
参考資料

単位：千円

一般会計補正予算第５号の予算額 480,741

【補正予算の内訳】

① 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当事業 436,256

‐1.家賃支援等を含む事業継続や雇用維持等

　　◇事業継続等 126,500

　　◇雇用維持・雇用機会の確保等 17,930

　　◇生活支援等 29,200

　　◇感染症対応等 44,656

‐2.「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等 217,970

　　◇社会的な環境の整備 204,070

　　◇新たな暮らしのスタイルの確立 7,700

　　◇新たな付加価値を生み出す消費・投資の促進 6,200

② 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業 12,350

③ 児童生徒の学びの保障対策 32,135

令和２年度７月補正予算の概要

218,286

　今回の補正予算（一般会計補正予算第５号）は、令和２年６月１２日に国会にて可
決された国の２次補正予算に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金の拡充、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業、児童生徒の学びの保障対策
を中心に補正予算の編成を行いました。
　財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金３億７,４５
１万６千円、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金１,１７５万円、児童生
徒の学びの保障関係等を含む国庫補助金４,６５６万５千円、市債４,０００万円、前
年度繰越金８６０万円を計上しました。
　これらの結果、本補正予算額は４億８,０７４万１千円となります。
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◇事業継続等 予算額 主管課

・ 事業継続及び家賃支援等応援事業 100,000

・ 中小事業者信用保証料補助事業 20,000

・ 2,600

・ 産業文化ホール、市体育館及び中央公園施設事業継続支援 3,900

◇
・ 10,030

・ 感染拡大に伴う緊急雇用事業 7,900

◇生活支援等
・ 出産祝臨時給付金事業 25,100

　事業活動及び雇用の継続を支援するため、中小事業者が
雇用調整助成金を受ける場合の申請事務費用について助成
（1事業者上限100千円）します。

商工課

　緊急雇用対策のため、事務補助委託（雇用創出）を行います。

健康づくり
推進課　子育て世帯の負担軽減を図るため、特別定額給付金の対象

とならない令和2年4月28日以降、令和3年3月31日までの出生
児に対して、市独自の給付金（100千円/人）を給付します。

単位：千円
①-1.家賃支援等を含む事業継続や雇用維持等

商工課

　売り上げが減少（前年同月比15％以上～50％未満）した、
中小事業者が事業継続のために「新しい生活様式」に沿った
取組みを行った場合、必要な経費を支援（100千円）しま
す。
　併せて、事業継続のために土地、建物の賃料を負担してい
る事業者に家賃支援（50千円）を行います。

商工課

　中小事業者が円滑に融資を活用できるよう、セーフティ
ネット認定（4号・5号・危機関連保証）を受けた埼玉県制度
融資等の信用保証料を補助（1事業者上限200千円）します。

観光農業支援事業 農政課

　感染症の影響により農業を通じた都市と農村の交流が減少
する中、地域の農業を活かした観光・交流拠点の周知等によ
り集客力向上を図るなど、営農継続に向けた取組みを支援し
ます。
　啓発事業支援（（ＰＲ看板等の作成、設置等）
　　補助率：3/4　上限：2,400千円
　農業者連携支援（連携組織の設立、運営、取組等）
　　定額：200千円

生涯学習課

スポーツ
振興課

　利用料が指定管理者の歳入となる産業文化ホール、市体育
館及び中央公園施設の再開及び事業継続のための支援(産業文
化ホール指定管理者：2,300千円、市体育館及び中央公園指定
管理者：1,600千円）をします。

雇用維持・雇用機会の確保等
中小事業者雇用調整助成金申請支援事業 商工課
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・ 4,100

