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ＳＤＧｓ推進事業
(政策課)

　ＳＤＧｓの普及啓発を兼ねて、事業者がＳＤＧｓの
視点を取り入れた新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止策を講じる経費の助成を行うもの

新型コロナウイルス関連施策立案
事業
(政策課)

　効果的な新型コロナウイルス関連施策を実施するた
めのデータ収集や調査、分析等を行い、短期的、長期
的なニーズの把握及び必要となる施策を検討するため
の経費を計上するもの

新型コロナウイルス関連対策物品
購入費
(政策課)

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るた
め、庁舎の窓口等に設置するアクリルボードを購入す
るもの

876,867  

＊歳入予算

395,021,000 2,502,133  

内　容

391,642,000 3,379,000

2 国庫支出金 2,436,714

感染症発生動向調査事業費負担金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生
臨時交付金

妊産婦総合対策事業補助金

学校情報教育推進事業補助金

学校保健特別対策事業費補助金

こどもセンター活動事業費補助金

使用料及び手数料

令和２年度８月補正予算の概要

　新型コロナウイルス感染症に係る指定管理施設持続化支援事業、感染症予防対
策事業や学校情報教育推進事業等に要する経費を計上するもの

３，３７９，０００千円

補正前 補正額 補正後
補正額の財源内訳

特定財源

(以下単位は全て千円)

一般財源

児童クラブ育成料

外国人受入環境整備交付金

障害者福祉費補助金

児童虐待防止対策事業補助金

児童クラブ運営費補助金

教育支援体制整備事業費交付金

児童クラブ運営費補助金

47,827県支出金 こどもセンター活動事業費補助金3

寄附金 新型コロナウイルス感染症対策支援寄附金

繰越金

諸収入 労働保険被保険者負担金

＊歳出予算の主なもの 内　容

前年度剰余金
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4 877,400

5 10,780

6 4,640

7 930

8 51,046

9 10,051

10 6,500

11 50,000

12 415,953

13 218,063

感染症予防対策事業
(疾病対策課)

　新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の確
保等に要する経費を計上するもの

　・新型コロナウイルス感染症患者等入院協力事業
　　補助金
　・軽症者等の宿泊療養施設確保事業
　・「新型コロナウイルス感染症コールセンター」
　　及び「帰国者・接触者相談センター」に係る
　　経費　など

感染症発生動向調査事業
(疾病対策課)

　新型コロナウイルス感染症に係るＰＣＲ検査等の公
費負担経費等を計上するもの

障害者福祉施設運営費補助金
(福祉基盤課)

　新型コロナウイルス感染症の影響により、生産活動
が停滞して減収となっている就労継続支援事業所に対
し、利用者の賃金・工賃の確保を図るため、必要な費
用を補助するもの

シティプロモーション推進事業
(観光・シティプロモーション課)

　新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波に備
え、新しい生活様式の定着や「コロナ禍を市民一丸と
なって乗り越えよう」という気運を高めることを目的
とした動画を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅや電車内デジタ
ルサイネージで周知を図るもの

さがみはらスイーツフェスティバ
ル開催経費
(観光・シティプロモーション課)

　新型コロナウイルス感染症の影響で売上の減少した
スイーツ業界を支援するため、「さがみはらスイーツ
フェスティバル」の開催に合わせ、本市に縁のある有
名人を起用した動画配信を行うことにより、商品の魅
力向上を図り、市内外へ発信するもの

地域医療協力事業補助金
(医療政策課)

　新型コロナウイルス感染症と戦う医療従事者の方々
に対して「臨時危険手当制度」等を創設した医療機関
に対する補助制度の対象期間を延長し、医療従事者へ
の支援を継続するもの

指定管理施設持続化支援事業
(経営監理課)

　指定管理施設を適切に管理、運営するとともに業種
別ガイドライン等に基づく新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止策等を講じるため、指定管理者に対す
る支援を行うもの

市民相談事業
(区政推進課)

　新型コロナウイルス感染症の影響による市民からの
相談に対応するため、臨時市民相談会（法律相談、行
政書士相談及び労働相談）を実施するもの

市民活動緊急支援助成事業
(市民協働推進課)

