
第６０号議案 

令和２年度加東市一般会計補正予算（第６号） 

 令和２年度加東市の一般会計の補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１７９，９２６千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，２９６，５６３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

  令和２年９月１日提出 

加東市長 安 田 正 義 









（追加）                                                                                            （単位　千円）

（変更）                                                                                            （単位　千円）

第 ２ 表 地 方 債 補 正

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償　還　の　方　法

償還の方法 限度額 起債の方法 利率

学校教育施設等
整備事業
（補正予算債）

68,400

 普通貸借又は
 証券発行

（他の地方公共団
体との共同発行を
含む。）

4.0%以内 　政府資金については、その融資条
件により、その他の場合は債権者と
協定するところによる。
　ただし、市財政の都合により据置
期間若しくは償還期限を短縮し、繰
上償還し、又は低利に借換えするこ
とができる。

　ただし、利率見直し
方式で借り入れる政府
資金及び地方公共団体
金融機構資金につい
て、利率見直しを行っ
た後においては、当該
見直し後の利率とす
る。

償還の方法

緊急防災・
減災事業

200,900

 普通貸借
 又は
 証券発行

（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）

 4.0%以内

　ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる政府
資金及び地
方公共団体
金融機構資
金につい
て、利率見
直しを行っ
た後におい
ては、当該
見直し後の
利率とす
る。

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、その他
の場合は債
権者と協定
するところ
による。
　ただし、
市財政の都
合により据
置期間若し
くは償還期
限を短縮
し、繰上償
還し、又は
低利に借換
えすること
ができる。

65,400

補正前と同
じ

補正前と同
じ

補正前と同
じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

限度額 起債の方法 利率
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1　主な歳出補正予算の概要

P10～11 ふるさと納税推進事業 147,014 147,014

民間のポータルサイト運営会社の活用などにより、自
主財源の確保と返礼品を通じた加東市のPRに取り組み
ます。
　ポータルサイト開設数：5
　令和2年7月末 返礼品数：208種類
　（令和2年3月末 返礼品数：183種類）
　令和2年度 年間寄附見込額：370,000千円
　（令和元年度 年間寄附額：104,756千円）

減などで教育費を２６，６８６千円減額する一方で、ふるさと納税推進事業委託料の増などで総務費を１５５，０５９千円増額、感染症の影響で申請

が増加している住居確保給付金や精算による国県支出金の返納金などで民生費を７２，１２７千円増額、商店街ポイントシール事業の追加などで商工

費を２２，２８５千円増額するなど、合計で１７９，９２６千円の増額補正といたします。

事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

付加することで補助対象となった社会体育施設空調設備整備事業に係る学校施設環境改善交付金などで国庫支出金を４６０，３２２千円増額、旧加東

消防署跡地の売却などにより財産収入を９９，９２６千円増額、ふるさと納税の年間寄附額増加見込みにより寄附金を２６５，０００千円増額する一

方で、財政調整基金繰入金を７４５，９７５千円減額するなど、合計で１７９，９２６千円の増額補正といたします。

　歳出予算では、新型コロナウイルス感染症の影響による夏季休業日の変更に伴い、工事期間を確保できず中止した小学校及び給食施設整備工事費の

　令和２年度加東市一般会計補正予算（第６号）は、ふるさと納税について、新たに追加した返礼品が好調であることなどから、寄附金を増額すると

ともに、新型コロナウイルス感染症対策として、社会体育施設に整備する空調設備について、換気機能を付加するための事業費の増額や、地域商業の

活性化を図るための商店街ポイントシール事業に係る事業費などを計上する一方で、感染症の影響により、これまでに中止を決定したイベント等に係

　補正予算の規模は、１７９，９２６千円の増額とし、一般会計の総額を２６，２９６，５６３千円といたします。

　歳入予算では、国の第２次補正予算による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、新型コロナウイルス感染症対策として換気機能を

る事業費を減額する補正予算を編成いたしました。
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事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

6,000 △ 6,000
加東市観光協会補助金に対し、国庫支出金【新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】6,000千
円を充当します。＜資料№5-⑭＞

