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記者発表資料（令和２年７月２７日） 

 

令和２年市議会第２回臨時会提出議案について 

 

議案第 3号 令和２年度山武市一般会計補正予算（第５号） 

１．補正概要 

・一般会計補正予算（第５号）の予算規模は 7億 9,595万円の増額で補正後の予算額は、

295億 2,578万 7千円となりました。 

 ２．主な事業【詳細は別紙】 

   ・公共交通事業者緊急支援給付金支給事業【企画政策課 企画係】 

（補正額：1,140万円） 

・基幹バス・乗合タクシー運行支援給付金支給事業【企画政策課 企画係】 

（補正額：310万 6千円） 

市内に本社を置くバス・タクシー事業者に、公共交通事業者緊急支援給付金の支給を

行うため、給付金を計上しました。 

   ・医療機関感染症対策支援給付金支給事業【健康支援課 健康医療係】 

（補正額：2,340万 4千円） 

市内の医療機関に医療機関感染症対策支援給付金の支給を行うため、給付金を計上し

ました。 

   ・介護事業所感染症対策支援給付金支給事業【高齢者福祉課 介護保険係】 

（補正額：960万 7千円） 

市内の介護事業所に介護事業所感染症対策支援給付金の支給を行うため、給付金を計

上しました。 

   ・障害福祉サービス事業所等感染症対策支援給付金支給事業【社会福祉課 障がい福祉係】 

（補正額：260万 3千円） 

市内の障害福祉サービス事業所等に障害福祉サービス事業所等感染症対策支援給付

金の支給を行うため、給付金を計上しました。 

   ・プレミアム付商品券事業【わがまち活性課 経済活性化推進係】 

（補正額：1億 8,000万円） 

プレミアム付商品券事業の実施にかかる経費を計上しました。 

   ・市内事業者感染症対策費補助事業【わがまち活性課 経済活性化推進係】 

（補正額：6,017万 4千円） 

市内事業者に感染症対策事業補助金の支給を行うため、補助金及び実施に要する経費

を計上しました。 

   ・小学校情報機器整備事業【学校教育課 学事係】 （補正額：2億 8,291万 6千円） 

・中学校情報機器整備事業【学校教育課 学事係】 （補正額：1億 5,456万 7千円） 

ＧＩＧＡスクール構想の推進にかかる経費を計上しました。 

以上 
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◆公共交通事業者緊急支援給付金支給事業（予算額 1,140 万円） 

 基幹バス・乗合タクシー運行支援給付金支給事業（予算額 310 万 6 千円） 

１．事業概要 

新型コロナウイルス感染症による地域公共交通への影響に鑑み、市民の重要な

移動手段である本市の公共交通網を維持するため、一般バス事業者及び一般タク

シー事業者への支援として給付金を支給します。 

 

２．給付金の概要 

  バス・タクシー事業者 

   ①感染症予防対策・・・2,248,000円 

    マスク、消毒液等の購入に要する経費及びタクシー車両用空気清浄機等の

購入にかかる経費の１／２の額 

   ②運行支援・・・9,152,000円 

    新型コロナウイルス感染症の影響により利用者が減少した高速バス事業者

への支援及び保有タクシー１台につき50,000円をタクシー事業者へ支給 

  基幹バス・乗合タクシー事業 

   ①感染症予防対策・・・436,000円 

    マスク、消毒液等の購入に要する経費及び乗合タクシー車両用空気清浄機

等の購入にかかる経費 

   ②運行支援・・・2,670,000円 

    新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少に対する支援 

 

３．問合せ 

  山武市総務部 企画政策課 企画係 

  TEL：０４７５－８０－１１３１ 

 

 

◆医療機関感染症対策支援給付金支給事業（予算額 2,340 万 4 千円） 

１．概要 

不特定多数の患者の診察等により新型コロナウイルス感染のリスクが高く、院内

感染防止を徹底する必要のある市内医療機関に対し、医療提供の継続を支援するた

め給付金を支給します。 

 

２．支給額 

  ①１医療機関あたり20万円 

  ②帰国者・接触者外来を開設している医療機関は、１医療機関あたり1,500万円 

 

３．問合せ 

  山武市保健福祉部 健康支援課 健康医療係 

  TEL：０４７５－８０－１１７３ 
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◆介護事業所感染症対策支援給付金支給事業（予算額 960 万 7 千円） 

