
令和２年度

６月補正予算(案)のポイント

令和２年６月４日

①





令和２年度６月補正予算（案）　　23億3,829万円（一般会計　23億3,829万円）

「新型コロナウイルス感染症対策」、「社会基盤整備」の２つをキーワードに予算を編成

（単位：千円）

区分
令和２年度

６月補正予算額
令和元年度

６月補正予算額
増減額 増減率（％）

一般会計 2,338,294 1,946,812 391,482 20.1

特別会計 － － － －

企業会計 － 1,047,434 △ 1,047,434 皆減

合計 2,338,294 2,994,246 △ 655,952 △ 21.9

　　　　　は、国庫補助事業の認証、経済対策、災害復旧、市税払戻等の経費。

※一千万円未満は四捨五入。

　一般財源としては、令和２年度当初予算の事業の見直しにより捻出したほか、令和元年度の決算剰余金

（繰越金）を財源とした。

端末、道路整備事業等に伴う国庫補助金や市債などを活用。

　　は、左記以外。

　特定財源としては、主に新型コロナウイルス感染症対応のための地方創生臨時交付金と、学習用情報

令和２年度６月補正予算(案)のポイント

　一般会計の補正予算の規模は、約23億４千万円の増額で、前年度と比較すると約３億９千万円の増加。

　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策第４弾として約18億３千万円、

社会基盤整備事業として約６億３千万円を計上。

　このほか、新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策の財源とするために実施した事業の見直し

により、約３億８千万円の減額を計上。

１ 予算(案)の規模

２ 予算(案)の財源

一般会計６月補正予算額の推移（単位：億円）
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1,832,729 千円

①　地域経済の活性化 233,025 千円

（単位：千円）

金額

100,000

予備費

　（25,000）

2 6,025全国大会等開催費助成

本市で開催する大会・会議等の開催事業費に対する助成
を拡充
　・交付先　　 市内で開催される大会・会議等の主催者
　・補助対象　大会等会期間中の関係者宿泊者数
 　　　　　　　　 100人以上　→　50人以上の大会等に緩和
 　　　　　　　   県内、近県規模の大会等を対象に追加
　・補助内容
　　　県内、近県規模　宿泊者数×　 　0円　→　1,000円
　　　ブロック規模　　　宿泊者数×　500円　→　1,000円
　　　全国・国際規模　 宿泊者数×1,000円　→　2,000円
　・上限額　300万円

　※県内、近県規模　静岡県内又は他都道府県から
　　　　　　　　　　　　　 参加者があるもの
　　 ブロック規模　４から24都道府県から参加者があるもの
　　 全国規模　　  25都道府県以上から参加者があるもの
　　 国際規模　　　３か国以上、海外から20名以上の参加
　　　　　　　　　　　 者があるもの

交流人口の回復を図るため、国の施策に呼応した観光客の誘客キャンペーンや、全国大会等の開催
の誘致を実施。

【主な事業】

事業名 主な概要

1

Go To しずおかキャンペーン事業
（財源：臨時交付金）

国の実施する「Go To キャンペーン事業」に合わせ、本市へ
の誘客キャンペーンを実施
１　宿泊客に対するクーポンの配付

・実施内容　 本市に宿泊する観光客に対し、飲食、土産
　　　　　　　　物の購入等に利用できるクーポンを配付
・クーポン額  2,000円を予定
・対象者数　 ４万人を予定
・実施時期　 令和２年７月下旬以降を予定

２　市内の周遊促進
・実施内容　 観光客が市内観光地を周遊するための

　　　　　　 企画乗車券等の料金を割引
・実施時期　 令和２年７月下旬以降を予定

※「Go To キャンペーン事業（Go To Travelキャンペーン）」
旅行代金の１/２相当分の宿泊割引等を含むクーポンを
付与　（最大一人あたり１泊２万円分を目途）

Go To しずおかキャンペーン事業
（県内版）

静岡県が実施予定の県内観光促進事業に合わせ、県民を
対象に本市への誘客キャンペーンを実施
　　宿泊客に対して、上記１と同じ実施内容のクーポンを
　配付
　・対象者　　 静岡県内に居住している方
　・対象者数　１万人を予定
　・実施時期　令和２年６月中旬以降を予定

３ 主要事業のポイント

(Ａ) 新型コロナウイルス感染症対策
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（単位：千円）

金額

3 110,000

4 6,000

5 4,500

大規模展示会出展等支援事業
助成

販路開拓に取り組む製造業者に対して、大規模展示会へ
の出展等に係る経費に対する助成を拡充
・対象者　 　市内中小企業の製造業者等
・補助率　　 1/2以内
・上限額　　 国内展示会　30万円

