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令和２年度６月専決補正予算について
令和２年６月30日

一

専決

一般会計予算の補正

２,１３０,９２６ 千円

（補正後の予算額

２１６,９４１,０９１ 千円）

＜歳出の補正額＞
２款

総

務

費

３０４,５０３ 千円

３款

民

生

費

６３４,２７５ 千円

４款

衛 生 環 境 費

１１５,７６６ 千円

６款

農

費

１０,０００ 千円

７款

商 工 観 光 費

６９９,３００ 千円

９款

消

防

費

５,５０４ 千円

１０款 教

育

費

３６１,５７８ 千円

１４款 国 庫 支 出 金

２,０５５,９２６ 千円

林

業

＜歳入の補正額＞

１５款 県

支

出

金

５１,５００ 千円

１７款 寄

附

金

１０,０００ 千円

１８款 繰

入

金

１３,５００ 千円

新型コロナウイルス感染症関連補正予算
５月補正予算※1

３９,３１８,９００ 千円

６月補正予算※2

３９０,５４７ 千円

６月専決補正予算
合

計

２,１３０,９２６ 千円
４１,８４０,３７３ 千円

※1 ５月補正予算の主な内容
特別定額給付金
子育て世帯臨時特別給付金
長野市事業継続緊急支援金
感染症対策資金利子補給金
ＰＣＲ検査体制強化

(市民１人当たり一律10万円給付)
(児童手当受給世帯に対し1人当たり１万円給付)
(売上が落込んでいる飲食店・小売店等への家賃相当額を支援)
(「新型コロナウイルス感染症対策資金」の貸付に係る利子補給)
(新たにＰＣＲ検査センターを設置）

※2 ６月補正予算の主な内容
介護・障害福祉サービス確保支援
飲食・小売店等応援事業
｢GIGAスクール構想｣ICT環境整備
法人市民税均等割軽減特例措置

(居宅訪問等代替サービスに係る経費に対する補助等)
(推し店プラチナチケット(プレミアム付き)販売による消費喚起)
(小・中学校の家庭オンライン学習環境の前倒し整備)
(経済への影響を踏まえた新たな法人市民税均等割の軽減措置)

２
令和２年度 ６月専決補正予算の概要
一 一 般 会 計

（単位：千円）

2,130,926

１ 補正予算額

216,941,091

２ 補正後の予算額
前年度６月補正後
前年度対比 141.6 ％

153,208,639

３ 補正の内容
（ 歳

出 ）
経済・事業活動支援関連
【商工労働課】

230,000

（１） 新型コロナウイルス対策事業者等支援補助金
～withコロナ 事業者応援プロジェクト～

※別紙「参考資料」参照

各種団体や個別事業者等が実施する感染予防対策や、「新たな生活様式」
に移行するための取組み等に対する補助金
≪団体向け補助（ソフト事業）

補助率 10/10≫

4,000万円

①感染予防セミナーの実施 ②テイクアウト・デリバリーの推進
③消費喚起・販売の促進
≪個店向け補助（ハード事業） 補助率 4/5 ≫
１億9,000万円
①店舗・事業所感染予防対策 ②テイクアウト・デリバリーの推進

【交通政策課】

64,048

（２） 路線バス運行支援事業
通勤・通学時間帯のバス運行便数や通院等の移動手段を確保するため、
バス事業者が運行する自主路線継続への支援に要する経費
対象：自主路線を運行しているバス事業者（2社・30路線）

（３） 【人口増推進課】
学生応援パック＆企業移転・移住支援金

76,780

本市にゆかりのある学生（県外に進学又は県外から本市に進学している
学生）の「新しい生活様式」への不安を和らげるため、本市の特産品を贈
る経費及び新型コロナウイルスと共存した事業形態への転換として、県外
から本市への事業所移転等を進める企業への支援に要する経費
①学生応援パック（特産品5,000円/１人）

4,818万円

②企業移転・移住支援金（最大550万円/１社）

2,860万円

３

観光誘客関連

（４） 【観光振興課】
旅行会社送客事業等支援金

212,400

「Go To キャンペーン」に合わせ、旅行会社が実施する本市への誘客活動
に対する支援及び市内に本店を有する旅行代理店が実施する感染予防対
策への支援に要する経費
①送客事業支援(5,000円/１人１泊)

２億800万円

②市内に本社を置く旅行代理店への支援(20万円/１社)