１．概要 

介護保険施設等を運営する各法人に対し、新型コロナウイルス感染症対策支援と

して給付金を支給します。 

市はすでに、新型コロナウイルス感染症から入所者や職員を守り、適切な感染防

止対策と介護サービス提供の継続を確保してもらうため、サージカルマスク、消毒

液等を配付していますが、更に必要とする衛生用品の購入や環境改善にかかる費用

に対し支援するものです。 

 

２．支給額 

  ①入所定員５０名以上の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護付有料老

人ホームを運営している法人・・・１法人あたり 40 万円 

  ②上記以外の事業所を運営している法人・・・１法人あたり 20 万円 

  ※①及び②の事業所を重複して運営している場合は、①を優先する。 

 

３．問合せ 

  山武市保健福祉部 高齢者福祉課 介護保険係 

  TEL：０４７５－８０－２６４１ 

 

 

◆障害福祉サービス事業所等感染症対策支援給付金支給事業（予算額 260 万 3 千円） 

１．概要 

障害福祉サービス事業所等を運営する各法人に対し、新型コロナウイルス感染症

対策支援として給付金を支給します。 

市はすでに、新型コロナウイルス感染症から利用者や職員を守り、適切な感染防

止対策と障害福祉サービス提供の継続を確保してもらうため、サージカルマスク、

消毒液等を配付していますが、更に必要とする衛生用品の購入や環境改善にかかる

費用に対し支援するものです。 

 

２．支給額 

  ①入所定員 50 名以上の障害者支援施設を運営している法人・・・１法人あたり

40 万円 

  ②上記以外の事業所を運営している法人・・・１法人あたり 20 万円 

  ※①及び②の事業所を重複して運営している場合は、①を優先する。 

  ※障害者支援施設を除く介護サービス事業所を運営している場合は、介護事業所

感染症対策支援給付金を優先する。 

 

３．問合せ 

  山武市保健福祉部 社会福祉課 障がい福祉係 

  TEL：０４７５－８０－２６１４ 
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◆プレミアム付商品券事業（予算額 1 億 8,000 万円） 

１．概要 

新型コロナウイルス感染症の影響で低迷した消費を喚起し、市内の事業者を支

援するため、３０％のプレミアムを付けた商品券を販売します。 

 

２．発行総額 

  6億5,000万円（発行冊数5万冊 プレミアム率30％） 

 

３．購入対象者 

  市内に住民登録のある方 

 

４．販売内容 

  １冊13,000円分を、10,000円で販売（1,000円券×13枚綴り） 

  ・市内の参加店全店舗で使える共通券・・・・・・・10,000円分 

  ・市内の参加店のうち中小店のみで使える専用券・・・3,000円分 

 

５．購入希望限度額 

  お１人様５万円（５冊）まで（予定） 

  ※申込数が発行冊数を超えた場合は、抽選による販売となります。 

 

６．販売開始予定 

  令和２年１０月中旬以降 

 

７．問合せ 

  山武市経済環境部 わがまち活性課 経済活性化推進係 

  TEL：０４７５－８０－１２０１ 
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◆市内事業者感染症対策費補助事業（予算額 6,017 万 4 千円） 

１．概要 

新型コロナウイルス感染症対策として、市内事業者が行う感染拡大防止対策に

必要な衛生用品の購入や設備等の経費の一部を補助します。 

 

２．補助対象者 

  市内事業者 

 

３．補助対象経費 

  複数人が出入りする事業所において実施する感染症予防対策にかかる経費や、 

新しい生活様式に対応するための新規事業等に要した経費。 

  令和２年４月１日以降の経費で、令和３年２月２８日までに完了するもの。 

  ※他の補助金等に申請した経費については、対象外となります。 

 

４．補助率 

  対象経費の３／４を補助（上限 20 万円） 

  ※申請額全体が予算額を超えた場合は、按分での交付となります。 

 

５．申請期間 

  令和２年９月１日（火）から令和２年１０月３０日（金）まで（予定） 

 

６．問合せ 

  山武市経済環境部 わがまち活性課 経済活性化推進係 

  TEL：０４７５－８０－１２０１ 
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◆小学校情報機器整備事業（予算額 2 億 8,291 万 6 千円） 

