
令和２年度
　

菊川市一般会計補正予算（第２号）説明資料

静　岡　県　菊　川　市





款 02 01 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

02款 01項 07目 001200000事業 特別定額給付金

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 16020109001 特別定額給付金事業費補助金 4,860,000
国庫支出金 16020109002 特別定額給付金事務費補助金 40,481

13 使用料及び賃借料 1,893 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 0 4,900,482

10 需用費 1,759 25 寄附金
11 役務費 7,482 26 公課費
12 委託料 26,341 27 繰出金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 7 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

　申請方法
　 ①郵送申請
　市から郵送された申請書に口座情報等を記入し、本人確認書類等を添付して郵送
　※やむを得ず窓口に持参した場合は本人確認を行う窓口の分散や消毒液の配置といった感
　染拡大防止策を図る。
　②オンライン申請
　マイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請
　
　給付事業費　100千円×48,600人＝4,860,000千円（国10/10）
　給付事務費　40,482千円（国10/10）

節 補正前の額 今回補正額
01 報酬
02 給料
03 職員手当等 3,000
04 共済費

　型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き
　外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして
　全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々
　が連帯して、一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない。」
　と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計へ
　の支援を行う。

＜事業の概要＞
　令和２年４月27日時点において、菊川市住民基本台帳に記載されている方に対して、１人
　につき10万円を給付する。

＜令和２年度実施内容＞
　【補正内容】
　特別定額給付金の支給
　受給権者は世帯主
　給付対象は、令和２年４月27日時点において住民基本台帳に記録されている者
　給 付 額：１人につき10万円

一般財源 1 1

＜総合計画における位置付け＞
　基本目標　99　総合計画未設定
　政　　策　99　総合計画未設定
　施　　策　99　総合計画未設定

＜事業の目的＞
　「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」（令和2年4月20日閣議決定）において、「新

節 補正前の額 今回補正額
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 4,860,000

地方債
その他

4,900,482

財
源
内
訳

国庫支出金 4,900,481 4,900,481
県支出金

令和 2年度 001 一般会計
現年 2号補正 （単位：千円）

総務費 項 総務管理費 07 企画費 所属 0101030100-0000 企画政策課

事　　業

0012 特別定額給付金 (簡略番号：018474) 区　　分 補正前の額 今回補正額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 4,900,482 4,900,482

歳出予算事業概要書
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 02項 02目 000300000事業 子育て世帯臨時特別給付金

財源 科目コード 科目名称 今回補正額
国庫支出金 16020206001 子育て世帯臨時特別給付金 73,817

13 使用料及び賃借料 予備費
14 工事請負費
15 原材料費 合　計 0 73,818

10 需用費 34 25 寄附金
11 役務費 782 26 公課費
12 委託料 429 27 繰出金

07 報償費 22 償還金､利子及び割引料

08 旅費 23 投資及び出資金
09 交際費 24 積立金

19 扶助費
05 災害補償費 20 貸付金
06 恩給及び退職年金 21 補償、補填及び賠償金

　⑤子育て世帯臨時特別給付金対応委託料（委託料）：390,000円×1.1＝429,000円
　　　臨時特別給付金対象者の抽出、支払いデータ作成処理等に係る委託料
　⑥臨時特別給付金（負担金、補助及び交付金）：7,250人×10,000円＝72,500,000円
　　見込者数：7,500人(市内児童手当受給対象児)－250人(特例給付受給対象児)=7,250人
　　・給付額：対象児童一人につき１万円
　　・支給対象者：対象児童に係る令和２年４月分（３月分含む）の児童手当の受給者
　　　※ （３月分含む）は、新高校１年生も対象児童に含むことを意味する。
　　　※ 「特例給付の支給を受ける方」とは、平成30年の所得が児童手当の所得制限　　
　　　　限度額以上である方（児童１人あたり月額一律5,000円が支給される方）をい
　　　　い、今回の臨時特別給付金の対象外となる。
　　・対象児童：児童手当の令和２年４月分の対象となる児童（３月分対象児童含む）
　　　　※ 0歳児については３月31日までに生まれた児童が対象。新高校１年生を含む。

節 補正前の額 今回補正額
01 報酬
02 給料
03 職員手当等 73
04 共済費

　する。

＜事業の概要＞
　低所得者層に限定せずに中間所得層も含め、児童手当受給世帯（０歳～中学生のいる世帯
　）に対し、臨時特別給付金（一時金）を支給する。
　※ 児童手当の「特例給付の支給を受ける方」は支給対象者から除く。
　

