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令和２年度一般会計補正予算（第５号）

新型コロナウイルス感染症に
係る支援事業一覧

新型コロナウイルス感染症対策・第３弾
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・歳出補正予算合計
２４０，０６１千円

内訳（予算科目（款））

・総務費 ５６，６４７千円
・民生費 １９，０５３千円
・衛生費 １８，９１９千円
・商工費 ９２，０００千円
・消防費 １０，３４４千円
・教育費 ４３，０９８千円

令和２年度一般会計補正予算（第５号）

新型コロナウイルス感染症対応補正予算について

・歳入補正予算合計（減免等）
３２，５６１千円

総事業費 ２７２，６２２千円



3

1．社会的な環境整備



高齢者インフルエンザ予防接種自己負担金
助成事業

概要

高齢者インフルエンザ予防接種
自己負担金の補助（無料）により
受診率を向上させ、医療機関のコ
ロナ対応環境改善につなげる。

歳出補正額 ６，２２５千円
歳入補正（減免等）額 ８２５千円
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対象者

４，７００人（６５歳以上）

接種機関
自己負担金支払

接種見込者数
必要となる額
（千円）

金額（円） 納入場所

町外

１，５００円

町へ納入 ５５０人 ８２５

町内
医療機関へ

支払
４，１５０人 ６，２２５

対象者数・事業費内訳



防災活動支援事業

概要

近年頻発、激甚化する自然災害等の避難所運営において、感染症予防など、
避難所の衛生環境を保つことを目的に資材を備蓄する。

補正額
１０，３４４千円
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備蓄資材名称 購入費（千円） 購入費内訳（円）

簡易ベッド ５，５８４千円 ＠６，９８０円×８００基

サーマルカメラ ２，９７０千円 ＠１９８，０００円×１５台

避難所支援用備蓄品収納ラック １，５８０千円 ＠５６，４２０円×２８台

避難所授乳服入り災害備蓄セット ２１０千円 ＠１５，０００円×１４セット

▲サーマルカメラ ▲簡易ベッド ▲収納ラック



図書館自動貸出機購入事業

概要

図書館での職員や利用者の接触を抑える
ために、自動貸出機を１台購入する。接
触機会の減少が期待でき、感染症対策に
つながる。

補正額
２，２８６千円
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事業額内訳（千円）

自動貸出機１台（カウンター用）

●初期導入費
２，２００千円

●保守料
８６千円



キャッシュレス決済導入事業

概要

総合窓口におけるＰａｙＰａｙ支払いの際、来庁者のＱＲ
コードを読み取り決済するコードスキャン方式にも対応でき
るようにするためのタブレット等を購入する。

補正額
９８千円
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購入内容

●タブレット端末１台、レシートプリンタ１台、その他（タブレットスタンドなど）



マイナンバー・ワンストップサービス
支援事業

概要

各種申請時における住民の負担軽減を目的に、
❶マイナポータル・電子申請システムの構築
❷マイナンバーカードを活用した申請書システムの導入
❸申請の電子化・基幹システムへの連携
を行うため、ＲＰＡ及び記帳台システムを導入する。

補正額
１６，０００千円
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費用内訳

●ＲＰＡライセンス
（５ライセンス）
１１，０００千円

●記帳台システムの導入費
５，０００千円



マイナンバーカード普及活用事業

概要

マイナンバーカード取得者を増やすため、
取得者及び新規申請者全員にマイナンバー
カード普及振興券を付与する。

補正額
１８，７６０千円
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費用内訳（千円）

●事業費
１６，０００千円
（＠１，０００円×１６，０００人）

●事務費
２，７６０千円

マイナンバーカード普及振興券

１人当たりの金額
１，０００円（５００円券×２枚綴り）



マイナンバーカード活用にかかる行政手続き
の棚卸・見直し事業

補正額
１１，０００千円
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概要
マイナンバーカードを活用した行政手続きの

電子化の推進のため以下のことを行う。
❶行政手続きの棚卸
❷例規関連データ（要綱等）の電子化、セキュ
リティポリシーの見直し

費用内訳

●行政手続きの棚卸
５，５００千円

●セキュリティポリシーの見直し
５，５００千円



新しい働き方での会議室等ネットワーク
整備事業

補正額
２，２６０千円
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概要

庁舎内の会議室・町民ホール等、ネット
ワーク環境を整備することで、感染症や災
害時での行政窓口及び業務スペースの確保、
業務の分散など、さまざまな場面での対応
を可能にする。