 中学校情報機器整備事業（予算額 1 億 5,456 万 7 千円） 

１．概要 

  国のＧＩＧＡスクール構想では、これからの Society5.0 時代を生きる子どもた

ちに相応しい、創造性を育む学びを実現するために、すべての児童生徒の「１人１

台端末」の実現など、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、資質・能力を

一層確実に育成できる教育ＩＣＴ環境の実現が提言されました。 

  市では、このＧＩＧＡスクール構想を実現するための取組を進め、令和２年度中

にすべての学校でＧＩＧＡスクール構想に対応できる通信環境を整備し、児童生徒

「１人１台端末」の実現と学校からの遠隔学習機能の強化を図ります。 

 

２．主な取組内容 

  〇１人１台端末の導入 

   すべての児童生徒を対象に１人１台端末を整備します。教職員や児童生徒に抵

抗なく授業にＩＣＴ機器を取り入れてもらうために、端末の導入だけではなく授

業支援や学習支援のソフト、ウイルス対策なども同時に導入します。 

 

〇充電保管庫の導入 

   １人１台端末導入に伴い、各クラスに充電保管庫を設置します。 

 

〇遠隔学習機能の強化 

   新型コロナウイルスなどの感染症等による学校の臨時休業時においても、子ど

もたちの学びを保障できるように、ＩＣＴを活用した遠隔学習など、子どもたち

が家庭でも学習を継続できる環境を整備します。 

 

３．問合せ 

  山武市教育委員会 学校教育課 学事係 

  TEL：０４７５－８０－１４４２ 
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（単位：千円）

補正後予算額

29,525,787

歳入 (単位：千円）
款 項 目 節 部署 名称 補正前額 補正額 補正後額 事業内容

国庫
負担金

民生費
国庫負担金

社会福祉費
国庫負担金

社会福祉課
社会福祉係

住居確保給付金負担金 2,511 3,267 5,778

　新型コロナウイルス感染症の影響により、住居確保給付金の申
請が増加しているため、国負担分を増額計上します。（国３／４補
助）

総務費
国庫補助金

総務管理費
国庫補助金

企画政策課
政策・シティ

セールス推進係

新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金

229,045 579,882 808,927

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る事業の財源とし
て、国庫補助金を計上します。

公立学校情報通信ネットワーク
環境施設整備費補助金(小学校)

0 12,120 12,120
　児童生徒１人１台端末の整備事業に係るネットワーク環境整備の
財源として、国庫補助金を計上します。（国１／２補助）

公立学校情報機器整備費補助金
(小学校)

0 62,180 62,180

　児童生徒１人１台端末の整備事業に係る端末機器購入の財源と
して、国庫補助金を計上します。（国定額補助、１台45,000円上限、
児童生徒３人に２台分）
　家庭学習のための通信機器整備に係る財源として、国庫補助金
を計上します。（国定額補助、１式10,000円上限）
　学校からの遠隔学習機能強化に係る財源として、国庫補助金を
計上します。（国１／２補助）

学校教育課
指導室

学校保健特別対策事業費補助金
(小学校)

0 12,500 12,500
　市内小中学校における新しい生活様式への対応に係る財源とし
て、国庫補助金を計上します。（国１／２補助）

公立学校情報通信ネットワーク
環境施設整備費補助金(中学校)

0 5,302 5,302
　児童生徒１人１台端末の整備事業に係るネットワーク環境整備の
財源として、国庫補助金を計上します。（国１／２補助）

公立学校情報機器整備費補助金
(中学校)

0 34,372 34,372

　児童生徒１人１台端末の整備事業に係る端末機器購入の財源と
して、国庫補助金を計上します。（国定額補助、１台45,000円上限、
児童生徒３人に２台分）
　家庭学習のための通信機器整備に係る財源として、国庫補助金
を計上します。（国定額補助、１式10,000円上限）
　学校からの遠隔学習機能強化に係る財源として、国庫補助金を
計上します。（国１／２補助）

学校教育課
指導室

学校保健特別対策事業費補助金
(中学校)

