
（単位：千円）

◆ 一般会計（第４号）[議案第３９号]

・国庫支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２５３,９９７

低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率1/2) ３８,９８５

生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 (負担率3/4) １４,４７６

社会保障・税番号制度システム整備費補助金(補助率10/10) ９,１５２

保育所等整備交付金 (補助率2/3) １８３,１６４

放課後児童健全育成事業費補助金 (補助率1/3) ８,２２０

・県支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２７,７１２

低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率1/4) １９,４９２

放課後児童健全育成事業費補助金 (補助率1/3) ８,２２０

・繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８４,６５６

財政調整基金繰入金

・繰越金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５９,４２４

９,１５２

・戸籍・住民基本台帳事務事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９,１５２

歳入歳出補正額 ４２５,７８９

★印は新型コロナウイルス関係経費

02 総務費

社会保障・税番号制度に係るシステム改修

補正前額 ８９，６３２，３７６

補正後額 ９０，０５８，１６５

歳 入

歳 出

●新型コロナウイルス関係経費 １１５，５７２千円

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う保育所・放課後児童クラブの登園・登所

自粛要請に基づく保護者への保育料の返還及び住居確保給付金の支給対象者拡大に

伴う同給付金の増等

●民間保育所の新規整備に要する経費を補助 ２２３，０９３千円

ポイント

施 設 名：(仮称)みずほ保育園上尾富士見

所 在 地：上尾市富士見一丁目398番1

定 員：75人

開所予定：令和3年4月

設置主体：社会福祉法人みずほ育伸会

令和２年度６月補正予算の概要【上尾市】
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３５５,６１３

・介護保険特別会計繰出金(事業費)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７,９７２

・民間保育所施設整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２３,０９３

★ 民間教育・保育施設運営費給付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,２００

★ 市立保育所管理運営事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,３８６

★ 放課後児童健全育成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４,６６０

★ 生活困窮者自立支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １９,３０２

１,３２０

★ 新型コロナウイルス対策事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,３２０

５,９１２

★ 中小企業支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,９１２

５３,７９２

★ 小・中学校コンピュータ整備事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５３,７９２

◆ 介護保険特別会計（第１号）[議案第４０号]

・第一号被保険者保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ▲７７,９７２

・一般会計繰入金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７７,９７２

06 商工費

03 民生費

社会福祉法人が整備する民間保育所の整備費用を補助

低所得者の介護保険料軽減に伴う繰出し

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う放課後児童クラブの登所自粛要請に
基づく保護者への保育料の返還相当額をＮＰＯ法人あげお学童クラブの会に
補助

04 衛生費

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市立保育所の登園自粛要請に基づく
保護者への保育料等の返金

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う民間保育所の登園自粛要請に基づく
保護者への保育料の返金

新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、住居確保給付金の支給対象者が
拡大されたことに伴い、同給付金を増額

医療機関等からの配布要請があった場合に備え不織布マスクを購入

事業者向けワンストップ窓口の継続運営に係る経費を計上

歳入歳出補正額 ０

低所得者の介護保険料を軽減

低所得者の介護保険料軽減に伴う繰入れ

09 教育費

国の緊急経済対策（令和２年４月７日閣議決定・令和２年４月２０日全部変
更）を踏まえ、小中学校児童生徒１人１台のタブレットＰＣ等を整備

補正前額 １６，７１５，０００

補正後額 １６，７１５，０００

歳 入
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◆ 一般会計（第１号）

・繰越金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,４６６

３,４６６

★ 中小企業支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３,４６６

◆ 一般会計（第２号）

・国庫支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３,４６０,３６０

特別定額給付金給付事務費補助金（補助率10/10） ２０１,４４４

特別定額給付金給付事業費補助金（補助率10/10） ２２,９６８,８００

子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金（補助率10/10） １０,３９６

子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金（補助率10/10） ２７９,７２０

・繰越金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８,９４９

２３,４８９,３０９

★ 特別定額給付金給付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３,１９９,１９３

★ 子育て世帯への臨時特別給付金支給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９０,１１６

03 民生費

１人当たり１０万円の特別定額給付金を支給

児童手当を受給する世帯に対し、対象児童１人当たり１万円の臨時特別給付
金を支給

06 商工費

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）を利用する小規模事業者に対する
利子補給及び事業者向けワンストップ窓口の開設費用

＜参考＞専決処分の承認を求めることについて [議案第６０号]

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の閣議決定を踏まえ、特別定額給付
金及び子育て世帯への臨時特別給付金を支給するため、その経費を計上した令
和２年度上尾市一般会計補正予算（第２号）を緊急に編成する必要が生じ、令
和２年４月３０日専決処分したので、その承認を求めるもの

歳入歳出補正額 ２３,４８９,３０９

＜参考＞専決処分の承認を求めることについて [議案第５９号]

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、小規模事業者経営改善資金利子補
給補助金を交付し、及び事業者向けワンストップ窓口を開設するため、その経
費を計上した令和２年度上尾市一般会計補正予算（第１号）を緊急に編成する
必要が生じ、令和２年４月２８日専決処分したので、その承認を求めるもの

歳入歳出補正額 ３,４６６ 補正前額 ６５，７４０，０００

補正後額 ６５，７４３，４６６

歳 入

歳 出

補正前額 ６５，７４３，４６６

補正後額 ８９，２３２，７７５

歳 入

歳 出
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◆ 一般会計（第３号）

・繰入金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９９,６０１

財政調整基金繰入金

６４,０６１

★ ひとり親家庭等子育て支援臨時給付金支給事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ６４,０６１

３３５,５４０

★ 中小・小規模事業者売上回復支援金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２０,０００

★ 地域宅配事業等支援金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５,０４０

★ 商店街等活力再生推進支援金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０,５００

◆ 国民健康保険特別会計（第１号）

・県支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,３００

★ 傷病手当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １,３００

06 商工費

市内の中小・小規模事業者に対し、１事業者当たり５万円の売上回復支援金
を支給

03 民生費

児童扶養手当受給資格世帯に対し、対象児童１人当たり３万円の臨時給付金
を支給

商店街等の衛生対策や広告宣伝等緊急的な取組みに対し、支援金を支給

テイクアウト・デリバリー商品の開発やこれらの販売手法の導入を行った事
業者に対し、最大１０万円の支援金を支給

＜参考＞専決処分の承認を求めることについて [議案第６２号]

　新型コロナウイルスに感染した国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給
するため、当該傷病手当金を計上した令和２年度上尾市国民健康保険特別会計
補正予算（第１号）を緊急に編成する必要が生じ、令和２年４月２８日専決処
分したので、その承認を求めるもの

歳入歳出補正額 １,３００

＜参考＞専決処分の承認を求めることについて [議案第６１号]

　新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、ひとり親家庭等子育て支援臨時給
付金及び中小・小規模事業者売上回復支援金等を支給するため、その経費を計
上した令和２年度上尾市一般会計補正予算（第３号）を緊急に編成する必要が
生じ、令和２年５月１３日専決処分したので、その承認を求めるもの

歳入歳出補正額 ３９９,６０１ 補正前額 ８９，２３２，７７５

補正後額 ８９，６３２，３７６

歳 入

歳 出

補正前額 ２０，８３５，０００

補正後額 ２０，８３６，３００

歳 入

歳 出
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