※出展回数による上限額の減額を廃止
（令和２年度限り）

新商品等開発事業助成

製造業者が実施する商品開発事業に対する助成を拡充
・対象者　　　市内中小企業の製造業者等
・対象事業 　新たな技法を用いた商品開発事業

従来にない機能を備えた商品開発事業
商品改良事業を追加

・補助率　　 商品開発事業　1/2以内　上限額　100万円
商品改良事業　2/3以内　上限額　30万円

新しい生活様式の定着及び商業の活性化を図るため、商店街団体等が実施するイベント開催に
対する助成。
市内中小企業等における経営力・販売力の向上を図るため、新たな商談機会創出や商品開発に
対する助成を拡充。

【主な事業】

事業名 主な概要

エール静岡消費喚起事業費助成
（財源：臨時交付金）

商店街団体等が実施する消費喚起イベント等の事業経
費、クーポン等のインセンティブ付与に係る経費に対する
助成
・対象者　　商店街団体、商業者グループ　20団体程度
・対象事業 「新しい生活様式」を取り入れたイベント等
・募集時期 令和２年７月下旬を予定
・補助率　　事業経費等 2/3　上限額　50万円

インセンティブ付与 10/10　上限額　300万円
※インセンティブ付与率は20％以内

ただし、事業主体による上乗せは可
                 イベント等実施時の新しい生活様式への

対応経費  2/3  上限額　150万円
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②　児童生徒への支援 1,466,004 千円

（単位：千円）

金額

1 15,867

2 30,737

3 1,411,000

4 8,400

臨時休校の影響により、学習に不安を感じている児童
生徒に対する正規授業以外の補充的な学習指導を実施
１　小学校
　 ・対象者　   ５・６年生のうち希望児童
　 ・日程等　　 令和２年９月～令和３年１月

週１時間程度
　 ・指導教科  算数

２　中学校
　 ・対象者　 　希望生徒
　 ・日程等　　 令和２年９月～令和３年１月

隔週土曜日（終日）※全10回
　 ・指導教科  数学、英語

補充的学習による学びサポート
事業
（財源：国庫補助金　1/3）

学校給食運営事業
夏季の臨時授業日における児童生徒への安心・安全な
学校給食の提供

・提供日　令和２年７月27日～令和２年７月31日

小中学校における１人１台端末の実現に向けた学習用
情報端末を整備

・学習用情報端末購入　31,354台
  　　　　　　　　　　　　　（小学校21,451台、中学校9,903台）

※小中学校における配備状況
配備予定数　9,139台(現在)＋31,354台＝40,493台
令和２年度全児童生徒数見込　47,030人
不足台数については、別途配備を検討

休校期間中の学習に不安を感じている児童生徒のための補充的学習指導や、小中学校の臨時休校
によって減少した授業日数を補てんするための夏季の臨時授業日における学校給食の提供を実施。

高等学校通信ネットワーク整備
事業
（財源：国庫補助金　1/2、市債）

高等学校（静岡市立高等学校）における通信ネットワーク
環境の整備

・実施内容　全学級でのインターネット同時接続を可能
とするネットワーク環境整備

ＩＣＴを活用した学習環境の整備や臨時休校時の家庭学習における学力保障等のため、小中学校にお
ける学習用情報端末の整備等を実施。

事業名 主な概要

学習用情報端末整備事業
（財源：国庫補助金　10/10）

補充学習による学びサポート事業のイメージ
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③　医療・福祉への支援 103,200 千円

（単位：千円）

金額

1 16,000

2 24,000

3 7,200

4 7,000

事業名 主な概要

医療機関における新型コロナウイルス感染症の重症患者等の受入体制強化のための医療機器導入
に対する助成。
介護サービス事業所等におけるサービスの継続提供、障害福祉サービス事業所におけるテレワーク
やロボット技術等導入に対する助成。

【主な事業】

テレワーク等導入支援事業費助成
（財源：国庫補助金　1/2）

障害福祉サービス等事業所が実施する在宅就労推進
事業に必要な経費に対する助成
１　テレワークシステムの導入等
   ・対象者　　 就労系障害福祉サービス事業所 ２事業所
   ・補助率　　 10/10
   ・上限額　　 １事業所当たり250万円
   ・対象経費　タブレット端末等導入経費、
                    クラウドサービス等導入経費

２　ソーシャルスキルトレーニングの導入
   ・対象者　　 発達障害児・者支援事業所 ８事業所
   ・補助率　　 10/10
   ・上限額　　 １事業所当たり25万円
   ・対象経費　専用ＶＲ機器、ソフトウェア等導入経費