・ 【財源組替】市営住宅家賃減免補填 690

◇感染症対応等
・ 高規格救急自動車の導入 41,056

・ 感染拡大対応及び情報発信の充実 3,600

◇社会的な環境の整備
・ 災害時における感染症対策等 31,500

・ 止水板補助金の拡充 2,000

・ 市税等キャッシュレス支払いの推進 1,060

地域振興課

　避難所における感染症対策に必要な備蓄品を追加購入しま
す。また、緊急時におけるテレビ会議実施に必要な機器等を
整備します。
　主な備蓄品等：防災倉庫の設置、避難所における受付用テ
ント、エアテント、段ボールベット、仮設トイレ、食器セッ
ト、テレビ会議対応ＰＣ端末等。

建設課

　令和2年度に限り、止水板補助金を拡充（上限額600千円）
し、土のう配布に伴う接触機会の減少に繋げます。また、施
工者については、市内に本店を有する事業者に限ります。
　現在の要件：設置費用の1/2を補助、上限額300千円
　　　　　　　施工者の制限なし

収納課

　市税等の支払いのために、店頭へ出向くことなく、いつで
も、どこでもスマートフォンから納付できるようシステムを
導入します。

警防課/
消防総務課　新型コロナウイルス感染症等における傷病者搬送の体制を

確保するため、人工呼吸器等の高度救命処置用資機材のほ
か、傷病者を隔離した状態で安全に搬送するための患者搬送
用資機材を装備した感染症対応車両として運用する高規格救
急自動車を導入します。
　高規格救急自動車：24,500千円
　高度救命処置用資機材：16,500千円
　自動車重量税他：56千円

財政課

　新しい生活様式の啓発、訪問対応等の車両（軽自動車）を
購入します。

単位：千円
①-2.「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等

民間保育施設等職員特別給付金事業 子育て
支援課　民間の保育所、認定こども園、幼稚園、学童保育施設、児

童養護施設等で子どもと接する職員に、市独自の特別給付金
（10千円/人）を支給します。

まちづくり
政策課　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し家賃

の支払いが困難となった入居者に対して家賃の減額等を行い
ます。
（市営住宅家賃収入▲690千円　本臨時交付金690千円）
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・ 高齢者活動支援/いきいき百歳体操再開支援等 10,050

・ 乳幼児健康診査個別実施支援 1,070

・ 41,000

・ 保健センター感染症対策 33,200

・ 市民プラザ感染症対策 35,450

・ 生涯スポーツ推進事業再開 22,500

健康づくり
推進課　乳幼児健診等の母子保健事業、がん健診、各種健康相談等

を行う地域の保健サービスの拠点である保健センターの3密
回避対策として、空調更新整備等を行います。空調更新整
備：設計費2,500千円　工事費29,700千円
　また、保健センターにおける感染症対策として必要な備品
等を購入します。感染対策備品購入費：1,000千円（サー
キュレーター等）

商工課

　避難所としても機能している市民プラザ1階のイベント
ホールの空調機について、3密回避対策として更新工事を行
います。空調更新整備：設計費950千円　工事費33,000千円
　また、市民プラザにおける感染症予防対策として必要な備
品等を購入します。感染対策備品購入費：1,500千円（施設
各部屋に循環用扇風機設置等）

建設課

スポーツ
振興課

　地域スポーツ活動の拠点である中央公園の自由広場等ナイ
ター照明のＬＥＤ化工事を行います。自由広場等ナイター照
明ＬＥＤ化工事：設計費500千円、工事費20,000千円
　また、市体育館及び中央公園運動施設等の公共施設で生涯
スポーツ推進事業を再開するための感染症対策として必要な
備品を購入します。感染症対策備品購入費：2,000千円
（サーマルカメラ一式、換気用大型ファン等）

高齢介護課

　新しい生活様式に合わせて、高齢者が安心して「通いの
場」（いきいき百歳体操活動会場等）に参加できるよう、感
染予防・拡大防止のための資器材を配布・貸出します。感染
症対策消耗品等購入費：9,000千円（配布品：マスク、消毒
用アルコール、フェイスガード、サーキュレーター、非接触
型体温計）（貸出品：パルスオキシメーター）
　また、「３密回避事業」として、空調更新整備を行いま
す。（羽生市もくせいの里　工事費：880千円、井泉老人憩
の家　工事費：170千円）

