正予算等に関連する事業 ５，６４７万円
新型コロナウイルス感染症対策事業基金活用事業等

１億６，８０５万円

令和２年１１月３０日

定例会 令和２年度一般会計補正予算（第１０号）上程
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用
事業 △６，０６７万円
国の補正予算等に関連する事業 １，９８１万円

合計 △４，０８６万円
新たな生活様式への対応 １億１，２０３万円
事業継続支援 ７，５００万円
その他の支援 ５１７万円
事業完了等による減額 △２億３，３０６万円



公共施設及び救急業務における感染防止対策

令和２年度一般会計補正予算（第１０号） 主な事業

小中学校等空調設備設置・改修事業

３，７７６万円①
換気を行いながら十分な空調能力を確保するため、小学校（２９
校）及び中学校（１０校）の保健室、河芸ほほえみセンター事務室、
稲葉農村集落多目的共同利用施設多目的室の空調設備を
設置・改修

３６万円③

教育支援センター事業
教育支援センター（ほほえみ教室・ふれあい教室）における感染
予防対策及び学習支援に係る備品等の整備

≪新しい生活様式への対応≫

５６万円②

幼稚園網戸設置事業
換気を行いながら保育を実施する際に虫などの侵入を防ぐため、
落下・脱落の危険性のない１階の保育室に網戸を設置



避難所における環境整備

トイレ洋式化事業
９１４万円①

指定避難所である出張所等のトイレ（１８基）の洋式化を実施

１，４７１万円②

大規模災害避難対策事業
大規模災害時の避難所開設に備え、個別包装の食料品、避難
所運営者の感染防止用の装備品等の追加配備

令和２年度一般会計補正予算（第１０号） 主な事業

１５０万円⑤
地域福祉活動支援金
新しい生活様式に対応するため、空気清浄機の設置等の感染
防止対策に取り組む津市社会福祉協議会に対する支援

２，１９１万円④

救急資機材等購入事業
救急業務での感染防止と救急需要の増加や救命講習に対応す
るための自動心肺蘇生器、心肺蘇生法教育人体モデル等の救
急資機材等の整備



令和２年度一般会計補正予算（第１０号） 主な事業

新しい生活様式に対応したＩＴ化推進

１，０７９万円②

公共施設リモート環境整備事業
産業・スポーツセンターにネットワーク環境を整備し、スポーツや
イベント、会議のオンライン化を推進するとともに、公共施設での
ウェブ会議や在宅勤務等に対応できるノートパソコンを追加配備

ＧＩＧＡスクール環境整備事業

１，５３０万円①
学校の臨時休業時等にインターネットを活用した家庭学習を実
施する際の要保護世帯及び準要保護世帯向けの貸与用モバイ
ルＷｉ-Ｆｉルータを整備



令和２年度一般会計補正予算（第１０号） 主な事業

市スポーツ施設事業継続支援金

６，０００万円①
スポーツ大会、イベント自粛により利用状況が回復しない産業・
スポーツセンターの指定管理者に対し、利用料収入の減少を勘案
した支援金を交付

高速船運航事業者運航継続支援金
１，５００万円② 感染症の影響により、利用状況が回復しない高速船運航事業者

に対し、船舶維持経費の１／２相当額を臨時的に支援

≪事業継続支援≫

三重短期大学学生支援事業

７８万円①
学生の生活環境を支援するため、独立行政法人日本学生支援
機構の支援を活用し、全学生に学生生活に必要な経費の一部を
支援するチケットを配付

≪その他の支援≫



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）

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 33万円

令和元年度
１１号補正等

保育所等で使用する消毒液等の購入 73万円

民間保育所等の消毒液等購入に対する補助 297万円

放課後児童クラブへの支援 2,726万円

小 計 （※令和元年度は決算額） 3,360万円

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、戸木小学校、議会棟、メッセウイング・みえ消毒作業委託 101万円

斎場施設防疫用の防護服・納体袋・消毒液等の購入 122万円

新型コロナウイルス感染拡大防止にかかる出席停止・臨時休業措置に伴う家計特別支援金 171万円

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

小 計 299億9,040万円



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和２年度
４号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金活
用事業

