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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 01 一般管理費 所属 0101010100-0000 総務課

事業

0242 自治会新型コロナウイルス感染症対策用品等整備 (簡略番号：042319) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 11,269 11,269 4,172 7,097

財
源
内
訳

国庫支出金 11,268 11,268
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分 目的区分 総－総－その他 一般財源 1 1

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　　町内の自治会が行なう新型コロナウイルス感染症対策用品等の整備を支援することによ
　り、新型コロナウイルス感染症の拡大予防と、地域コミュニティ活動の継続を図る。
　
　（補助対象経費）
　　衛生管理用品（非接触体温計等）、換気設備（空気清浄機等）、衛生消耗品（マスク・
　消毒液等）、飛沫対策用品（パーテーション等）の整備費用

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 11,250 11,250
04 共済費 19 扶助費

　
　　各自治区への補助金上限150,000円
　
　【事業の必要性】
　新型コロナウイルス感染症を予防しながら、地域活性化のため自治会のコミュニティ活動
　の継続を支援するため必要。

２．根拠法令
　湯梨浜町自治会新型コロナウイルス感染症対策用品等整備費支援補助金交付要綱（案）

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画効果】
　自治会に対し新型コロナウイルス感染症予防のための用品、設備の整備費を補助すること
　により、地域活性化のためのコミュニティ活動を維持しながら、感染症拡大予防を図るこ
　とができる。

６．財源の説明
　【新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金】　　11,268千円
　【一般財源】　　1千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 19 19 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 11,269 11,269

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 11,268

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

02款 01項 01目 024200000事業 自治会新型コロナウイルス感染症対策用品等整

補助基本額 11,269 補助率 99.9% 補助金額 11,268

実施
計画

実施計画
計 上 額
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金

03款 01項 04目 024500000事業 高齢者施設等新型コロナ対策支援事業

補助基本額 5,600 補助率 100.0% 補助金額 5,600

実施
計画

実施計画
計 上 額

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

国庫支出金 14020101241
新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金

5,600

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 5,600 5,600

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

　【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　5,600千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

　〇補助対象経費：衛生用品購入費（マスク、フェイスシールド、ゴム手袋、消毒液、手洗
　　　　　　　　い用洗剤等）・物品、機器購入費（仕切り用のアクリル板、透明ビニール
　　　　　　　　カーテン、シート、フィルム、非接触型体温計、PCR検査用品等）等
　〇事　 業 　費：1事業所当たり200千円を上限に、対象経費の9/10を助成
　　　　　　　　200千円×28事業所＝5,600千円
　【事業効果】新型コロナウイルス感染予防対策に取り組む町内の介護サービス事業所・施
　設等を支援することで、町内介護サービス事業所・施設等の支援を行うことができる。

６．財源の説明

４．基本計画との関連
　【第4次湯梨浜町総合計画】共に支え合う町民が主役のまちづくり（福祉施策の推進）
　【第8期湯梨浜町介護保険事業計画・高齢者福祉計画】

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】令和3年度に新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組みながら事業
　を継続する介護サービス事業所・施設等に対して感染予防対策費用を助成する。
　〇対象事業所　：令和3年度に事業を継続するために必要な衛生用品等の感染予防対策に
　　　　　　　　要する経費が発生する町内の介護サービス事業所・施設等

　感染予防対策に要する経費が負担となっていることから、感染予防対策に必要な衛生用品
　等の購入費用の助成を行い、町内の介護サービス事業所・施設等を支援する必要がある。

２．根拠法令
　湯梨浜町社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（社会福祉施設等における新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策推進事業）補助金交付要綱（制定予定）

３．用地の状況

１．事業の概要と必要性
　〇社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染予防対策推進事業補助金
　【事業の概要】
　　町内の介護サービス事業所・施設等に対し、感染予防対策に係る衛生用品等の購入経費
　を助成することで、町内介護サービス事業所・施設等を支援するもの。
　【事業の必要性】
　　令和3年度に改定の介護報酬（＋0.7％）のうち、4月～9月の間は新型コロナウイルス感
　染予防対策として0.05％の上乗せが行われるが、介護サービス事業所・施設等においては