440万円

（５） 【観光振興課】
宿泊施設魅力向上支援事業

62,900

市内の宿泊事業者が実施する感染予防対策の強化と独自事業の企画・
運営への支援に要する経費
・宿泊施設の客室数に応じて、１施設当たり10万円から200万円を交付

（６） 【観光振興課】
誘客プロモーション事業

50,000

３密を避ける体験を軸としたwithコロナ時代の新観光プランを構築し、若
者をターゲットとしたSNS等によるデジタルプロモーションの実施に要する
経費
①若者向けYouTube動画作成・広告配信

4,000万円

インフルエンサーを活用し、アウトドアや収穫体験等を配信
②体験イベント開催

1,000万円

インフルエンサーをゲストとしたアウトドア・イベントの開催とリアル体験の提供

文化・スポーツ・イベント支援関連

（７） 【観光振興課】
元気創出事業

44,000

～イベント再開 特別利用促進キャンペーン～

大規模集客施設でのイベントの再開を促すため、主催者への支援を行う
とともに、エムウェーブでのドライブインシアターの開催を支援することに要
する経費
①大規模集客施設でのイベント主催者への補助

4,200万円

エムウェーブ及びビッグハットの利用料金相当額(補助率3/4)及びシャト
ルバス(補助率1/2)に対する支援
②ドライブインシアター助成事業

200万円

エムウェーブで開催するドライブインシアターに対する支援

（８） 【観光振興課】
オールながの活性化事業

～ながのエールフェスタ2020～

「観て歩いて食べて、ながのを楽しもう」をテーマに、10月から３月にかけ、
まち歩きイベントやフードイベントなど、切れ目のない催しの開催に要する
経費
①まち歩きスタンプラリー(10月～３月) ②フードフェスティバル(10月)
③日本一のそば祭り(11月) ④復興花火(毎月) ⑤観て歩いて食べて
スペシャルツアー(10月～２月) ⑥善光寺表参道コンサート(３月)

100,000

４
（９） 【文化芸術課】
長野市芸術館Webフェス事業

17,000

イベントの中止により発表の機会を喪失しているアーティスト及びイベント
事業者を支援するため、長野市芸術館のアクトスペースを活用したWeb
フェスの開催に要する経費
①2名以上のアーティスト出演料(10万円/１組)

600万円

②音響・撮影費(40万円/１日）

900万円

③施設使用料(10万円/１日)

200万円

（10） 【農業政策課】
地域収穫祭支援事業

10,000

～Novemberフェスタ～

市内産農産物等の販売促進や消費拡大など、魅力ある農産品をＰＲする
ため、長野市農業祭を皮切りに、地域の直売所等で行われる収穫祭の支
援に要する経費
①各収穫祭開催本部経費補助 (50万円/１か所)

500万円

②新規企画経費の補助 (20万円/１企画)

400万円

③Novemberフェスタ経費 スタンプラリー

100万円

（11） 【スポーツ課】
地域密着型プロスポーツ無観客試合支援事業

10,670

開幕するＪリーグ及びＢリーグのホームゲーム公式戦において、無観客
試合として開催された場合は、入場料収入が見込めないことから、施設
使用料の支援に要する経費
①補助率：1/2
②Ｊ３リーグ ＡＣ長野パルセイロ

18試合（Ｕスタジアム）

③Ｂ1リーグ 信州ブレイブウォーリアーズ 20試合（ホワイトリング）
※使用料の残り２分の１は、スポーツ庁の「民間スポーツ振興費等補助金」により補助

福祉・医療・予防対策関連

（12） 【危機管理防災課】
避難所・公共施設感染症予防事業

153,005

指定避難所における感染予防対策及び車で一時的に避難できる指定緊
急避難場所に滞在できる環境を整備するとともに、公共施設における感
染予防対策の充実に要する経費
①指定避難所等感染予防対策

１億706万円

プライバシーウォール、簡易シャワー、仮設トイレ等
②公共施設感染予防対策 (88施設)

4,595万円

サーマルカメラ、手指消毒液、非接触型体温計等

（13） 【健康課】
「新しい生活様式」普及啓発事業
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」に
関するチラシやシール、小冊子を全戸配布するとともに、全小中学生へ啓
発資材（携帯マスクケース）を配布するなど、「新しい生活様式」の普及啓
発に要する経費

17,016

５
（14） 【消防局総務課】
救急感染防護衣整備事業

5,504

救急搬送時における消防隊員の感染リスクの低減を図り、今後予測され
る第２波、第３波に備えるため、感染防護衣等の配備に要する経費

（15） 【こども政策課】
児童館・児童センター感染症予防事業

10,293

児童館等における密集、密接回避のために、遊戯室などの床にマットを
敷設し、児童が居室として利用するために要する経費

（16） 【医療連携推進課・地域包括ケア推進課】
医療機関等感染予防物資支援事業

76,345

新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波による感染拡大を防止するた
め、医療機関及び地域包括支援センター等の物資購入に対する支援に要
する経費
①市内医療機関への支援(帰国者・接触者外来の５病院 他) 7,500万円
②地域包括支援センター等への配布

