
2020年6月10日（水）  姶良市定例記者会見資料

日時 令和２年６月10日（水）午後1時30分~

場所 姶良市役所本館２階 大会議室

次回は、7月20日（月）午前10時～ 市⾧室で開催します。

令和2年度姶良市一般会計補正予算

3億289万3千円を追加計上。

今回は
6月補正

◇新型コロナウイルス関連対策/支援 

 ○本庁舎仮移転に伴う移転経費

 ○重富地区の観光拠点にトイレを整備

 ○児童生徒へ学習用タブレットを１人１台整備

 ○バリアフリーに対応した移動図書館車へ

PICK UP 補正予算から主な事業を紹介

2020( R2）2020( R2）

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業

公共交通支援事業

保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業

市肉用牛事業継続支援金給付事業

未来につなぐ森林づくり推進事業

複合新庁舎建設事業

重富地区まち歩き整備事業

公立学校情報機器整備事業

図書館整備事業



令和２年度姶良市一般会計補正予算（第４号）

2020年6月 定例記者会見
　一般会計予算は、歳入歳出それぞれ３億289万３千円の追加となり、補正後の歳入歳出予算総
額は405億9,048万5千円としています。
　今回の主な補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に係る経費のほか、国・県などの補助
金の交付内示等に伴う経費を予算計上しています。

主な補正予算の事業概要

担当窓口 危機管理課防災係

　　避難所は３密（密閉、密集、密接）にな
る状況が想定され、コロナウイルスの感染リ
スクが高くなることが想定されます。
安心して避難できる環境を整えるために、

感染リスクの低減やプライバシーの確保が可
能となる「ワンタッチパーテーション」や身
体への負担を軽減するための「ダンボール
ベッド」、避難者の健康状態を確認するため
の「非接触型体温計」等を購入する費用を計
上しています。

ワンタッチパーテーション
避難所を管理・運営する担当職員はもちろん避難者で

も簡単に設営できるワンタッチ式のパーテーション。写
真は6/4、6/5に実施された市の避難所開設研修の様子。

避難所の感染症対策として
「パーテーション」「ダンボールベッド」など購入

Ｒ２
補正予算
コロナ関連
① 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業　【計上額】９,８３１千円

　ダンボールベッドダンボールベッド

市独自
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Ｒ２
補正予算
コロナ関連
③

休校に伴い臨時的に児童を受け入れた
放課後児童クラブへ補助金を交付

保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業　【計上額】４，８６０千円

地域政策課地域政策係 担当窓口

　新型コロナウイルスの影響により公共交通の利用者が減少し、収益が悪化している中、運行事業
者は利用者と対面で接するため、感染しないように留意しながら運行を継続しています。
　社会生活の維持に貢献する公共交通事業者を支援することを目的として支援金を支給。その費用
を計上しています。

♢対象者
　　市内を運行する路線バス・タクシー事業者
♢給付額
・バス事業者
　　　基本額　２０万円
　　　加算額　１系統につき２万円
・タクシー事業者
　　　基本額　１０万円
　　　加算額　１台につき５千円

　新型コロナウイルス感染症防止のための小学
校の臨時休業に伴い、4月23日から5月6日まで
の期間に午前中から開所するなど対応していた
だいた放課後児童クラブに対し、人材確保等に
要する費用などを補助し財政支援を行います。そ
の費用を計上しています。

子どもみらい課子ども政策係担当窓口

Ｒ２
補正予算
コロナ関連
② 公共交通支援事業　【計上額】２，７９５千円

公共交通事業者（バス・タクシー）を支援

♢対象者
　　市内の放課後児童クラブ　２４ヶ所
♢主な支援金額
　　開所支援　　１万１千円
　　開所人材確保支援　２万１千円

市独自
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農政課畜産係担当窓口

　新型コロナウイルスの影響によるイベント
の中止や訪日客の減少、外食等の自粛によ
り、肉用牛の消費が大幅に落ち込み、生産者
の経営に大きな影響を及ぼしています。市は
緊急的な対策として、肉用牛農家の経営継続
を支援するための給付金を給付。その費用を
計上しています。

♢給付額
・肥育農家　10万円
・繁殖農家　１頭当たり１万円（上限10万円）

Ｒ２
補正予算
コロナ関連
④ 市肉用牛事業継続支援金給付事業 　【計上額】１，０００千円

肉用牛農家の経営継続を支援

林務水産課林務水産係担当窓口

　新型コロナウイルスの影響で、森林業
を取り巻く環境は厳しい状況にあります。
　販路の縮小や国内外の需要の低下、
木材販売価格の低迷など近年にない大
幅な下落となっており、このような状況へ
の対策として、緊急間伐促進対策事業補
助金の補助率を引き上げを行うための
経費を計上しています。

