令和２年６月１日

令和２年度６月補正予算（案）その①の概要
鳥取市新型コロナウイルス感染症緊急対策「第３弾」として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方
創生臨時交付金等を活用して、市民生活と地域経済を守り、支え、とっとりの明日を切り拓くための事
業費を提案する補正予算案です。
１ 一般会計補正予算
(1)

現計予算額

(2)

補 正 額

【補正額の財源内訳】
国県支出金 655,970千円

119,713,057 千円
10,836,644 千円
その他 10,007,528千円

一般財源 173,146千円

※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（以下「臨時交付金」という）634,855千円

(3)

補正後の額

130,549,701 千円 （対前年度6月補正後 28,969,310千円増、28.5％増）

２ 一般会計補正予算の主な内容
（1）市民の安全・安心を確保する（感染防止、第２波への備え）
①保健所、医療機関の体制強化
・ 感染症対策推進事業費（臨時交付金）
11,969千円
感染予防の広報やドライブスルーPCR検査の実施
・ 市立病院事業会計へ繰出（臨時交付金）
14,274千円
市立病院の医療提供体制や感染症患者受入体制の充実
②福祉事業所や公共交通機関の感染防止対策への支援
・ 介護サービス事業継続支援事業費（臨時交付金）
44,304千円
介護サービス事業所の衛生用品や面会用タブレット配備等への支援
・ 障害福祉サービス事業所等支援事業費（臨時交付金）
17,274千円
障害福祉サービス事業所の衛生用品配備や布マスク製作等への支援
・ 公共交通感染拡大防止支援事業費（臨時交付金）
2,750千円
バスやタクシーなど公共交通機関の衛生用品配備への支援
③災害等への備え
・ 防災備蓄事業費（臨時交付金）
16,370千円
指定避難所等の感染防止のための衛生用品や間仕切り等の追加配備
・ 福祉避難所環境整備事業費
1,509千円
さわやか会館に福祉避難所を開設するためのエアベッドや間仕切り等の配備
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（2）地域経済を支える
①市内中小企業者への支援
事業別概要P14
・ 中小企業雇用維持支援事業費（臨時交付金）
20,000千円
雇用調整助成金等の代行申請手数料を支援(補助率2/3、上限10万円)
事業別概要P15
・ 制度融資資金
9,000,000千円
低金利の融資枠拡大のための金融機関への預託金の増額（62億→96億→186億円)
②市内製造業の雇用維持への支援
事業別概要P15
・ 雇用維持・創出支援事業費（臨時交付金）
200,000千円
雇用維持のための新規事業や市内に拠点を移転する取り組みへの支援（補助率1/3）
③市内施工業者の需要拡大
事業別概要P21
・ 住宅小規模リフォーム助成事業費（臨時交付金）
40,519千円
市内に本社を有する施工業者を利用した個人住宅リフォームへの支援(補助率2/10）
④職員の採用による新たな雇用創出
事業別概要P1
・ 新型コロナウイルス感染症対応職員費（臨時交付金）
43,622千円
会計年度任用職員の雇用(22人(通常補正7人含む)、5月臨時補正から通算40人)
【裏面につづく】

（3）とっとりの明日を切り拓く（将来を見据えた地方創生）
①とっとりの将来を担う、子どもたちのくらしを支える
事業別概要P11
・ 児童扶養手当受給世帯への臨時特別給付金事業費（臨時交付金）
56,500千円
ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）を対象に市独自で世帯当たり３万円を給付
事業別概要P2
・ 子ども食堂・地域支え合い活動補助金（臨時交付金）
9,338千円
子ども食堂が行う利用世帯へのテイクアウト弁当引換券の配布や訪問型見守り活動を支援
②文化、芸術の振興
事業別概要P4
・ 民間ミュージアム等応援事業費（臨時交付金）
4,500千円
民間ミュージアム等の入館チケットを購入して観光客等へ提供
事業別概要P5
・ 文化芸術のまちづくり推進事業費（臨時交付金）
6,355千円
インターネットを活用した文化芸術団体の活動公開への支援
③地域の魅力発信、観光需要の喚起
事業別概要P14
・ 物産振興体制強化事業費（臨時交付金）
3,000千円
市内宿泊施設を利用した観光客へ抽選で地元産品をプレゼント
事業別概要P16
・ Ｖ字回復推進事業費（臨時交付金）
60,388千円
宿泊キャンペーンの展開や観光プロモーション動画の作成
事業別概要P18
・ 観光産業育成支援事業費（臨時交付金）
10,000千円
観光事業者が取り組む事業回復や感染予防対策への支援（補助率4/5）
④将来を見据えた新たな取り組みの展開
事業別概要P23
・ ＧＩＧＡスクール構想事業費（臨時交付金）
78,767千円
小中義務教育学校の全児童生徒への1人1台の学習端末の整備
事業別概要P24
・ 電視観望システムを活用した星空魅力アップ事業費（臨時交付金）
3,312千円
ICTを活用したアストロパークの星空映像提供や出前授業の充実
事業別概要P26
・ 図書館パワーアップ事業費（臨時交付金）
11,069千円
図書館の衛生環境や蔵書の充実と貸出拠点(コンビニ)の拡充
⑤適切な情報発信
事業別概要P4
・ 市政広報費（臨時交付金）
10,928千円
新型コロナウイルス感染症対策の積極的かつタイムリーな情報提供
（4）指定管理施設の臨時休業に伴う追加経費