新型コロナウイルス感染症医療提供体制整備特別負担金交付事業 3,500万円

指定避難所における新型コロナウイルス感染防止対策事業 1,000万円

新型コロナウイルス感染防止衣購入事業 1,000万円

「津がんばるマルシェ」実施事業 800万円

小 計 6,300万円

国の補正予算
（第1号）等に
関連する事業

公立学校情報機器購入事業 10億9,525万円

放課後児童健全育成事業 9,172万円

新型コロナウイルス感染防止対策事業 5,601万円

住居確保給付金支援拡充事業 1,973万円

新型コロナウイルス感染防止妊婦向けマスク配布事業 79万円

学校臨時休業対策事業 1,293万円

小 計 12億7,643万円

小 計 13億3,943万円



津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）

事業内容 事業費

令和２年度
５号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金活
用事業

プレミアム付商品券発行事業 20億2,450万円

学習環境充実事業 3,028万円

臨時スクールバス運行事業 105万円

住民が主体となった通いの場の再開に伴うスタートアップ支援事業 548万円

放課後子供教室の再開に伴うスタートアップ支援事業 54万円

市スポーツ施設事業継続支援事業 800万円

準要保護世帯特別援助事業 1,827万円

小 計 20億8,812万円

国の補正予算
（第２号）に
関連する事業

ひとり親世帯臨時特別給付金 2億4,068万円

小 計 2億4,068万円

小 計 23億2,880万円



事業内容 事業費

令和２年度
７号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金
活用事業

観光・イベント事業維持支援事業 2,915万円

高速船運航事業者運航継続支援事業 186万円

指定管理者事業継続支援事業 119万円

飲食事業者事業展開支援事業 889万円

久居版津がんばるマルシェ実施事業 35万円

文化芸術活動等支援事業 588万円

民生委員・児童委員の非接触型活動支援事業 400万円

修学旅行支援事業 1,000万円

集会施設消毒液配付・配置事業 182万円

図書館書籍消毒機導入事業 1,077万円

幼稚園、保育所等空調設備設置・改修事業 1億1,477万円

赤外線サーモグラフィーカメラ等設置事業 1,324万円

備蓄用マスク購入事業 1,742万円

大規模災害避難対策事業 4,383万円

津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）



事業内容 事業費

令和２年度
７号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金
活用事業

集会施設・学校施設トイレ洋式化改修事業 1億2,944万円

公共施設ネットワーク・リモート環境整備事業 1,352万円

ＧＩＧＡスクール支援員派遣・環境整備事業 4,633万円

特殊勤務手当 261万円

小 計 4億5,507万円

国の補正予算
等に関連する

事業

文化施設感染症拡大防止事業 22万円

小中学校、義務教育学校、幼稚園感染防止対策事業 1億 63万円

緊急包括支援事業 8,642万円

自立相談支援事業 7万円

自治会活動支援補助金 100万円

新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金 60万円

公立学校情報機器購入事業 △1億3,247万円

小 計 5,647万円

小 計 5億1,154万円

津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）



事業内容 事業費

令和２年度
８号補正

保育所、幼稚園、小中学校等の臨時休園・休業等に伴う家計特別支援金 6,045万円

保育所、幼稚園、小中学校等の施設消毒委託事業 324万円

三重短期大学授業料減免臨時支援金 236万円

高齢者インフルエンザ予防接種無償化事業 1億 200万円

小 計 1億6,805万円

令和２年度
１０号補正

新型コロナ
ウイルス感染
症対応地方創
生臨時交付金
活用事業

空調設備設置・改修事業 3,776万円

救急資機材等購入事業 2,191万円

幼稚園網戸設置事業 56万円

指定避難所トイレ洋式化事業 914万円

地域福祉活動支援金 150万円

大規模災害避難対策事業 1,471万円

公共施設リモート環境整備事業 1,079万円

市スポーツ施設事業継続支援金 6,000万円

高速船運航事業者運航継続支援金 1,500万円

準要保護世帯特別援助事業 31万円

津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）



事業内容 事業費

令和２年度
１０号補正

新型コロナ
ウイルス感染症
対応地方創生
臨時交付金活
用事業

三重県新型コロナウイルス感染症拡大阻止協力金 △628万円

子育て世帯家計支援事業 △816万円

津市事業継続支援金 △2億1,000万円

新型コロナウイルス感染防止衣購入事業 △278万円

水道料金の基本料金無料 △311万円

臨時スクールバス運行事業 △21万円

住民が主体となった通いの場の再開に伴うスタートアップ支援事業 △181万円

小 計 △6,067万円

国の補正予算
等に関連する

事業

ＧＩＧＡスクール環境整備事業 1,530万円

教育支援センター事業 36万円

三重短期大学学生支援事業 78万円

新型コロナウイルス感染症対策事業基金積立金 408万円

学校臨時休業対策事業 △71万円

小 計 1,981万円

小 計 △4,086万円

合 計 343億3,096万円

津市における新型コロナウイルス感染症対策事業費（一般会計）
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