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事業名 所管課 款名称 項名称 目名称

500

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節

1,500 22,068 347連携備蓄物品更新事業 防災安全課 総務費 総務管理費 一般管理費 20,568

補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源
一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

県 新型コロナウイルス感染症対策避 1,000

1,000

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応 347 需用費 1,500

財源

難所特別支援事業補助金

根拠法令

【事業の概要】
指定避難所における新型コロナウイルス感染症対策

として、避難者の健康状態の確認や体調不良者への対
応等に必要な環境整備を行うための物品を備蓄するも
の。

財源名 金額

地方創生臨時交付金

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計

【補正の理由】
6月からの出水期を迎えるにあたり、新型コロナウイ

ルス感染症対策を踏まえ、避難者に対する健康状態の
確認や体調不良者の専用スペースを確保し、感染予防
及び拡大防止を図る必要があるため、予算を補正し対
応するもの。

【内容】
　・避難所用間仕切り
　・避難所用間仕切りマット
　・非接触型体温計

補正額の財源内訳
特定財源

一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】

県との協調により、利用者の負担軽減を図ることを
目的とした商工業者向けの融資制度に係る資金を預託
する。

【補正の理由】
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が大

きく減少した事業者が、運転資金等の確保のため、制
度融資を受ける件数が増加しており、地域経済変動対
策資金の利用増加が見込まれるため、予算を補正し対
応するもの。

【内容】
地域経済変動対策資金
　拡大する融資枠10,000,000千円×預託率1/3.8
　　2,631,578千円

財源 財源名 金額

2,631,578 8,935,960 2,631,578商工業振興資金貸付事業 商工課 商工費 商工費
商工業振興
費

6,304,382

区分 金額
諸収入 商工業振興資金貸付金元利収入 2,631,578 貸付金 2,631,578

根拠法令
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(単位：千円）

7 1 2
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(単位：千円）
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事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源
一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

12,235

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】

新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減のた
め、事業者が「新しい生活様式」に即した新規ビジネ
スを創出する際の経費を助成し、新事業創出の促進と
地域経済の活性化を図る。

【補正の理由】
新型コロナウイルス感染症の影響で疲弊した地域経

済を活性化させるために新事業を創出する事業者に対
し支援を行うため、予算を計上し対応するもの。

【内容】
設備改修費等や広告費、参加企業の登録料等の新事

業創出に係る経費等に対する支援
　補助金　40,000千円
　・1事業者あたり上限10,000千円（補助率3/4）×4件

財源 財源名 金額

40,000 40,000 27,765
新規ビジネスモデル創造支
援事業

商工課 商工費 商工費
商工業振興
費

地方創生臨時交付金

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応 27,765 負担金補助 40,000

及び交付金

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源
一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

根拠法令

5,218

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】

市内各所に所在する米子城跡、加茂川、粟嶋神社、
上淀廃寺跡、皆生温泉などの地域の宝ともいうべき歴
史・文化・自然などの観光スポットを巡り、その魅力
に触れる市民向けのバスツアーやタクシーツアーを企
画し、観光ガイドや遊覧船といった観光ツールを低廉
な料金で利用できるキャンペーンを実施する。

【補正の理由】
新型コロナウイルス感染症の影響により市内の観光

客が激減している状況を踏まえ、市民向けのツアー等
を実施し、シビックプライドの醸成を図るとともに、
観光資源の磨き上げや観光に関わる事業者を支援する
ため、予算を計上し対応するもの。

【内容】
　市内お宝探訪バスツアー       2,470千円
　お宝スポット満喫キャンペーン 2,124千円
　PR、宣伝用チラシ作成費         495千円
  配布委託料                      78千円
  梱包手数料                      51千円

財源 財源名 金額

5,218 5,218
お宝満喫！市内わくわくツ
アー事業

観光課 商工費 商工費 観光費

負担金補助 2,124
及び交付金

区分 金額
需用費 495
役務費 51
委託料 2,548

根拠法令



(単位：千円）
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事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源
一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

2,294

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】

テレワーク環境整備のため、市内の宿泊施設が整備
する客室等におけるインターネット環境やテレビ会議
システム、会議室の設置等に係る費用を助成する。

【補正の理由】
新型コロナウイルス感染症防止対策として実施され

る多様な働き方の拡大に対応するとともに、ビジネス
利用客の受入環境の整備を進める市内宿泊施設の業務
の多角化による稼働率の向上を支援するため、予算を
計上し対応するもの。

【内容】
　補助金　7,500千円
　・1施設あたり上限750千円(補助率3/4)×10施設

財源 財源名 金額

7,500 7,500 5,206テレワーク環境整備事業 観光課 商工費 商工費 観光費

地方創生臨時交付金

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応 5,206 負担金補助 7,500

及び交付金

事業名 所管課 款名称 項名称 目名称 補正前 補正額 計
補正額の財源内訳

特定財源
一般財源国庫支出金 県支出金 地方債 その他

根拠法令

725

事業の概要 補正の理由 補正額の特定財源の内訳 節
【事業の概要】

緊急事態宣言が解除され、今後、公民館での地域活
動が徐々に開始されることから、公民館における新型
コロナウイルス感染症防止対策として非接触型体温計
や消毒用消耗品を購入する。また、3密対策として館内
の換気を行うため、公民館に網戸の設置を行う。

【補正の理由】
公民館での地域活動の再開に伴って必要となる感染

予防物品や換気対策のための網戸の整備のため、予算
を補正し対応するもの。

【内容】
○感染症対策用品の購入
　　・非接触型体温計　264千円
　　・消毒用消耗品　  106千円
　　（キッチンペーパー、ぞうきん等）
○館内換気対策の整備（13館）
　　・網戸等の建具設置　　2,000千円

　 財源名 金額

2,370 326,404 1,645公民館運営費 生涯学習課 教育費 社会教育費 公民館費 324,034

地方創生臨時交付金

区分 金額
国 新型コロナウイルス感染症対応 1,645 需用費 370

工事請負費 2,000

根拠法令 社会教育法
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