健康づくり
推進課　令和2年度に再度の緊急事態宣言がされた場合、3.4ヵ月健

診を集団健診から医療機関における個別健診へ緊急的に切り
替えます。

教育総務課

　学校長判断で迅速かつ柔軟に対応することができるよう、
学校教育活動の継続を支援する経費を緊急的に各小中学校へ
交付します。交付額：2,000千円×小規模校5校、3,000千円
×中規模校9校
　また、小中学校夏季休業期間の短縮に伴い、空調機の使用
時間が増えることによる電気料を増額します。4,000千円

学校活動における感染症対策等支援（再掲：6頁）
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・ 産業文化ホール感染症対策 21,000

・ 公民館/集会所感染症対策 2,740

・ 図書館/郷土資料館感染症対策 2,500

◇新たな暮らしのスタイルの確立
・ オンライン学習環境整備事業（再掲：6頁） 7,700

・ 20,000

◇新たな付加価値を生み出す消費・投資の促進
・ ６次産業化支援事業 6,200

・ 乳児家庭全戸訪問事業等における感染症対策 1,000

・ 子育て世代包括支援センター事業感染症対策 500

単位：千円
②新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業

健康づくり
推進課　乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）等

の訪問対応時における感染症予防対策として必要な消耗品等
を購入します。

健康づくり
推進課　子育て世代包括支援センター事業における感染症予防対策

として必要な消耗品等を購入します。

教育総務課

　緊急時におけるオンライン学習環境を整備するため、各小
中学校で使用するウェブカメラ14セット（490千円）、各家
庭貸出用Wi-Fiルーター515台（7,210千円）を購入します。

【財源組替】ＧＩＧＡスクール構想整備事業における
１人１台端末整備費への財源充当（再掲：6頁）
（本臨時交付金の充当額を追加　20,000千円）

教育総務課

農政課

　市内で生産する農作物を使用し加工販売等に関する新たな
取組みを行う市内農業者を支援します。
　ハード支援：機械設備等の導入
　　　　　　（冷凍庫・真空パック機・キッチンカー等）
　　　　　　　補助率：3/4　　上限：3,000千円
　ソフト支援：販売促進費（チラシ、のぼり旗等の作成）
　　　　　　　補助率：3/4　　上限：100千円

生涯学習課

　産業文化ホールにおける感染症対策として、空調設備の改
修工事や備品を購入します。
　空調設備改修工事：工事費19,500千円
　（吸収冷温水機用冷却塔整備工事、換気設備改修工事等）
　備品購入費：1,500千円（サーマルカメラ一式等）

生涯学習課

　公民館及び集会所における感染症対策として、空調設備更
新等工事（1,750千円）、網戸設置修繕（200千円）及び備品
（サーキュレーター等）購入（790千円）を行います。

図書館
郷土資料館　図書館、郷土資料館における感染症予防対策として、網戸

設置工事、トイレ蛇口センサー付自動水栓取替工事を行いま
す。
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・ 「こどもひろば（地域子育て支援拠点）」感染症対策 500

・ 保育所等への感染症対策支援 5,000

・ 学童保育施設への感染症対策支援 5,100

・ ファミリー・サポート・センター事業感染症対策 250

・ 学習支援員の追加配置 6,553

・ スクールサポートスタッフの配置 5,582

・ 教育振興基金への積立 20,000

・ 41,000 教育総務課

・ オンライン学習環境整備等事業（再掲：5頁） 7,700 教育総務課

・ 20,000【財源組替】ＧＩＧＡスクール構想整備事業における
１人１台端末整備費への財源充当（再掲：5頁）
（本臨時交付金の充当額を追加　20,000千円）

教育総務課

③児童生徒の学びの保障対策

教育総務課

　ＧＩＧＡスクール構想整備事業による「１人１台端末」実
現後の将来にわたる費用負担など、当市の財政に与える影響
は大きく、未だ様々な課題もあるため、教育振興基金への積
み増しを行います。

