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 議案第３５号 令和２年度かすみがうら市一般会計補正予算（第６号） 

１ 要  旨 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ６億９５０万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ２４５億１千５００万１千円とする

もの。 

 

２ 内  容 

 （１） 歳入の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

国庫支出金 6,734,798 476,879 7,211,677 

繰越金 346,034 53,777 399,811 

諸収入 220,174 78,844 299,018 

歳入合計 23,905,501 609,500 24,515,001 

 

 （２） 歳出の補正                 （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 

総務費 6,188,121 29,643 6,217,764 

民生費 6,178,568 104,168 6,282,736 

衛生費 2,730,401 60,665 2,791,066 

農林水産業費 719,555 1,552 721,107 

商工費 700,149 204,064 904,213 

消防費 1,140,949 17,908 1,158,857 

教育費 2,434,515 191,500 2,626,015 

歳出合計 23,905,501 609,500 24,515,001 
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 （３） 事業別補正予算の説明            （単位：千円） 

歳出（事業） 補正額 事業担当課 

ア 総務費の事業費 

 企画調整事業（政策） 29,643 政策経営課 

イ 民生費の事業費 

 児童扶養手当事業 40,590 子ども家庭課 

 児童手当事業 63,578 子ども家庭課 

ウ 衛生費の事業費 

 感染症対策事業 60,665 健康づくり増進課 

エ 農林水産業費の事業費 

 農業振興事業（政策） 1,552 農林水産課 

オ 商工費の事業費 

 中小企業対策事業（政策） 22,500 地域未来投資推進課 

 商工振興事業（政策） 181,564 地域未来投資推進課 

カ 消防費の事業費 

 災害対策事業 17,908 総務課 

キ 教育費の事業費 

 小学校コンピューター設置事業（政策）  124,141 学校教育課 

 中学校コンピューター設置事業（政策）  65,068 学校教育課 

 図書館運営事業 179 図書館 

 図書館運営事業（政策） 2,112 図書館 

 

 

 

 

〔 市長公室：政策経営課 〕 
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No 内　　　　　　　容 数　量 千円

1 企画調整事業（政策） 市 29,643

964万円×3月 28,920

2 児童扶養手当事業 ひとり親世帯臨時特別給付金 40,590

基本給付
　1世帯当たりの予定給付額

5万円×304世帯 15,200

　第2子以降1人当たりの予定給付額 3万円×293人 8,790
追加給付
　1世帯当たりの予定給付額

5万円×304世帯 15,200

3 児童手当事業 市 かすみがうら市子育て応援給付金 63,578

1万円×6,300人 63,000

4 感染症対策事業 市 半導体機能繊維使用ハイブリッドタイプマスク配付 60,665

1,331円×43,000枚 57,233

5 農業振興事業（政策） 市 市内農産物等学校給食材料費 1,552

令和2年度＿一般会計補正予算第6号＿R020714第2回臨時会

スマホ決済ポイント還元事業

キャッシュレスの推進と消費喚起、消費者支援を目的に、市内の
店舗でスマホ決済（PayPay）にて買い物をした際20％のポイント
還元
ポイント上限：1,000ポイント/回、10,000ポイント/月（1ポイン
ト＝1円）、期間：9月から11月（3か月）

新型コロナ対応で負担が増えた、0歳から18歳までの児童を持つ
保護者・妊婦を対象
児童・妊婦1人当たり1万円：市独自の臨時特別給付金を支給

新型コロナ第２波、第３波に備え、マスクインナーに半導体機能
を有する繊維を使用し、繊維に付着した菌、飛沫物対策としての
効果が期待できるハイブリットマスクを市民一人ひとりへ配付

新型コロナの影響で外食産業などの需要減少により消費低迷する
農・水産物を小中学校の学校給食の食材として提供し、地産地消
を推進（サヤインゲン、キュウリ、ナス、レンコン、コイの竜田
揚げ、しらうお佃煮）
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No 内　　　　　　　容 数　量 千円