計

観光振興事務事業
P38～39

4,507 4,507 0

233,800 0 0

4,507 6,000 0 4,507 △ 6,000

△ 189,100

加東市観光協会に委託して、サイクルツーリズムや
フットパスを推進するためのPR動画作成や市内に設置
するARアートの制作など、環境に配慮した観光地整備
と観光客誘致に取り組みます。＜資料№2＞
財源：（一社）地域循環共生社会連携協会【二酸化炭
素排出抑制対策事業費等補助金】4,507千円（補助
率：10/10）

P38～39

新型コロナウイルス感染症対策
商品券事業

44,700 44,700 0

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域商業の
活性化を図るため、市内の商店街等が取り組むポイン
トシール事業に対し、補助金を交付します。（県
2/3、市1/3）＜資料№1＞
事業費：44,000千円、事務費：700千円
財源：県支出金【商店街お買い物券・ポイントシール
事業補助金】30,033千円（事業費分29,333千円（補助
率：2/3）、事務費分700千円）、国庫支出金【新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】14,667
千円

189,100 △ 189,100
ワンチーム商品券事業に対し、国庫支出金【新型コロ
ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】189,100
千円を充当します。＜資料№5-⑬＞

計 44,700
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事項別
明細書

事業名 補正額
補正額の財源内訳

補正概要
国県支出金 地方債 その他 一般財源

0 1,005

35,736

滝野総合公園体育館（スカイピア）、社第一体育館、
滝野体育センター、社武道館に整備する空調設備につ
いて、新型コロナウイルス感染症対策として、換気機
能を付加します。＜資料№4＞
財源：国庫支出金【学校施設環境改善交付金（国第1
次補正予算）】34,332千円（補助率：1/3）、【新型
コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】
20,000千円、市債【補正予算債】68,400千円（充当
率：補助裏100％）、【緊急防災・減災事業債】（充
当率：100％）△135,500千円

P52～53 体育施設管理事業 22,968 54,332 △ 67,100

△ 590

P44～45

計 4,306 3,301 0

児童生徒へのきめ細かな指導を一層充実させ、学習上
のつまずきの解消や学習意欲の向上と、児童生徒の心
の安定を図るため、従来の学習チューターに替えて、
学習支援員を派遣します。＜資料№3＞
学習支援員謝礼：4,698千円、保険料137千円、学習
チューター謝礼：△727千円
財源：県支出金【学習指導員配置事業補助金】4,698
千円（補助率：10/10）

198 △ 1,397 1,595
その他、多文化共生サポーター謝礼の増等により事業
費を増額する一方で、財源更正として県支出金【ひょ
うご地域創生交付金】1,397千円を減額します。

教育指導事業

4,108 4,698
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商店街ポイントシール事業について 

新型コロナウイルス感染症による地域商業のダメージを回復するため、商店街

等が取り組む期間限定のポイントシールの発行を支援し、消費喚起と地域商業の

活性化を図る。 

１ 事業の実施期間 

 １０月～２月の間の２か月間 

  （各商店街等が実施期間を決定） 

２ 対象商業団体 

  (1)社商店連合会 

  (2)加東市カード会 

  (3)やしろショッピングパークBio専門店街 

  (4)天神商店連盟 

３ 事業内容 

    台紙カードに購入額に応じてシールを張り付け、シールで一杯になった台紙

は、金券として利用できる。 

  ・５００円購入毎に１ポイント配布 

  ・１０ポイント貯まれば１,０００円の金券として次回の買い物で利用可能 

    （２０％のプレミアム） 

４ 補助金の額 

１団体あたり、上限１，２００万円(補助率１０／１０) 

・プレミアム分の原資（売上金額の２０％以内） 

・事務経費分 

カード台紙制作費及び当該事業利用促進のための広報やイベント費用等

（ただし、消費税及び地方消費税は除く。） 

５ その他 

  当事業については、県２／３、市１／３の費用負担で実施する。 

  また県から市へ、事務経費として７０万円の補助がある。 
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加東市が進めているサイクルツーリズムやフットパスが、化石エネルギーを使わない周遊の手段