・ 独立採算制で運営している指定管理施設への指定管理料追加経費
（道の駅3施設、東郷農産物加工施設、鹿野そば道場、鹿野おもしろ
市場、鹿野ふるさと加工所、さじコスモスの館）

32,952千円

事業別概要
P17、P19、P25

※詳細は、別紙「令和２年度６月補正予算（案）その①事業別概要」のとおり
３ 特別会計補正予算及び主な内容
(1)

国民健康保険費

現計予算額
18,533,482千円

補正予算額
1,659千円

補正後の額
18,535,141千円

佐治診療所や訪問指導等を実施する際の感染拡大防止策として、マスク等衛生用品購入費による増。
(2)

観光施設運営事業費

8,016千円

22,549千円

30,565千円

独立採算制で運営している指定管理施設への指定管理料追加経費による増（山紫苑、しかの温泉館）。

４ 企業会計補正予算及び主な内容
(1)

病院事業

現計予算額
9,810,047千円

院内感染防止施設整備、医療機器購入等による増。

補正予算額
33,126千円

補正後の額
9,843,173千円

鳥取市新型コロナ緊急対策パッケージ 第3弾
緊急対策第1弾 4月24日提案
(4月臨時補正 約35億円)

緊急対策第2弾 5月14日提案
(5月臨時補正 約197.1億円)

中小企業者に低金利の融資制度を活用いただくた
めの金融機関への預託金や利子補助金を増額
保育施設、放課後児童クラブなどへの衛生用
品の追加配備 など

相談体制の強化、特別定額給付金(一律10
万円)の支給、学校への衛生用品の追加配備、
事業に影響が出ている中小企業者・飲食店・
タクシー事業者への支援 など

~市民生活と地域経済を守り、支え、とっとりの明日を切り拓く~
緊急対策第3弾

6月補正予算(6月8日提案 先議分) 約108.4億円
地方創生臨時交付金を活用し、①市民の安全・安心を確保し、
②地域経済を支え、③とっとりの明日を切り拓く、切れ目のない、
本市独自の取り組みを実行します。

１ 市民の安全・安心を確保する（感染防止、第２波への備え）

３ とっとりの明日を切り拓く（将来を見据えた地方創生）

保健所、医療機関の体制強化

とっとりの将来を担う、子どもたちのくらしを支える

• 感染予防の広報やドライブスルーPCR検査の実施
• 市立病院の医療提供体制や感染症患者受入体制の充実

など

福祉事業所や公共交通機関の感染防止対策への支援

• 介護サービス事業所の衛生用品や面会用タブレット配備などへの支援
• 障がい福祉サービス事業所の衛生用品配備や布マスク製作などへの支援
• バスやタクシーなど公共交通機関の衛生用品配備への支援

災害等への備え（避難所の感染防止対策）

• 指定避難所等の感染防止のための衛生用品や間仕切り等の追加配備

など

1,197万円
1,427万円
4,430万円
1,727万円
275万円

文化、芸術の振興

1,637万円

地域の魅力発信、観光需要の喚起

• 雇用調整助成金等の代行申請手数料を支援(補助率2/3、上限10万円)
• 低金利の融資枠拡大のための金融機関への預託金の増額(62億→96
億→186億円)

市内製造業の雇用維持への支援

• 雇用維持のための新規事業や市内に拠点を移転する取り組みへの支
援（従業員20人以上で売上20％以上減を対象、補助率1/3、①新規事業の

• 民間ミュージアム等の入館チケットを購入して観光客等へ提供
• インターネットを活用した文化芸術団体の活動公開への支援

2億円

ための投資:上限5,000万円、②市内への拠点の移転:上限1,000万円）

934万円

450万円
636万円

品開発、施設消毒・改装等 補助率4/5、上限20万円 など)

2,000万円
90億円

5,650万円

など

• 市内宿泊施設を利用した観光客へ抽選で地元産品をプレゼント
• 宿泊キャンペーンの展開や観光プロモーション動画の作成
• 観光事業者が取り組む事業回復や感染予防対策への支援(新たな商

２ 地域経済を支える
市内中小企業者への支援

• ひとり親家庭（児童扶養手当受給世帯）を対象に市独自で世帯
当たり3万円を給付
• 子ども食堂が行う利用世帯へのテイクアウト弁当引換券の配布や訪
問型見守り活動を支援

300万円
6,039万円
1,000万円

など

将来を見据えた新たな取り組みの展開

• 小中義務教育学校の全児童生徒への1人1台の学習端末の整備
• ICTを活用したアストロパークの星空映像提供や出前授業の充実
• 図書館の衛生環境や蔵書の充実と貸出拠点(コンビニ)の拡充

など

7,877万円
331万円
1,107万円

適切な情報発信
• 新型コロナウイルス感染症対策の積極的かつタイムリーな情報提供

1,093万円

市内施工業者の需要拡大

• 市内施工業者を利用した個人住宅リフォームへの支援(補助率2/10、上 4,052万円
限20万円(こども、障がい者、高齢者がいる世帯は上限30万円))

職員の採用による新たな雇用創出(6月補正22人、５月臨時から通算40人)

R2.6.1 鳥取市