令和2年度＿一般会計補正予算第6号＿R020714第2回臨時会

6 中小企業対策事業（政策） 市 「新しい生活様式」に対応したビジネスモデル構築支援事業補助金 22,500

22,500

7 商工振興事業（政策） 市 新型コロナ対策「かすみエールプレミアム商品券」発行 181,564

157,689

プレミアム付商品券発行運営業務委託 22,313

8 災害対策事業 市 避難所用消耗品・災害対策備品 17,908

消耗品：医療用弾性ストッキング、N95マスク、ベストメッシュ、かご台車 1,639
備品：簡易トイレ、簡易冷房機器、バッテリー式投光器、折りたたみリアカー 16,269

9
小学校コンピュータ設置事
業（政策）

GIGAスクールタブレットPC購入 58,200円Ｘ2,133台 124,141

10
中学校コンピュータ設置事
業（政策）

GIGAスクールタブレットPC購入 58,200円Ｘ1,118台 65,068

11 図書館運営事業 市 消毒用消耗品 179

手指消毒用アルコール、消毒用不織布クロス、図書専用クリナー、消毒用使い捨て手袋

12 図書館運営事業（政策） 市 図書消毒機 2,112

960,000×2台×1.10

合　計

※１　市：市独自事業　　　※２　事業内の説明は主なものを掲載しているため合計額が事業の額と一致しない場合がある

15万円×市内150社

1万円×17,521世帯
×0.9

609,500

図書6冊が同時に消毒できる機器（図書館本館、千代田分館）

感染予防対策施設整備費
　飛散防止パネル、透明ビニールカーテン、自動水栓等
新たなビジネスモデル構築費
　オンライン商品Webサイト作成費用、動画コンテンツ作成費用
等
テレワーク環境整備費用
　テレワーク用通信機器の導入等

市内飲食店小売店事業者の事業継続・雇用維持のためプレミアム
付き商品券を販売し消費喚起を促す
　5千円で1万円分の商品券を販売
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GIGA スクール対応タブレット PC 購入財源内訳 
 
●小学校：歳出予算 １２４，１４１千円  ２，１３３台（うち児童用２，０３０台） 

●中学校：歳出予算  ６５，０６８千円  １，１１８台（うち生徒用１，０５５台） 

●GIGAスクール対応タブレット PC購入費用：５８，２００円／１台 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

           補助対象分 2,056台               一般財源分 1,195台 

                 児童生徒分 3,085台                  

                     全体台数 3,251台 

 

 

 

一般財源 
（小）35,101 千円 
（中）18,676 千円 

公立学校情報機器整備費補助金（1 台当り 45 千円まで） 
（小）60,885 千円 
（中）31,635 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 
（1 台当り 45 千円超過分） 

（小）28,155 千円（中）14,757 千円 

児童生徒数の 2/3 

（2,056台） 

児童生徒数の 1/3 

（1,029台） 
教職員＋予備 

（166台） 

教職員分 

166台 
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議案第３６号
（仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事建築工事請

負契約の締結について

１ 要  旨

  （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事建築工事について、かす

みがうら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条

例（平成１７年かすみがうら市条例第５１号）第２条の規定により、議会

の議決を求めるもの。

２ 内  容

（１） 工事名称 （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事

建築工事

（２） 工事概要 校舎棟増築工事 ＲＣ造２階建 ３，１７８㎡

給食室棟改築工事 Ｓ造３階建   ４３７㎡

既存校舎棟大規模改造工事 

ＲＣ造３階建 ３，９７０㎡

その他付帯工事 屋外便所、倉庫、プール及び既存

給食室解体

（３） 請負金額 １，３８８，２００，０００円

（４） 相 手 方 田中・宮本特定建設工事共同企業体

代表者 茨城県筑西市藤ヶ谷２０７５番地

株式会社田中工務店

代表取締役 田中邦明

構成員 茨城県かすみがうら市岩坪正仏田２２０４

株式会社宮本建設工業

代表取締役 宮本 正己

（参考）

  工期  議会議決日の翌日 から 令和４年２月２８日 まで

〔 総務部：検査管財課 〕
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議案第３７号
（仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事機械設備工