であることに着眼し、環境にやさしい観光スポット整備等を進める『環境に配慮した観光地整備と観

光客誘致事業』について、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（※）の採択を受けた。 

※ 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金…一般社団法人地域循環共生社会連携協会

による、地球温暖化防止等の環境対策のための補助金（補助率１０／１０） 

事業は、加東市観光協会に委託して実施する。 

事業内訳 事業概要 

ＡＲアート制作 アート館事業とともに進めているＡＲの設

置。ＡＲスポットはフットパスやサイクリング

で市内を周遊する際に立ち寄るポイントとし

て活用できるので、今回の事業でも整備を進め

る。 

絵柄は、環境省のキャラクター『君野イマ・

ミライ』のほか、集客が見込めるキャラクター

を選定する。 

  （君野ミライ）

広報用冊子・ 

映像作成 

主にイベント出展時に配布する啓発パンフレットのほか、サイクリン

グやフットパスを知らせ、誘客するＣＭ動画（主に 15 秒から 30 秒程

度）を撮影・放映する。 

啓発イベント実施 加東市観光協会が主催または参画するイベントで、環境保護と環境に

やさしい観光の告知をするブースを開く。 

電気自動車関連 小型の電気自動車「ＣＯＭＳ」をレンタルし、イベントで展示・試乗

したり、サイクリングイベントで活用したりするほか、電気自動車がど

れだけ二酸化炭素排出を減らせるのか測定する。 

環境に配慮した観光地整備と観光客誘致事業 
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加東市学習支援員派遣事業 

１ 目的 

 各校１～２名の学習支援員を派遣し、児童生徒へのきめ細かな指導を一層充実させ、学習上のつまずきの解消や学習意欲の向上を図るとともに、児童生

徒の心の安定を図る。 

２ 配置期間 

 令和２年７月から令和３年３月まで 

市立小中学校における新型コロナウイルス感染症に係る学習保障対策（人的支援） 

 目的 業務 人数・勤務条件 当初予算 9 月補正 補正後 

学習チューター 

【一部を残し、学習支

援員に変更】 

・児童生徒へのきめ細かな指

導を充実させ、学習上のつま

ずきの解消や学習意欲の向

上を図る。 

・教員志望者の資質・能力の

向上を図る。 

学校の実情に応じて活動 

・学習相談（放課後・休憩時間） 

・図書の紹介や読み聞かせ 

・実習や実験の準備・補助 

・伴奏（音楽）、実技指導（体育）、技能指

導（図工・美術）等の補助 

・外国人児童生徒の日本語指導 

・体験活動での安全確保  等 

各校 1～4名 

1 回 2～4 時間 

謝礼：1回 1,500 円 

R1 実績 43 名 

     568 回 

975 千円 △727 千円 248 千円 

学習支援員 

【新規：コロナ対策】 

・児童生徒へのきめ細かな指

導を一層充実させ、学習上の

つまずきの解消や学習意欲

の向上を図るとともに、児童

生徒の心の安定を図る。 

・安定した支援ができる人材

確保 

学校の実情に応じて活動 

※学習チューター業務に加えて 

・授業中、学習のつまずきが見られる児童

生徒を支援 

・児童生徒の心の安定を図るための教職

員の指導の補助 

・給食指導や清掃指導の補助 

等 

各校 1～2名 

総派遣時間（予定） 

4,128 時間 

謝礼：1,500 円/時 

   1,200 円/時 

   1,000 円/時 

 4,698 千円★ 

  137 千円 

   （保険） 

4,698 千円★ 

  137 千円 

   （保険） 

  ★学習指導員派遣事業（国 1/3, 県 2/3 補助事業）対象 
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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先
（単位：千円）