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けたＮＰＯ法
人や任意団体に対し、今後の事業継続や新しい生活様
式に対応した活動を支援するもの

文化芸術発表活動活性化事業費
(文化振興課)

　新型コロナウイルス感染症の影響により活動が停滞
している市民文化活動を、新しい生活様式に即した形
での活動として、定着・活性化させるために支援する
もの
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14 35,861

15 216,466

16 108,073

17 79,341

18 64,000

19 4,854

20 3,977

21 30,135

22 29,000

23 41,546

24 279,100

　市内中小企業者が行う新型コロナウイルス感染症拡
大防止対策に資する製品や技術の研究開発に要する経
費の一部を補助するもの

衛生検査研究費
(衛生研究所)

　衛生研究所において、新型コロナウイルス感染症に
係るＰＣＲ検査等を実施するための経費を計上するも
の

認定保育室補助金
(保育課)

　認可外保育施設において、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大の防止を図るため、登園を自粛した児童
の保育料減免等に係る経費の助成を行うもの

公共交通対策事業
(交通政策課)

　緊急事態宣言に伴う外出自粛等においても公共交通
機関として、市民の日常生活における移動手段の維持
確保を行っている交通事業者に対して支援を行うもの

児童クラブ運営費
(こども・若者支援課)

　新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の臨
時休業等に伴い、公立児童クラブが午前中から開所し
たことによる対応職員に係る経費を計上するもの

地球温暖化対策普及啓発事業
(環境政策課)

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、宅配物の
非対面での受取りニーズが見込まれる中、市民及び配
達員の感染リスクを低減するとともに再配達の削減に
よるＣＯ２排出量削減を図るため、宅配ボックスの配
布等による普及啓発を行うもの

児童福祉施設等における感染症対
策に係る経費
(こども・若者支援課)
(保育課)
(こども家庭課)

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止を図る
ため、児童福祉施設等における感染症対策に係る経費
の助成等を行うもの

中小企業研究開発支援事業
(産業支援課)

小中学校における新型コロナウイ
ルス感染症対策経費
(学務課)

　各小中学校の実情に応じた新型コロナウイルス感染
症対策や学習保障等の取組を実施するために必要とな
る物品を購入するもの

職業相談・面接会等経費
(産業・雇用政策課)

　新型コロナウイルス感染症の影響により、全国的に
雇止めや失業者が増加傾向にあることから、市内雇用
情勢等に関する情報を求職者に対し広く発信するとと
もに、いわゆる就職氷河期世代などの非正規雇用歴が
長い方や無業者等を対象に、セミナー等による集中的
支援を神奈川県と連携して行うもの

産前・産後支援事業
(こども家庭課)

　新型コロナウイルス感染症の流行下における妊婦を
総合的に支援するため、不安を抱える妊婦への分娩前
のＰＣＲ検査等の経費を計上するもの

母子保健事業
(各子育て支援センター)

　乳幼児健康診査の再開に伴い、新型コロナウイルス
感染症の感染対策を講じるため、衛生用品の購入及び
対応職員に係る経費を計上するもの
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25 744,779

26 29,909

27 7,042
ホームタウンチーム連携・支援事
業
(スポーツ課)

　ホームタウンチームが、公益財団法人日本スポーツ
協会・日本障がい者スポーツ協会が示す「スポーツイ
ベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」等
を踏まえた上で、ホームゲームを開催できるよう、感
染対策を行う上で必要となる経費の一部について補助
するもの

イントラネット活用事業
(教育センター)

　次年度に学習内容を繰り越せない児童生徒（小学校
６年生・中学校３年生）の学びをオンライン学習によ
り保障するため、通信環境が整っていない家庭に貸与
するためのLTE通信機器端末を購入するもの。また、
GIGAスクール構想における学習系ネットワークの通信
回線整備に伴う回線使用料を計上するもの

学校情報教育推進事業
(教育センター)

　GIGAスクール構想における学習用「１人１台端末」
の早期実現に向けた端末整備を前倒しで行うもの。ま
た、GIGAスクール構想の前倒しにより不要となった予
算を減額するもの
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