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 5,600 5,600
04 共済費 19 扶助費

補助単独区分補助事業 目的区分 民－老人福祉費 一般財源
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

5,600 5,600

財
源
内
訳

国庫支出金 5,600 5,600
県支出金

民生費 項 社会福祉費 04 老人福祉費 所属 0101014200-0000 長寿福祉課

事業

0245 高齢者施設等新型コロナ対策支援事業 (簡略番号：042308) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 5,600

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
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章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

民生費 項 社会福祉費 05 障がい者福祉費 所属 0101014100-0000 総合福祉課

事業

0243 社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（障がい分野） (簡略番号：042357) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 2,800 2,800 2,800

財
源
内
訳

国庫支出金 2,800 2,800
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分補助事業 目的区分 民－社会福祉費 一般財源

１．事業の概要と必要性
　社会福祉施設等における新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防対策推進事業補助金（障がい分野）
【事業の概要】
　　町内の障がい福祉施設や救護施設に対し、感染拡大予防対策に係る衛生用品等の購入経
　費を助成することで、事業継続を支援する。
【事業の必要性】
　　令和3年度に改定される障がい福祉サービスの報酬は、4月～9月の間、新型コロナウイ
　ルス感染予防対策として0.1％の上乗せ評価が行われることになっているが、それでもな

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 2,800 2,800
04 共済費 19 扶助費

　お障がい福祉施設等においては事業継続のための感染予防対策に要する経費が負担となっ
　ているため、感染予防対策に必要な衛生用品等の購入費用の一部助成を行う。

２．根拠法令
　湯梨浜町社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（社会福祉施設等における新型コロナウ
　イルス感染拡大予防対策推進事業）補助金交付要綱（制定予定）

３．用地の状況

４．基本計画との関連
【第4次湯梨浜町総合計画】共に支え合う町民が主役のまちづくり（福祉施策の推進）
【第3期湯梨浜町障がい者計画】障がいのある人に対する地域生活の支援

５．本年度の計画効果
【本年度の計画】令和3年度に新型コロナウイルスの感染予防対策に取り組みながら事業を
　継続する障がい福祉施設等への感染予防対策費用を助成する。
　〇対象事業所　：令和3年度に事業を継続するために必要な衛生用品等の感染予防対策に
　　　　　　　　要する経費が発生する町内の介護サービス事業所等
　〇補助対象経費：衛生用品購入費（マスク、フェイスシールド、ゴム手袋、消毒液、手洗
　　　　　　　　い用洗剤等）・物品、機器購入費（仕切り用のアクリル板、透明ビニール
　　　　　　　　カーテン、シート、フィルム、非接触型体温計、PCR検査用品等）等
　〇事　業　費：1事業所当たり200千円を上限に、対象経費の9/10を助成
　　　　　　　　200千円×14事業所＝2,800千円
【事業効果】新型コロナウイルス感染予防対策に取り組む経費の一部助成を支援することで
　町内障がい福祉施設等の事業継続の負担を軽減する。

６．財源の説明
【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金　2,800千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 2,800 2,800

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金 2,800

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金
補助基本額 2,800 補助率 100.0% 補助金額 2,800

実施
計画

実施計画
計 上 額

03款 01項 05目 024300000事業 社会福祉施設等新型コロナ対策支援事業（障がい分野）



款 03 02 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 04 母子福祉費 所属 0101014100-0000 総合福祉課

事業

0304 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金 (簡略番号：042337) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 14,153 14,153 14,153

財
源
内
訳

国庫支出金 14,151 14,151
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分 目的区分 民－児－その他 一般財源 2 2