♢補助率
20％（現状５％）

Ｒ２
補正予算
コロナ関連
⑤ 未来につなぐ森林づくり推進事業　【計上額】３，８５２千円

間伐等の森林整備を促進（補助金制度の拡充）

市独自
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行政管理課庁舎建設係担当窓口

　令和５年度の完成をめざし市役所姶良庁
舎（本館）の建て替えを進めています。新しい
本庁舎は現在の場所に建設するため、老朽化
した今の本館と本館敷地内の建物は取り壊し
ます。
　取り壊し前の本年11月を目途に、姶良庁舎
本館の部署・窓口は本館周辺の建物や加治
木総合支所などに仮移転します。
　今回、この仮移転に伴う情報通信などの
ネットワーク環境整備にかかる費用や仮移転
先の改修工事にかかる費用などを計上してい
ます。　

Ｒ２
補正予算
ピックアップ

① 複合新庁舎建設事業　【計上額】１億2,026万円

本庁舎仮移転に伴う移転経費

商工観光課観光係担当窓口

　地域の活性化、交流人口の増加などを目的とし
て、重富地区にある岩剣神社に隣接する駐車場内
に新たにトイレを整備します。
　重富地区は重富海岸・白銀坂など風光明媚な自
然や歴史的価値の高い文化財が多く残り、ガイド
団体によるまち歩きが盛んな地区。
　今後、新たなコース設定などにより周辺地域の
活性化が期待されます。

Ｒ２
補正予算
ピックアップ

② 重富地区まち歩き整備事業　【計上額】２２，３８６千円

重富地区の観光拠点にトイレを整備

　昨年11月に開催されたウォーキングイベントの様子。岩剣神
社は天文11年（1542年）に建立され、島津義弘公も平松城在城
のころしばしば参詣に訪れたといわれる。

姶良市役所本庁舎
　昭和35年（1960年）に完成した市役所本庁舎は今年
で築60年。取り壊したのちに新庁舎を建設する計画。
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学校教育課学校事務係担当窓口

　昨年12月に学校のＩＣＴ環境の整
備を進める「ＧＩＧＡスクール構想の
実現」が閣議決定。市内の小中学校に
おいても高速大容量のネットワーク環
境（校内ＬＡＮ）の整備を進めており、
さらに本年度中に、児童生徒１人１台
の端末整備を行う予定としています。     
今回は小学５年から中学１年の３学
年分のタブレットリース等の整備に係
る費用を計上しています。

Ｒ２
補正予算
ピックアップ

③ 公立学校情報機器整備事業　【計上額】７２，５０２千円

児童生徒へ学習用タブレットを１人１台整備

図書館事務局庶務係担当窓口

　現在の移動図書館車は、平成９年に購入し、幼稚
園、保育所、小中学校、病院、福祉施設などを巡回。
図書の貸出など読書活動の充実に寄与しています。
しかし、購入から２０年以上経過し,老朽化が進み、
安全性や継続的な運行に支障をきたす恐れがあり
早急な車両整備が必要なことから、新たな移動図書
館車の購入にかかる費用を計上しています。
　山間地域等の道路や駐車区画の狭い場所でもス
ムーズに運行できるよう、現在のものよりコンパクト
な車両を購入予定としており、バリアフリー対応の電
動リフトも設置する計画。車椅子利用者も直接本を
選ぶことができるようになるため、利用促進と新たな
巡回箇所の増加が期待できます。　

Ｒ２
補正予算
ピックアップ

④ 図書館整備事業　【計上額】１７，５３０千円

バリアフリーに対応した移動図書館車へ

　20年以上にわたって活躍した「あいあい号」。
　年間およそ9千人の利用があります。
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№ 事業名称 事業概要
補正額
(千円）

新規
計上

コロ
ナ関
連

担当部署

1
コミュニティ助成事
業

宝くじのコミュニティ助成金決定に伴う
自治会の屋外無線放送設備等整備費
【基地局（公民館）・屋外拡声装置３か所】

2,500 〇 企画部
地域政策課

2
ふるさと移住定住促
進事業

ふるさと移住定住促進事業補助金の申請見込みによ
る事業費の増（申請見込４件）

3,183 企画部
地域政策課

3
エネルギービジョン
策定事業

エネルギー構造高度化・転換理解促進事業費補助金
交付決定に伴う姶良市エネルギービジョン策定委託
料

16,688 企画部
企画政策課

4 公共交通支援事業
新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けて
いる、公共交通事業者（バス、タクシー）への支援
給付金