事請負契約の締結について

１ 要  旨

  （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事機械設備工事について、

かすみがうら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年かすみがうら市条例第５１号）第２条の規定により、

議会の議決を求めるもの。

２ 内  容

（１） 工事名称 （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事

機械設備工事

（２） 工事概要 空気調和設備、換気設備、衛生器具設備、給排水設

備、消火設備、既存設備撤去及びその他付帯工事

（３） 請負金額 ４４５，５００，０００円

（４） 相 手 方 川村・千和特定建設工事共同企業体

代表者 茨城県土浦市虫掛３５５６番地

川村工業株式会社　　　　　　

代表取締役 小林 勝夫

構成員 茨城県かすみがうら市下佐谷７６４番地

株式会社千和

代表取締役 桜井 あや子

（参考）

  工期  議会議決日の翌日 から 令和４年２月２８日 まで

〔 総務部：検査管財課 〕
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議案第３８号
（仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事電気設備工

事請負契約の締結について

１ 要  旨

  （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事電気設備工事について、

かすみがうら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成１７年かすみがうら市条例第５１号）第２条の規定により、

議会の議決を求めるもの。

２ 内  容

（１） 工事名称 （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備工事

電気設備工事

（２） 工事概要 電灯設備、動力設備、受変電設備、太陽光発電、

校内情報通信設備、校内交換設備、映像・音響設備、 

放送設備、監視カメラ設備、火災報知設備及びその

他付帯工事

（３） 請負金額 ２９１，２８０，０００円

（４） 相 手 方 富嶋・安達特定建設工事共同企業体

代表者 茨城県石岡市柏原町９番７０号

株式会社富嶋電工

代表取締役 和田本 聡

構成員 茨城県かすみがうら市稲吉３丁目３番１２

号

安達電気工事株式会社

代表取締役 安達 智和

（参考）

  工期  議会議決日の翌日 から 令和４年２月２８日 まで

〔 総務部：検査管財課 〕
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 議案第３９号 
（仮称）千代田中学校区義務教育学校整備事業厨房機器設

備の取得について 

１ 要  旨 

  （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備事業厨房機器設備の取得につ

いて、かすみがうら市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（平成１７年かすみがうら市条例第５１号）第３条の規定に

より、議会の議決を求めるもの。 

 

２ 内  容 

  （１） 取得する財産 （仮称）千代田中学校区義務教育学校整備事業 

             厨房機器設備 

  （２） 概  要 ステンレス製回転釜 ３台 

コンビオーブン １台 

真空冷却機 １台 

自動食器・食缶洗浄機 １台 

ほか５８品目 

  （３） 取 得 金 額 ４３，７８０，０００円 

  （４） 相 手 方 茨城県土浦市大岩田１３２９番地５ 

             茨城アイホー調理機株式会社 

             代表取締役 大場 伝美 

 

 （参考） 

  納入期限 令和３年７月３０日  

 

 

 

〔 総務部：検査管財課 〕 

 

12


	00.表紙【議案概要書】令和2年第2回市議会臨時会　R02.06.29現在
	01.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【政策経営課】無し版
	02.議案第36号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　千中建築【検査管財課】
	03.議案第37号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　千中機械【検査管財課】
	04.議案第38号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　千中電気【検査管財課】
	05.議案第39号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　千中厨房【検査管財課】
	99.末項【議案概要書】白紙
	バインダー
	01-1.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【政策経営課】
	01-2.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【政策経営課】
	R02一般06号

	01-3.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【政策経営課】

	バインダー
	01-1.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【政策経営課】★
	01-2.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【政策経営課】★
	R02一般06号

	01-3.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【地域未来課】★
	01-4.議案第35号【議案概要書】令和2年第2回臨時会　一般補正【学校教育課】★

	空データ
	０．議案概要書　表紙　H31.4.15現在
	１．市議会【議案概要書】　平成31年第2回臨時会　製本前データ
	２．末頁　白紙2枚