１．事業の概要と必要性
【事業概要】
　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親世帯に対し、
　その実情を踏まえた生活の支援をおこなう観点から、食費等による支出の増加の影響を勘
　案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。
【補正の必要性】
　長期化する新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入減少に対し、
　経済的支援を行うことができる。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 14,000 14,000
04 共済費 19 扶助費

【補正の内容】
　事業費（低所得のひとり親世帯向けの給付金）14,000千円　　事務費　153千円

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連

５．本年度の計画効果
【本年度の計画】
　・児童扶養手当受給者 150人、対象児童数 238人
　・家計急変者等　　　　28人、対象児童数  42人
　　給付額：児童一人当たり一律50,000円
【事業の効果】
　長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により子育て負担の増加や収入減少となった
　ひとり親世帯に対し、経済的支援を行うことができる。

６．財源の説明
【国庫支出金】新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（10/10）
　・低所得のひとり親世帯向けの給付金給付事業費分　14,000千円
　・低所得のひとり親世帯向けの給付金給付事務費分　　 151千円
【一般財源】2千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 115 115 25 寄附金
11 役務費 38 38 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 14,153 14,153

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020201415 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 14,151

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

03款 02項 04目 030400000事業 低所得の子育て世帯生活支援特別給付金

補助基本額 14,151 補助率 100.0% 補助金額 14,151

実施
計画

実施計画
計 上 額
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

衛生費 項 保健衛生費 05 保健対策費 所属 0101014500-0000 健康推進課

事業

0231 町内医療機関応援給付金事業 (簡略番号：041457) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 552 552 552

財
源
内
訳

国庫支出金 551 551
県支出金

経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

補助単独区分 目的区分 衛－保－その他 一般財源 1 1

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウイルスの感染拡大防止・予防により、今後も継続して衛生物品等の確保が必
　要となる町内医療機関に対し、必要な環境整備などに町として支援を行うもの。
　□１医療機関当たり50,000円を給付する。
　《町内医療機関》
　□内科3（吉田医院・みはらクリニック・土井医院）
　□整形外科1（上原整形外科医院）

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 550 550
04 共済費 19 扶助費

　□小児科2（こどもクリニックおんだ・アロハこどもクリニック）
　□歯科5（倉繁・あだち・音田・谷口・さくら歯科医院）
　【補正の必要性】
　町民の健康維持活動に必要不可欠な町内医療機関の環境整備を支援することにより、真に
　必要な医療を町民が安全、安心に受診できるようにすることが必要である。
　そのため、今後も継続して必要となってくる衛生物品の確保、今後想定される第4波、第5
　波に備え、将来にわたった準備を促進することが必要である。

２．根拠法令

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次総合計画】共に支え合う　町民が主役のまちづくり（保健・医療・健康づくりの
　充実）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　新型コロナウイルス感染拡大が収まらない厳しい状況下の中、真に必要な医療を安全、安
　心に受診することができるように、町内医療機関の環境整備を支援する。
　
　【事業の効果】
　新型コロナウイルス感染予防を徹底することで、医師、患者双方にとって安全な医療を提
　供することができる。また、第4波、第5波を見据えた対応を図ることができる。

６．財源の説明
　【国庫支出金】551千円（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金）
　【一般財源】　　1千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金
11 役務費 2 2 26 公課費
12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 552 552

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 551

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

04款 01項 05目 023100000事業 町内医療機関応援給付金事業

補助基本額 551 補助率 100.0% 補助金額 551

実施
計画

実施計画
計 上 額



款 05 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

事業

0330 ジャンボタニシ対策実証事業 (簡略番号：041703) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額

事 業 費 496 496 213

財
源
内
訳

国庫支出金

農林水産業費 項 農業費 03 農業振興費 所属 0101012200-0000 産業振興課（農林水産）
補正後の予算残額

284

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債
県支出金

補助単独区分補助事業 目的区分 農－業－その他 一般財源 496 496
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他