0 5,500 5,500
　市内小中学校における新しい生活様式への対応に係る財源とし
て、国庫補助金を計上します。（国１／２補助）

繰越金 繰越金 繰越金 繰越金
財政課
財政係

繰越金 270,467 65,227 335,694
　７月補正予算歳出総額795,950千円の歳入不足分65,227千円に
対し、繰越金を計上します。

国庫
支出金

国庫
補助金

教育費
国庫補助金

小学校費
国庫補助金

中学校費
国庫補助金

学校教育課
学事係

学校教育課
学事係

令和２年度山武市一般会計補正予算（第５号）

補正前予算額 補正額

28,729,837 795,950
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小学校債 26,900 10,900 37,800

中学校債 0 4,700 4,700

合計 528,923 795,950 1,324,873 　

歳出 (単位：千円）
款 目 部署名称 名称 補正前額 補正額 補正後額 事業内容

財産管理費
 財政課

資産管理経営係
庁舎感染症対策環境整備事業 0 299 299

　市役所庁舎の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
消耗品を計上します。

公共交通事業者緊急支援
給付金支給事業

0 11,400 11,400

　本市の公共交通網の維持確保のため、市内に本社を置くバス・タ
クシー事業者に対し、感染症予防対策及び運行に係る支援として
公共交通事業者緊急支援給付金を支給するため、給付金を計上し
ます。

基幹バス・乗合タクシー運行支援
給付金支給事業

0 3,106 3,106

　市民の交通手段として利用されている基幹バス・乗合タクシーの
維持確保のため、感染症予防対策及び運行に係る支援として基幹
バス・乗合タクシー運行支援給付金を支給するため、給付金を計
上します。

企画政策課
政策・シティ

セールス推進係
さんむの魅力発信事業 0 8,063 8,063

　新型コロナウイルス感染症を契機とした地方移住への関心の高
まりによる移住者の取り込みや、景気回復に向け地域観光資源や
特産品を市外にＰＲするため、市の魅力発信のプロモーションに係
る役務費及び委託料を計上します。

収税課
収税係

口座振替受付端末設置事業 0 722 722

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市税等の口座振替
を推進し、市民が市役所や金融機関等へ出向かずに納税ができる
環境を整備するため、備品購入費等を計上します。

課税課
市民税係

確定申告会場感染症対策
環境整備事業

0 363 363

　所得税確定申告及び住民税申告の受付時における新型コロナウ
イルス感染症拡大防止対策のため、消耗品及び備品購入費を計
上します。

社会福祉
総務費

社会福祉課
社会福祉係

住居確保給付金事業 3,348 4,356 7,704

　新型コロナウイルス感染症の影響により、住居確保給付金の申
請が増加しているため、扶助費を増額計上します。

介護保険
事業費

高齢者福祉課
介護保険係

介護事業所感染症対策
支援給付金支給事業

0 9,607 9,607

　新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい運営状況に置か
れている介護事業所に対し、感染予防対策を図りつつ、安定的な
サービスが提供できるよう介護事業所感染症対策支援給付金を支
給するため、給付金を計上します。

民生費 社会福祉費

市債 市債

総務費

総務管理費

　児童生徒１人１台端末の整備事業に係るネットワーク環境整備の
財源として、学校教育施設等整備事業債を増額計上します。

学校教育施設等整備事業債

項

徴税費 賦課徴収費

企画費

企画政策課
企画係

教育債
学校教育課

学事係



記者発表資料（令和２年７月２７日）

歳出 (単位：千円）
款 目 部署名称 名称 補正前額 補正額 補正後額 事業内容項

民生費
障害者
福祉費

社会福祉課
障がい福祉係

障害福祉サービス
事業所等感染症対策
支援給付金支給事業

0 2,603 2,603

　新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい運営状況に置か
れている障害福祉サービス事業所等に対し、感染予防対策を図り
つつ、安定的なサービスが提供できるよう障害福祉サービス事業
所等感染症対策支援給付金を支給するため、給付金を計上しま
す。

衛生費
保健衛生
総務費

健康支援課
健康医療係

医療機関感染症対策
支援給付金支給事業

0 23,404 23,404

　新型コロナウイルス感染症が収束しない中、感染防止対策を図り
つつ、医療提供を継続する医療機関に対し医療機関感染症対策
支援給付金を支給するため、給付金を計上します。