費用について

●会議室、町民ホール等、ネット
ワーク環境整備（７ヵ所）
２，２６０千円



町税事務リモート化等推進事業

概要

スマホ決済導入により、人との接触
を減少させ感染症の拡大を防止すると
ともに、利用者の利便性を高める。

補正額
１，８２９千円
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事業費内訳

●スマホ決済導入等に伴うシステム改修
１，７６６千円

●啓発用チラシの作成
６３千円



ごみ分別アプリ導入事業

概要

ごみの分別や収集日の持ち込み混雑状況
などをお知らせする「ごみ分別アプリ」を
導入する。

補正額
５１２千円
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費用内訳

●アプリ構築費
４４０千円

●登録案内等
７２千円



剪定枝粉砕機貸出事業

概要

剪定枝は、チップ化することで雑草を抑制したり保湿向上効果がある
など花壇や庭で利用できることから、剪定枝粉砕機を家庭に貸し出し、
ごみの減量、温室効果ガスの排出削減等の効果を図る。

補正額
１３６千円
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購入内容

●剪定枝粉砕機２台、ゴーグル、手袋



各事業問い合わせ先について

●高齢者インフルエンザ予防接種自己
負担金助成事業

健康福祉課：０７４４－３３－８０００

防災課：０７４４－３４－２０５９

●防災活動支援事業

●キャッシュレス決済導入事業

住民保険課：０７４４－３４－２０８７

総務課：０７４４－３４－２０７３

●マイナンバーカード普及活用事業

●マイナンバー・ワンストップサービス
支援事業

●マイナンバーカード活用にかかる
行政手続きの棚卸・見直し事業

●新しい働き方での会議室等ネットワーク
整備事業

税務課：０７４４－３４－２１１１

●町税事務リモート化等推進事業
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図書館：０７４４－３２－０２６２

●図書館自動貸出機購入事業

環境未来推進課：０７４４－３２－２９０１

●ごみ分別アプリ導入事業

●剪定枝粉砕機貸出事業
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２．新たな暮らしのスタイルの確立



給食費免除事業

概要

小・中学校全児童生徒給食費の全額免除。

歳入補正（減免等）額
３１，７３６千円
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期間

令和３年１月から３月まで
※一般会計補正予算（第４号）による、令和２年６月
から１２月までの免除より、さらに拡大する。

免除額内訳

●令和２年８月差額
（簡易給食から通常給食へ変更）
２，２８８千円

●令和３年１月から３月まで
２９，４４８千円



学校再開に伴う感染症対策・学習保障等
に係る支援事業

概要

各学校の段階的な再開に際して、感染
対策・学習保障等に係る試みを実施して
いくにあたり、校長の判断で迅速かつ柔
軟に対応できるよう支援を行う。

補正額
１０，０００千円
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補正内訳

●歳出補正
１０，０００千円（小中７校合計）

●歳入補正
５，０００千円（国からの補助）

（歳出のうち１／２。令和２年度学校
保健特別対策事業費補助金によるもの）



感染症対策のためのマスク等購入支援事業

概要

学校再開等にあたり集団感染のリスク
を避けるため、学校設置者が実施する保
健衛生用品（マスク、消毒液等）の整備
に必要な経費を補助する。

事業費（当初予算に充当）

７８８千円
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事業費について

●歳入補正
３９４千円（国からの補助）

（歳出のうち１／２。令和２年度学校
保健特別対策事業費補助金によるもの）



幼児教育の質の向上のための緊急環境整備

概要

幼稚園等において、新型コロナウイルス
感染症対策を実施するために必要となる保
健衛生用品や備品の購入、感染症対策の徹
底のために必要なかかり増し経費等に対し
て補助する。

補正額
２，２００千円
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補助金額内訳

●歳出補正
２，２００千円（５園合計）

事業費について

●歳入補正
２，２００千円（国からの交付）

（全額、令和２年度教育支援体制
整備事業費交付金によるもの）



学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業

体育館空調設備設置事業

概要

夏季休業短縮に伴う体育館利用に対応
できるよう、小中学校体育館の空調設備
を設置する。

補正額
２３，２３２千円
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事業費内訳

●小学校(５ヶ所）
１６，５６４千円

●中学校（２ヶ所）
６，６６８千円



学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業

卒業生思い出応援補助事業

概要

令和２年度の小学校６年生及び中学校３年生の
子どもたちに対して、学校生活最後の年における
思い出づくりを応援する補助金として、一律定額
を学校に対して交付するもの。

補正額
５，３８０千円
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事業費内訳

●小学校
２，８００千円

（＠１０，０００円×２８０人）

●中学校
２，５８０千円

（＠１０，０００円×２５８人）
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児童発達支援事業・利用者負担金免除事業

補正額
９７千円

概要

コロナ禍における障がい児支援を必要
とする世帯に児童発達支援事業の利用者
負担金を免除する。

対象月

令和２年４月から６月分まで

減免総額内訳

１３，８００円（＠４，６００円×３ヶ月）×７人（対象者）
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新生児への臨時特別給付金給付事業