　長江地区のモデル水田270aにおいて、防除ネットの設置のほか、秋・春耕耘及び圃場均平
　作業を委託実施し、対策の効果を検証する。
　【事業の効果】
　結果を薬剤に頼らない防除手法の指標とし、環境に配慮した農業を推進する。

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　町内の水田でジャンボタニシによる稲の食害が拡大する中、国の消費安全対策交付金を活
　用し、薬剤に頼らない防除体制の実証実験を行う。湯梨浜町農業再生協議会が実施主体と
　なり、モデル圃場において防除ネットや浅水管理、秋耕耘による被害軽減の効果を検証し
　、防除手法の指標とする。
　【補正の必要性】
　要望していた国交付金が内示見込となり、R3年作から実証事業に取り組むために町補助金
　を補正計上する。
　【補正の内容】　事業主体：湯梨浜町農業再生協議会
　　防除網設置　　　金網・ネット一式　 　45,950円
　　秋耕耘委託費　　5,000円/10a×270a ＝135,000円
　　春耕耘委託費　　5,000円/10a×270a ＝135,000円
　　圃場均平委託費　25,000円/10a×270a＝675,000円
　　合　計　990,950円　（国1/2：495,475円、町1/2：495,475円）
　予算計上　町補助金　990,950円×1/2＝495,475円

　

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり(魅力とやりがいのある農林水産業)

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】

17 備品購入費

２．根拠法令
　消費・安全対策交付金実施要綱
　ジャンボタニシ対策実証事業補助金交付要綱（制定予定）

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料

08 旅費 23 投資及び出資金

496 496
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

15 原材料費 合　計 496 496

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

補助率 補助金額

実施計画
計 上 額

05款 01項 03目 033000000事業 ジャンボタニシ対策実証事業

６．財源の説明
　【一般財源】496千円

補助金等の名称
補助基本額

実施
計画



款 05 03 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

実施計画
計 上 額

05款 03項 01目 025200000事業 沿岸漁業者経営支援臨時給付金事業

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
補助基本額 1,800 補助率 100.0% 補助金額

実施
計画

1,800

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 1,800

14 工事請負費
15 原材料費 合　計 1,800 1,800

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

10 需用費 25 寄附金
11 役務費 26 公課費

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

05 災害補償費 20 貸付金

　【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　1,800千円

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料 17 備品購入費

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　町在住で沿岸漁業に従事する漁業協同組合員のうち、漁業を生業とし令和元年の水揚金額
　が900千円以上の者に80千円の給付金を支給し、令和元年の水揚金額が400千円以上900千
　円未満の者に40千円の給付金を支給する。
　【補正の効果】
　コロナ禍により長期にわたり売上げが減少している沿岸漁業者の事業継続を下支えする。

６．財源の説明

２．根拠法令
　湯梨浜町沿岸漁業者経営支援臨時給付金交付要綱

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第4次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（魅力とやりがいのある農林水産業
　）

　【補正の内容】
　町在住の漁業協同組合員のうち、沿岸漁業を生業とし、事業継続の意思がある漁業経営者
　に経営規模に応じた給付金を支給する。
　　給付金額
　　水揚金額900千円以上：80,000円，400千円以上900千円未満：40,000円
　　必要額
　　対象組合員19人×80千円＝1,520千円
　　対象組合員7人×40千円＝280千円　　　　　必要額計1,800千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、引き続き単価下落により売上げが減少して
　いる町内の沿岸漁業者に経営規模に応じた給付金を支給し地場産業である漁業の継続を支
　援する。
　【補正の必要性】
　新型コロナウイルス感染症拡大による漁業者の長期の経営の悪化等を踏まえ、沿岸漁業者
　を支援することにより負担軽減を図る。

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金 1,800 1,800
04 共済費 19 扶助費

補助単独区分単独事業 目的区分 一般財源
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他
事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