＜令和２年度実施内容＞
　①時間外勤務手当（職員手当等）：73,000円
　 　 臨時特別給付金支払い事務に係る時間外勤務手当
　②消耗品費（需用費）：770円×40袋（1袋100枚入)×1.1＝33,880円
　　　案内通知等送付用窓付き封筒購入代
　③通信運搬費（役務費）：73円×4,000通＝292,000円
　　　案内通知等送付郵送代
　④手数料（役務費）：100円×4,500件×1.1≒490,000円
　　　臨時特別給付金の振込に係る銀行振込手数料

一般財源 1 1

＜総合計画における位置付け＞
　基本目標 01 子どもがいきいき育つまち
　政　　策 01 安心して子育てができ、子どもが健やかに育つまちづくり
　施　　策 04 子育て世代を応援します

＜事業の目的＞
　小学校等の臨時休業等により新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援

節 補正前の額 今回補正額
16 公有財産購入費
17 備品購入費
18 負担金､補助及び交付金 72,500

地方債
その他

73,818

財
源
内
訳

国庫支出金 73,817 73,817
県支出金

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 2号補正 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0003 子育て世帯臨時特別給付金 (簡略番号：018437) 区　　分 補正前の額 今回補正額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費 73,818 73,818
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款 03 02 目

【事業概要】 【事業費内訳】

【特定財源の内訳】

03款 02項 02目 000300000事業 子育て世帯臨時特別給付金

財源 科目コード 科目名称 今回補正額

合　計

節 補正前の額 今回補正額

　　・支給時期：令和２年６月30日（公務員分は申請に基づき随時支払い）の予定
　　・実施主体：令和２年３月31日時点での居住市町村
　合計（①+②+③+④+⑤+⑥）≒73,818千円（国庫補助率10/10）

一般財源

　　・支給方法：児童手当登録銀行口座等への振込。児童手当情報(受給者､対象児童､振
　　　　　　　　込先口座等)を活用するため、臨時特別給付金の支給にあたって改めて
　　　　　　　　の申請は不要。
　　　　　　　　　ただし、公務員については、勤め先の所属庁（役所等）において児童
　　　　　　　　手当を支給しており、市では児童手当情報を把握していないため、本人
　　　　　　　　が居住している市町村に申請する必要がある。(申請期間：6月～９月末
　　　　　　　　までの予定）

節 補正前の額 今回補正額

地方債
その他

財
源
内
訳

国庫支出金
県支出金

歳出予算事業概要書令和 2年度 001 一般会計
現年 2号補正 （単位：千円）

民生費 項 児童福祉費 02 児童措置費 所属 0101060200-0000 子育て応援課

事　　業

0003 子育て世帯臨時特別給付金 (簡略番号：018437) 区　　分 補正前の額 今回補正額 補正後の額 支出負担行為済額 補正後の予算残額

事 業 費
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歳入 （単位：千円）

款 項 目 節 節名称
所属
名称

補正前
予算額
(a)

今　回
補正額
(b)

補正後
予算額
(a+b)

説　　　　　　　　明

16 2 1 9
特別定額給付金
事業費補助金

企政課 0 4,900,481 4,900,481
特別定額給付金事業費補助金　4,860,000千円
特別定額給付金事務費補助金　40,481千円
「特財（国庫）」（補助率10/10）

16 2 2 6
子育て世帯臨時
特別給付金

子応課 0 73,817 73,817
子育て世帯臨時特別交付金　73,817千円
「特財（国庫）」（補助率10/10）

20 2 1 1
財政調整基金繰
入金

財政課 468,935 2 468,937
財政調整基金繰入金　２千円
「一財」
　菊川市財政調整基金条例第６条の規定に基づく基金積立金の取崩し

19,919,600 4,974,300 24,893,900歳入合計
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※担当課の省略表記は以下のとおり

部名
総務部 健康福祉部 教育文化部

秘広課 ･･･　秘書広報課 長介課 ･･･　長寿介護課 教総課 ･･･　教育総務課
地支課 ･･･　地域支援課 健づ課 ･･･　健康づくり課 学教課 ･･･　学校教育課

危機管理部 こども未来部 社教課 ･･･　社会教育課
危管課 ･･･　危機管理課 こ政課 ･･･　こども政策課 消防本部

企画財政部 子応課 ･･･　子育て応援課 消本部 ･･･　消防本部
企政課 ･･･　企画政策課 建設経済部 議会事務局

生活環境部 都計課 ･･･　都市計画課 議事局 ･･･　議会事務局
環推課 ･･･　環境推進課 商観課 ･･･　商工観光課 監査委員事務局
下水課 ･･･　下水道課 茶振課 ･･･　茶業振興課 監委事 ･･･　監査委員事務局
小市課 ･･･　小笠市民課