学校教育課

　学校再開にあたって3密を避けるための環境づくり等、新
型コロナウイルス感染症対策の強化を図ることで純増する教
師等の業務をサポートするため、緊急的にスクールサポート
スタッフ（事務補助）を臨時配置します。（各校1名・14
人）

学校教育課

　学校再開にあたって3密を避けるための環境づくり等、新
型コロナウイルス感染症対策の強化を図りつつ、臨時休業中
の未指導分の補習等の実施等をサポートするため、学習指導
員を追加配置します。（各校1名・14人）

子育て
支援課　市民プラザ内「こどもひろば（地域子育て支援拠点）」に

おける感染症予防対策として必要な消耗品等を購入します。

子育て
支援課　民間保育所等（5施設）が感染症予防対策を実施するため

に必要な経費について助成（1施設500千円）を行います。
2,500千円
　公立保育所（5施設）における感染症対策としてメール配
信システムの構築及び必要な備品等を購入します。
2,500千円

子育て
支援課　民間学童保育施設（3施設）が感染症予防対策を実施する

ために必要な経費について助成（1施設500千円）します。
1,500千円
　公立学童保育施設（6施設）における感染症対策として
メール配信システムの構築及び必要な備品等を購入します。
3,600千円

子育て
支援課　ファミリー・サポート・センター事業における感染症対策

として必要な消耗品等を購入します。

学校活動における感染症対策等支援（再掲：4頁）
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単位：千円

予算額 予算額

221,976 300,702

126,500 ◆社会的な環境の整備 207,900

1 家賃等小規模事業者支援 100,000 13 災害時感染対策等 31,500

2 信用保証料補助事業 20,000 14 止水板補助金の拡充 2,000

3 農作物販路拡大支援 2,600 15 キャッシュレス化の推進 1,060

4 指定管理者へ事業継続支援 3,900 16 いきいき百歳体操再開支援等 10,050

17 乳幼児健康診査個別実施支援 1,070

18 保健センター感染症対策 33,200

◆雇用維持・雇用機会の確保等 17,930 19 市民プラザ感染症対策 35,450

5
中小事業者雇用調整助成金申請
支援

10,030 20 学校活動における感染症対策等 41,000

6 感染拡大に伴う緊急雇用事業 7,900 21 生涯スポーツ推進事業再開 22,500

22 文化ホール感染症対策 21,500

23 公民館/集会所感染症対策 2,740

◆生活支援等 32,890 24 図書館/郷土資料館感染症対策 2,500

7 出産祝臨時給付金事業 25,100 25 公共施設換気対策　※2 3,330

8
民間保育施設等職員特別給付金
事業

4,100

9
修学旅行延期等に伴う費用支援
※1

3,000 51,602

10 【財源組替】市営住宅家賃減免 690 26 オンライン学習環境整備 7,700

27
【財源組替】１人１台端末整備
費への財源充当

20,000

28
ＧＩＧＡスクール構想整備事業
関連経費　※1

23,902

◆感染症対応等 44,656

11 高規格救急自動車の導入 41,056 41,200

12 感染拡大対応・情報発信充実 3,600 29 プレミアム付商品券事業　※1 23,500

30 ６次産業化支援事業 6,200

31
羽生市の魅力商品開発支援事業
※1

10,000

32 羽生市の魅力発信事業　※1 1,500

※1　令和2年度9月定例会にて関係補正予算案を上程予定。
※2　予備費対応。　

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年度国二次補正予算拡充分）　充当事業一覧

◆事業継続等

家賃支援等を含む事業継続や
雇用維持等

（交付限度額：218,657）

「新しい生活様式」を踏まえた
地域経済の活性化等

（交付限度額：221,140）

◆新たな暮らしのスタイルの確立

◆新たな付加価値を生み出す消
費・投資の促進
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