1,800 1,720 80

財
源
内
訳

国庫支出金 1,800 1,800
県支出金

農林水産業費 項 水産業費 01 水産業振興費 所属 0101012200-0000 産業振興課（農林水産）

事業

0252 沿岸漁業者経営支援臨時給付金事業 (簡略番号：041474) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 1,800

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）



款 06 01 目

大
中
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細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

商工費 項 商工費 02 商工振興費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

財
源
内
訳

国庫支出金 3,750 3,750
県支出金

事業

0300 理美容事業者等応援給付金事業 (簡略番号：041527) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 3,750 3,750 2,600 1,150

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 地方債

補助単独区分 目的区分 商－その他 一般財源
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他

　来店客と近距離で接する業種の事業者の感染対策を支援する。

６．財源の説明
　【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　3,750千円

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　長期化する新型コロナウイルスの影響で、理美容業など来店客と近距離で接する業種の事
　業者は、店舗の感染対策に対して特に注意して営業を続けている。これらの事業者に、衛
　生対策物品の用意など感染症予防対策を行うための給付金として、1事業者あたり50,000
　円を支給する。
　（対象業種）
　①理容業②美容業③エステティック業④リラクゼーション業（手技を用いるもの）⑤ネイ
　ルサービス業⑥あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師の施術所
　※日本標準産業分類（平成25年総務省告示第405号）に基づく業種区分
　【補正の必要性】
　来店客と近距離で接する業種の事業者の長期化する感染対策を支援するため補正計上する
　。
　【補正の内容】
　交付金　給付金50,000円×75事業所＝3,750,000円

２．根拠法令

４．基本計画との関連
　【第4次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（商工業の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため対策を特に必要とする町内の理美容事業者などを
　支援する。
　【補正の効果】

17 備品購入費

　湯梨浜町理美容事業者等応援給付金交付要綱（改正予定）

３．用地の状況

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料

08 旅費 23 投資及び出資金

3,750 3,750
04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金

国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 3,750

12 委託料 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

15 原材料費 合　計 3,750 3,750

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

補助率 100.0% 補助金額 3,750

実施計画
計 上 額

06款 01項 02目 030000000事業 理美容事業者等応援給付金事業

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
補助基本額 3,750

実施
計画
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【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

事業

0161 国民宿舎事業特別会計繰出金 (簡略番号：011455) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額

事 業 費 2,927 672 3,599 2,769

財
源
内
訳

国庫支出金

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）
補正後の予算残額

831

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 継続 臨･経 臨時 地方債

2,926 2,926
県支出金

補助単独区分 目的区分 商－観光 一般財源 1 672 673
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他

　型コロナウイルス感染リスクに配慮したリモート環境整備に係る経費を国民宿舎特別会計
　に繰り出す。
　【補正の効果】
　利用者ニーズに対応した施設環境整備により観光事業の推進を図る。
６．財源の説明

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　一般会計から地方公営企業「国民宿舎水明荘」へ負担すべき児童手当等に加え、水明荘が
　感染症対策を講じたオンライン会議やテレワークなど利用者ニーズに対応した環境整備を
　行う費用を繰り出しする。
　【補正の必要性】
　国民宿舎水明荘は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により臨時閉館や利用者減少によ
　り大幅減収となっているが、国の持続化給付金や無利子融資など支援制度の対象にならず
　、今後観光事業においては感染リスクに配慮したリモート環境がニーズに加わる中で、国
　の地方創生臨時交付金を活用してWeb会議システムや全室WiFi環境を導入し、町の観光振
　興を図る。なお、整備した設備は災害時や感染症等に対応する避難所として活用する場合
　にも有用な設備となる。
　【補正の内容】
　プロジェクター購入費　2台　248,600円　／　スクリーン購入費　2台　116,600円
　テレビモニター購入費　2台　141,900円　／Ｗｉ-ｆｉ環境整備費一式　2,419,450円
　合計　2,926,550円