新型コロナウイルス感染症対策
環境整備事業費助成

重症患者等の受入環境整備事業に対する助成
・交付先　　 静岡市立静岡病院
・補助内容　重症患者等の治療に係る医療機器導入

多項目モニタ２台、超音波診断装置１台
・補助率　　 10/10

介護サービス継続支援事業費
助成
（財源：国庫補助金　2/3）

介護サービス事業所等が介護サービスを継続して提供す
るために必要なかかり増し経費に対する助成

・対象者　   介護サービス事業所等 66事業所
・補助率　　 10/10
・上限額  　  国が示す基準額
・対象経費   事業所等の消毒・清掃経費、衛生用品

                    購入経費、事業継続に必要な人件費等

ロボット等導入支援事業費助成
（財源：国庫補助金　10/10）

障害福祉サービス等事業所が実施するロボット等導入
事業に必要な経費に対する助成

・対象者　　 障害福祉サービス等事業所 ６施設
・補助率　　 10/10
・上限額　　 障害者支援施設　１施設当たり150万円

グループホーム　 １施設当たり60万円
・対象経費　移乗介護、移動支援、排泄支援、見守り、

入浴支援に使用する機器の導入経費

介護ロボット導入例（移乗介護）

ＶＲ機器活用例

（ソーシャルスキルトレーニング）
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④　文化・スポーツへの支援 15,000 千円

（単位：千円）

金額

1 8,000

2 7,000

文化活動緊急支援事業費助成

文化活動の自粛縮小を余儀なくされている市内文化団体
等の活動を支援するため、ホール等の施設使用料を助成

・対象者　　 住所が市内にある個人又は団体
平成29年から令和元年の間に、対象施設
の利用実績が１回以上あること

・対象分野　 演劇、舞踊、音楽、民俗芸能、伝統芸能、
大衆芸能、メディア芸術、その他静岡市
文化の振興に寄与するもの

・対象期間   令和２年６月４日～令和３年３月31日
　　　　　　　　　 ※ただし、イベント開催制限の緩和状況等
                        により変更の可能性あり

・対象経費　 概ね300名以上の収容が可能なホール等
の利用に要する施設使用料（備品等含む）

・補助額　　　1/2
・上限額　　　20万円　　１団体（個人）当たり１回限り

活動の自粛を余儀なくされている文化・スポーツ活動を支援するため、市内の文化・スポーツ団体等が
負担する施設使用料等に対する助成。

事業名 主な概要

スポーツイベント緊急支援
事業費助成

スポーツ活動の自粛縮小を余儀なくされている市内ス
ポーツ団体等の活動を支援するため、スポーツイベントの
施設使用料を助成

・対象者　　 入場料等を徴収する場合などのスポーツ
イベントを実施する個人又は団体

・対象期間　令和２年６月４日～令和３年３月31日
　　　　　　　　  ※ただし、イベント開催制限の緩和状況等
                       により変更の可能性あり

・対象経費　入場料等を徴収する場合などの施設
使用料（附帯設備を含む）

・補助額　　　1/2

※市が直接施設使用料を歳入する施設については、
使用料の一部（1/2）を減額（△36,000千円）

スポーツイベント文化イベント
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627,241 千円

（単位：千円）

金額

1 403,700

2 270,709

3 148,000

4 104,619

5 88,948

道路新設改良事業
（財源：国庫補助金　5.5/10、1/2、
　　　　 4/10、1/3、県補助金
　　　　 3.4/10、市債）

道路新設改良事業の実施
・（国）150号久能拡幅（清水区蛇塚～駿河区大谷）

実施内容：拡幅工事（２車線→４車線）4.2㎞
・（主）山脇大谷線（駿河区小鹿～駿河区宮川）

実施内容：バイパス整備1.5㎞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など11路線

通行車両の安全を確保するため、橋りょうの補修工事や道路の法面対策などを実施。

道路の舗装修繕などの実施
・（主）山脇大谷線（葵区長沼二丁目）など５路線

橋りょう整備事業
（財源：国庫補助金　5.5/10、1/2、
　　　　 市債）

橋りょうの補修工事などの実施
・（県）大向福士線（茂野島橋）など19か所

道路舗装整備事業
（財源：国庫補助金　1/2、市債）

国際拠点港湾清水港から日本平久能山インターチェンジまでの東西、国道150号から新東名高速道路
までの南北のアクセス向上を図るため、道路新設改良事業などを実施。

【主な事業】

事業名 主な概要

道路自然災害防除事業
（財源：国庫補助金　5.5/10、1/2、
　　　　 県補助金　3.4/10、市債）

道路の法面対策事業などの実施
・有東木１号線（葵区有東木）など７路線

工事内容：法面対策工事

公営住宅ストック総合改善事業
（財源：国庫補助金　1/2、4.5/10、
　　　　 市債）

市営住宅の長寿命化及び良質な居住環境の確保を図る
ため、老朽化した市営住宅の改修等を実施

・東新田高層団地第１・２号棟　　６戸
床壁天井の撤去・新設（バリアフリー化）
ユニットバス、キッチン、便器等設備の更新
間取り変更　３ＤＫ→２ＬＤＫ

・清水能島西団地第２・３号棟
屋上防水改修工事

・有東団地第21号棟
アスベスト撤去工事

(Ｂ) 社会基盤整備

（国）150号久能拡幅（清水区蛇塚～駿河区大谷）整備の様子
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