No. 大事業名 補正号数 事業名
一次充当
（2号補正）
145,625千円

二次充当
（6号補正）
400,578千円

一次二次
計

546,203千円

①
庁舎管理事業
図書館運営事業

第2号補正（5月）
公共施設の感染症拡大防止対
策

- 1,700 1,700

② 情報管理事業 第6号補正（9月） Web会議環境の整備 - 1,000 1,000

③
ひとり親世帯緊急支援給付金給
付事業

第2号補正（5月） ひとり親世帯の支援 - 11,000 11,000

④
子育て世帯緊急支援給付金給
付事業

第2号補正（5月）
第6号補正（9月）

子育て世帯の支援 - 53,000 53,000

⑤
高校生のいる子育て世帯緊急支
援給付金給付事業

第3号補正（6月） 高校生のいる世帯の支援 - 7,000 7,000

⑥
社会福祉施設感染拡大防止対
策支援事業

第3号補正（6月） 社会福祉施設の支援 - 10,000 10,000

⑦
妊産婦への臨時特別給付金給
付事業

第3号補正（6月） 妊産婦の支援 - 12,000 12,000

⑧
病院事業会計補助及び出資事
業

第2号補正（5月）
第3号補正（6月）

病院事業会計補助 - 9,233 9,233

⑨ 感染症予防事業
第2号補正（5月）
第5号補正（7月）

パンデミック対策 - 6,000 6,000

⑩ 健康増進事業 第3号補正（6月） まちぐるみ健診コロナ対応 - 1,000 1,000

⑪ 地域農業活性化推進事業 第3号補正（6月）
北播磨広域定住自立圏地場産
品購入支援事業

- 8,794 8,794

第2号補正（5月） 中小企業者持続支援事業 188,105

第2号補正（5月）
休業要請事業者経営継続支援
事業（県・市協調事業）

30,104

第2号補正（5月） 中小企業信用保証料補助 20,000

第2号補正（5月）
商工会補助（特別相談窓口設
置・テイクアウト導入支援事業）

11,374

第2号補正（5月） ワンチーム商品券事業 452,480

第6号補正（9月）
商店街ポイントシール事業 ※市
負担分

14,667

第2号補正（5月）
観光協会補助（特産品等オンラ
イン販売推進事業）

2,500

第5号補正（7月） 観光協会補助（ゴルフ振興券） 3,500

⑮ 災害対策事業
第4号補正
（6月最終日）

避難所用テント購入 - 2,970 2,970

⑯
事務局事業
小学校教育振興事務事業
中学校教育振興事務事業

第2号補正（5月）
GIGAスクール構想の早期実現と
タブレット端末持ち帰りによるオ
ンライン教育の実施　※単独分

30,000 - 30,000

第4号補正
（6月最終日）

鴨川小スクールバス増便 424

第5号補正（7月） 熱中症対策スクールバス運行 8,118

⑱
小学校管理事務事業
中学校管理事務事業

第4号補正
（6月最終日）

日傘・タオル・フェイスガード購入 - 4,020 4,020

⑲

文化会館管理運営事業
公民館維持管理事業
コミュニティセンター事業
図書館施設維持管理事業

第4号補正
（6月最終日）

文化会館・図書館　網戸設置 - 2,000 2,000

⑳ 体育施設管理事業 第6号補正（9月）
社会体育施設（換気設備導入）
※単独分

- 20,000 20,000

145,625 400,578 546,203

45,521 203,767 249,288

⑫ 商工総務事業

⑬ 新型コロナウイルス感染症対策
商品券事業

467,147

合　計

33,374 103,478

8,542 7,720 7,720-

6,000 6,000 6,000-

249,583 70,104

⑭ 観光振興事務事業

⑰ 事務局事業

対象事業費

3,368

1,397

11,744

56,480

7,927

15,000

13,573

9,233

7,195

1,933

8,794

993,124

3,234

59,758

4,273

2,458

55,485
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新型コロナウイルス感染症の影響による減額まとめ（第６号補正分）

●イベント等の中止による減額

中止又は延期したイベント等
補正額
(千円)

花火大会、夏のおどり、秋のフェスティバル、東京2020オリン
ピック聖火リレー、東京2020パラリンピック延期に伴う展示や聖
火ビジット、市民人権講座、人権啓発講演会、障害者スポーツ大
会、手話講座（一部）、出初式、市消防操法大会、文化財企画
展、高齢者大学（一部）、その他会議及び行政視察等

△ 55,606

●その他

内容
補正額
(千円)

議員期末手当及び特別職期末手当（12月支給分の2割）の減額 △ 3,794

事業の見直しによる減額（インバウンド需要減少に伴う外国人観
光客向け観光案内パンフレット印刷の見送り、会議回数の見直し
等）

△ 4,198

夏季休業日の変更に伴い、工事期間を確保できず工事を中止した
ことによる減額（滝野東小学校、滝野南小学校、学校給食セン
ター）

△ 43,588

合計 △ 107,186 千円
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