３．用地の状況

４．基本計画との関連
　【第４次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（観光の振興）

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　児童手当法に基づく児童手当に係る経費等に加え、国の地方創生臨時交付金を活用した新

17 備品購入費

２．根拠法令
　湯梨浜町国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例
　湯梨浜町地域防災計画

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料

08 旅費 23 投資及び出資金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金

国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 2,926

12 委託料 27 繰出金 2,927 2,927
13 使用料及び賃借料 予備費

15 原材料費 合　計 2,927 2,927

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

補助率 100.0% 補助金額 2,927

実施計画
計 上 額

06款 01項 03目 016100000事業 国民宿舎事業特別会計繰出金

【国庫支出金】　2,926千円
【一般財源】　　　　1千円

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
補助基本額 2,927

実施
計画



款 06 01 目

大
中
小
細

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

【補助金】

【実施計画】
部
章
節

細節

歳出予算事業概要書令和 3年度 001 一般会計
現年 1号補正 （単位：千円）

事業

0233 ワーケーション推進事業 (簡略番号：042365) 区　　分 今回補正額 補正前の額 補正後の額 支出負担行為済額

事 業 費 11,689 11,689

財
源
内
訳

国庫支出金

商工費 項 商工費 03 観光費 所属 0101012100-0000 産業振興課（商工観光）
補正後の予算残額

11,689

事業期間 令 3. 4. 1～令 4. 3.31 新規･継続 新規 臨･経 臨時 地方債

11,688 11,688
県支出金

補助単独区分補助事業 目的区分 商－観光 一般財源 1 1
経費区分 経常的経費 事業の種類 未設定 その他

６．財源の説明
　【国庫支出金】　11,688千円
　【一般財源】　　　　 1千円　

１．事業の概要と必要性
　【事業の概要】
　コロナ禍を契機としたリモートワークの推奨や地方回帰の動きの中で、豊かな自然や景観
　に囲まれ、ウオーキングコースやグラウンドゴルフなど余暇環境が整い、特産梨等農産物
　や温泉に恵まれる湯梨浜町を、ワーケーションによる滞在地として積極的なPRに取り組み
　、新たな観光産業の創出を図る。
　【補正の必要性】
　コロナ禍後に求められる企業メリットや地域活性化の方向性を見据え、まちの長所を最大
　に活かし、新しい観光需要の創出と、企業・人との関係性構築を図る。
　【補正の内容】
　Webサイト制作　847千円　／　動画制作　4,489千円
　新聞広告　　 5,760千円　／　告知パネル、パンフ制作　593千円
　合計　11,689千円　　　

２．根拠法令

３．用地の状況

５．本年度の計画効果
　【本年度の計画】
　ワーケーションに適した滞在候補地として地域PRに取り組み、受入事業者との連携による
　企業との関係構築を図る。
　【事業の効果】
　平日旅行需要の創出、観光関連事業の活性化及び雇用創出、関係人口の増加、企業との関
　係性構築による地域活性化

17 備品購入費

４．基本計画との関連
　【第4次町総合計画】にぎわいと活力あるまちづくり（観光の振興）

03 職員手当等 18 負担金､補助及び交付金

節 補正要求 補正査定 節 補正要求 補正査定
01 報酬 16 公有財産購入費
02 給料

08 旅費 23 投資及び出資金

04 共済費 19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金

11 役務費 26 公課費

06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

14 工事請負費

09 交際費 24 積立金
10 需用費 25 寄附金

国庫支出金 14020101241 新型コロナウイルス感染症対応 11,688

12 委託料 11,689 11,689 27 繰出金
13 使用料及び賃借料 予備費

15 原材料費 合　計 11,689 11,689

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

補助率 100.0% 補助金額 11,689

実施計画
計 上 額

06款 01項 03目 023300000事業 ワーケーション推進事業

補助金等の名称 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
補助基本額 11,689

実施
計画