補正額
１８，９５６千円

概要

コロナ禍において安心できる子育て
家庭の支援のため、給付金を支給する。

支給額

子ども１人あたり１０万円

事業費内訳
●支給額合計
１８，０００千円

●事務費合計
９５６千円

対象

１８０人
【国の特別定額給付金の基準日の翌日以降
（令和２年４月２８日から令和３年３月３１
日まで）に生まれた子ども】
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妊婦への臨時特別給付金給付事業

補正額
１２，０４６千円

概要

コロナ禍において、安心して出産を迎え
られるようにするため、給付金を支給する。

支給額

妊婦１人あたり５万円

対象

２４０人
（令和２年４月１日から令和３年３月
３１日までに妊娠届を提出した妊婦）

事業費内訳

●支給額合計
１，２０００千円

●事務費合計
４６千円
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広報たわらもと号外発行事業

概要

感染症予防対策や町独自の支援策について広報
たわらもと号外の発行によりデジタルに不慣れな
人にもいち早く情報提供する。

事業費（当初予算に充当）

６８３千円
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田原本町自転車駐車場指定管理者
継続支援事業

補正額
６，２００千円

概要

田原本町自転車駐車場指定管理者に対し、
利用者減少によって生じた事業継続に要す
る経費及び感染症拡大防止対策用品購入費
を支援する。

事業内訳

●事業継続に要する経費
６，０００千円

●感染症拡大防止対策用品購入費
２００千円



各事業問い合わせ先について

健康福祉課：０７４４－３４－２０９０

こども未来課：０７４４－３３－９０９５

●広報たわらもと号外発行事業

秘書広報課：０７４４－３４－２０６９
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●給食費免除事業

●学校再開に伴う感染症対策・学習保障等
に係る支援事業

●感染症対策のためのマスク等購入支援事業

●幼児教育の質の向上のための緊急環境整備

●体育館空調設備設置事業

●卒業生思い出応援補助事業

●児童発達支援事業・利用者負担金免除事業

●新生児への臨時特別給付金給付事業

●妊婦への臨時特別給付金給付事業

●田原本町自転車駐車場指定管理者
継続支援事業

教育総務課：０７４４－３４－２０７４

総務課：０７４４－３４－２１１４
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３．新たな付加価値を生み出す
消費・投資の促進
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地域振興券発行事業

補正額
９２，０００千円

概要

全住民への経済的支援、外食産業
をはじめとする町内事業者の経営支
援のため、地域振興券を配布する。

事業費内訳

●振興券額面
８０，０００千円

【＠２，５００円×３２，０００人（全住民）】

●事務費
１２，０００千円

事業費について

●歳入補正
４０，０００千円（県からの補助）
（振興券額面８０，０００千円の１/２。
県内消費喚起支援事業補助金によるもの。）
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主要施策映像制作業務

概要

「新しい日常」の定着に向け推進する事業や、
町の主要施策について映像化し、制度の周知と町
の魅力の向上につなげる。

補正額
５００千円



各事業問い合わせ先について

地域産業推進課：０７４４－３４－２０８０

●主要施策映像制作業務

秘書広報課：０７４４－３４－２０６９
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●地域振興券発行事業
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歳出

補正予算合計

３，７０９，４６２千円
うち

●町独自の事業 ４４６，３２８千円

●国の事業 ３，２６３，１３４千円

歳出補正予算内訳

① ３，３１８，５２１千円
② １５０，８８０千円
③ ２４０，０６１千円

（予算科目ごとの内訳（款））
・総務費 ３，２７３，４５１千円
うち 町独自の事業 ５７，０４７千円

国の事業 ３，２１６，４０４千円

・民生費 １０９，９８１千円
うち 町独自の事業 ６３，２５１千円

国の事業 ４６，７３０千円

・衛生費 ４３，０３３千円
・農林水産業費 ２，０００千円
・商工費 １１４，６５９千円
・消防費 ３０，９１４千円
・教育費 １３５，４２４千円

①令和２年度一般会計補正予算（第２号）
の専決処分

②令和２年度一般会計補正予算（第４号）

③令和２年度一般会計補正予算（第５号・
新型コロナウイルス感染症対応補正予算）

新型コロナウイルス感染症対策に係る費用①（歳出）
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①令和２年度一般会計補正予算（第２号）の専決処分

②令和２年度一般会計補正予算（第４号）

③令和２年度一般会計補正予算（第５号・新型コロナウイルス感染症対応補正予算）

総事業費（歳出＋歳入）

３，８３８，１６１千円

新型コロナウイルス感染症対策に係る費用②（歳入・総事業費）

歳入

補正予算合計（減免等）

１２８，６９９千円
※全て町独自の事業

歳入補正予算内訳

② ９６，１３８千円
③ ３２，５６１千円

うち

●町独自の事業 ５７５，０２７千円

●国の事業 ３，２６３，１３４千円