2,795 〇 〇 企画部
地域政策課

5 女性活躍推進事業
地域女性活躍推進交付金決定に伴う
女性活躍推進セミナー及び女性向け総合相談会開催
経費

460
市民生活部
男女共同参画
課

6 複合新庁舎建設事業 本庁舎の仮移転に伴う移転作業経費
（情報通信網の環境整備や仮庁舎改修工事費等）

120,260 総務部
行政管理課

7
姶良高齢者福祉セン
ター維持管理事業

入浴施設のシャワー用ボイラー改修工事 2,959
保健福祉部
長寿・障害福
祉課

8

保育所等新型コロナ
ウイルス感染症対策
事業

小学校臨時休校（4/23～5/6）に伴う放課後児童ク
ラブ受入対応に対する補助金（24施設）

4,860 〇
保健福祉部
子どもみらい
課

9 予防接種事業 ロタウイルスワクチン予防接種定期化に伴う
ロタウイルスワクチン予防接種委託料

7,915 保健福祉部
健康増進課

10
保健衛生総務一般管
理費

ロタウイルスワクチン予防接種定期化に伴う
システム改修等

2,076 保健福祉部
健康増進課

11 米生産調整推進事業 農業者経営所得安定対策推進事業補助金内示に伴う
姶良市農業再生協議会への補助金

189 農林水産部
農政課

令和２年度　一般会計補正予算（６月補正）の概要
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№ 事業名称 事業概要
補正額
(千円）

新規
計上

コロ
ナ関
連

担当部署

令和２年度　一般会計補正予算（６月補正）の概要

12
市肉用牛事業継続支
援金給付事業

新型コロナウイルス感染症で影響を受けている肉用
牛農家への事業継続支援金給付

1,000 〇 農林水産部
農政課

13 農地一般管理費 日木山地区水路用地測量分筆業務委託 751 農林水産部
耕地課

14 水門等管理委託事業 県の海岸保全施設維持管理業務委託金確定に伴う
黒川・振興海岸除草委託増額

352 農林水産部
耕地課

15
未来につなぐ森林づ
くり推進事業

新型コロナウイルス感染症の影響等による木材価格
低迷に伴う間伐促進対策に対する補助金

3,852 〇 農林水産部
林務水産課

16
重富地区まち歩き整
備事業

鹿児島県地域振興推進事業補助金交付決定に伴う
重富地区観光拠点のトイレ整備（岩剣神社近く）

22,386 〇 企画部
商工観光課

17 道路新設改良事業 未登記の分筆にかかる測量業務委託 5,500 建設部
土木課

18 河川改良整備事業 市の準用河川・普通河川の寄洲調査を実施し、緊急
浚渫堆積事業計画を作成するための委託料

3,000 建設部
土木課

19

新型コロナウイルス
感染症拡大防止対策
事業

避難所での新型コロナウイルス感染症対策経費
（パーテーション、ダンボールベッド、
　非接触型体温計 など）

9,831 〇 〇 総務部
危機管理課

20
公立学校情報機器整
備事業

小５から中１のタブレットリース料等
（GIGAスクール構想）

72,502 〇 教育部
学校教育課

21 図書館整備事業 宝くじのコミュニティ助成金決定に伴う
移動図書館車購入

17,530 〇 教育部
図書館事務局
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17 水 10:00

18 木

19 金

20 土

21 日

22 月 10:00

23 火 10:00

24 水

25 木

26 金 　

27 土

28 日

29 月 10:00

30 火 9:30

1 水 9:30

2 木 9:30

3 金 9:30

4 土 　

5 日 　

6 月 9:30

7 火 9:30

8 水

9 木 10:00

７
　
月

６
　
月

月

予定

日 曜 会　議　別 日　　　程　

本会議  議案の上程

本会議  一般質問（４）

〃  一般質問（４）

本会議  議案質疑、委員会付託

委員会 予算審査特別委員会・常任委員会審査

〃 　　　　　〃

　　　　　〃

〃 　　　　　〃

〃 　　　　　〃

　 　

開議時刻

最終本会議  委員長報告・質疑・討論・採決

　 　

委員会 予算審査特別委員会・常任委員会審査

〃

令和２年 第２回 姶良市議会定例会 会期日程

６月１７日（水） ～ ７月９日（木）の２３日間
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