農林
水産
業費

オライ
はすぬま費

農林水産課
農水係

オライはすぬま感染症対策
環境整備事業

0 2,066 2,066

　オライはすぬまの新型コロナウイルス感染症拡大防止対策とし
て、換気機能向上のための改修及び来場者の体温測定用サーモ
グラフィーを設置するため、工事請負費及び備品購入費を計上しま
す。

プレミアム付商品券事業 0 180,000 180,000

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者の事業継
続を支援するとともに、落ち込んだ消費の回復を図るため、プレミ
アム付商品券事業に係る補助金を計上します。

市内事業者感染症対策費
補助事業

0 60,174 60,174

　新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、市内事業者が
実施する新しい生活様式への対応等への支援として感染症対策
事業補助金を支給するため、補助金及び実施に要する経費を計上
します。

市内事業者感染症対策費
補助事業人件費

0 118 118

　感染症対策事業補助金の交付事業に係る人件費を計上します。

観光費
わがまち活性課

観光振興係
Welcome to さんむ

観光キャンペーン事業
0 5,515 5,515

　国が実施するGo to キャンペーンと連携して、県が実施する
Welcome to CHIBAキャンペーン事業（３／４補助）に合わせ、本市
への誘客につながる取組に対する助成（１／４補助）及び観光支援
を行うため、補助金及び広告料を計上します。

消防費 災害対策費
消防防災課

防災係
防災用備蓄物資整備事業 17,052 4,330 21,382

　避難所の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、備品
購入費を増額計上します。

小学校感染症予防対策事業 6,285 17,186 23,471

　市内小中学校の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のた
め、備品購入費を増額計上します。

小学校情報機器整備事業 0 282,916 282,916

　国が進める児童生徒１人１台端末の実現や、学校からの遠隔学
習機能の強化に向けたＧＩＧＡスクール構想を推進するため、備品
購入費等を計上します。

学校教育課
学事係

社会福祉費

小学校費 学校管理費教育費

商工費

農業費

保健衛生費

消防費

商工費

商工業
振興費

わがまち活性課
経済活性化

推進係



記者発表資料（令和２年７月２７日）

歳出 (単位：千円）
款 目 部署名称 名称 補正前額 補正額 補正後額 事業内容項

学校管理費
学校教育課

指導室
小学校感染症対策環境整備事業 0 4,748 4,748

　市内小中学校における新しい生活様式への対応として、特別教
室にスポットクーラー及びストーブを設置するため、備品購入費を
計上します。

教育振興費
学校教育課

学事係
小学校修学旅行等キャンセル料

補助事業
0 2,235 2,235

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市立小中学校の修学
旅行等を中止したことにより発生したキャンセル料等について、保
護者の経済的な負担を軽減するため、補助金を計上します。

中学校感染症予防対策事業 3,520 7,012 10,532

　市内小中学校の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のた
め、備品購入費を増額計上します。

中学校情報機器整備事業 0 154,567 154,567

　国が進める児童生徒１人１台端末の実現や、学校からの遠隔学
習機能の強化に向けたＧＩＧＡスクール構想を推進するため、備品
購入費等を計上します。

学校教育課
指導室

中学校感染症対策環境整備事業 0 2,374 2,374

　市内小中学校における新しい生活様式への対応として、特別教
室にスポットクーラー及びストーブを設置するため、備品購入費を
計上します。

教育振興費
学校教育課

学事係
中学校修学旅行等キャンセル料

補助事業
0 6,676 6,676

　新型コロナウイルス感染症の影響により、市立小中学校の修学
旅行等を中止したことにより発生したキャンセル料等について、保
護者の経済的な負担を軽減するため、補助金を計上します。

社会教育
総務費

生涯学習課
生涯学習係

生涯学習活動感染症
予防対策事業

0 202 202

　生涯学習活動の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のた
め、消耗品を計上します。

松尾公民館 松尾公民館施設管理事業 8,200 235 8,435

　松尾公民館の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
消耗品等を計上します。

成東中央公民館
成東中央公民館感染症

予防対策事業
0 96 96

　成東中央公民館の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のた
め、消耗品を計上します。

図書館費 松尾図書館 図書館感染症予防対策事業 303 1,577 1,880

　図書館の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、消耗
品及び体温測定用サーモグラフィーを設置するための備品購入費
を計上します。

合計 38,708 795,950 834,658 　

学校教育課
学事係

小学校費

教育費

社会教育費

学校管理費

中学校費

公民館費