135万円

（17） 【子育て支援課】
ひとり親世帯支援事業

500,787

低所得のひとり親世帯に対し、国で支給する「ひとり親世帯臨時特別給
付金」の支給及び市独自の特別加算金の支給に要する経費
①「ひとり親世帯臨時特別給付金」

４億7,833万円

対象者 ：A 児童扶養手当受給者
B 公的年金給付等による児童扶養手当未受給者
C 所得制限により児童扶養手当未受給者
基本給付：１世帯当たり５万円 児童2人目以降1人につき３万円
追加給付：１世帯あたり５万円（Cを除く）
②市独自給付

2,246万円

上記Aの世帯に対し１万円

（18） 【生活支援課】
生活困窮者住居確保給付金
休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれがある場合に家賃相当
額を支給する住居確保給付金について、対象となる要件が緩和されたこと
に伴う給付金の増額
緩和要件：ハローワークへの求職申込要件が緩和
支給期間：３か月(最大９か月)

54,000

６
（19） 【生活支援課】
救護施設職員支援補助金

11,250

救護施設が当該施設職員に支給する慰労金に対する補助金
対象施設：市内２か所(旭寮、共和寮)
補助額：５万円又は20万円/１人

（20） 【障害福祉課】
障害者就労継続支援事業所補助金

5,100

新型コロナウイルス感染症により、生産活動に大きな影響を受けた就労
継続支援事業所の生産活動再起に向けた費用に対する補助金
補助限度額：50万円/１施設

（21） 【健康課】
妊婦PCR検査支援事業

13,750

新型コロナウイルスの感染に不安のある妊婦が、ＰＣＲ検査を希望する場
合に、主治医と相談の上、分娩前に１回を限度として検査を実施すること
に要する経費

（22） 【保育・幼稚園課】
保育所等感染予防対策事業

51,500

保育所等における「新しい生活様式」に移行するために必要な衛生用品や
備品の整備等に要する経費の増額
補助限度額：50万円/１施設

（23） 【医療連携推進課】
医療従事者支援事業（クラウドファンディング）
市内において新型コロナウイルス感染症患者と向き合う医療従事者を応援
するため、ガバメントクラウドファンディングを活用した支援金を募集
募集期間：令和２年７月～９月（３か月間）

10,000

７

教育関連

（24） 【教・総務課 市立長野高校】
学校保健対策・学習支援事業

165,350

感染症予防対策としての保健衛生用品の購入及び休校中の家庭における効
果的な学習に用いる教材の整備等に要する経費
①文科省緊急対策パッケージ(補助率1/2)を活用し、各小中高校で、
保健衛生用品、学習教材等を購入

１億1,750万円

②児童、生徒、教職員の手指消毒液を備蓄

4,785万円

（25） 【学校教育課】
心のリフレッシュ校外活動支援事業

110,856

臨時休校により在宅での学習を余儀なくされた児童・生徒の心のケアの
ため、フィールドワーク施設等で学びと遊びの両立活動の実施及び修学
旅行等における３密回避に向けたバスの増車に要する経費
①大型バスを利用したリフレッシュ校外活動

8,674万円

②修学旅行バス増車(１台当たりの人数を30人以下)

2,412万円

（26） 【教・総務課】
就学援助世帯臨時支援事業（臨時休校時昼食費援助）

30,622

小・中学校の臨時休校期間中の食費負担を軽減するため、就学援助（準
要保護）世帯に対して、給食費相当額の支援に要する経費
対象期間：令和２年４月13日～５月29日

（27） 【教・総務課】
小・中学校空調設備整備事業

7,350

水泳授業の中止及び授業日数確保のための夏休み短縮に伴い、空調設備
未整備の山間地の学校に猛暑緊急避難確保のため、空調設備（普通教室
等１室）の設置に要する経費
①小学校４校（戸隠、鬼無里、大岡、信州新町小）
②中学校３校（戸隠、鬼無里、大岡中）

（28） 【教・市立長野高校】
市立長野高等学校ＩＣＴ機器整備事業
災害や感染症発生時における学校の臨時休校等の緊急時においてもＩＣＴ
の活用により、遠隔授業などの学びの機会を確保するための施設・設備等
の整備に要する経費
①生徒用タブレットパソコン（電子黒板対応・遠隔授業対応）
②タブレット充電保管庫、電源工事

30,400

８
（ 歳

入 ）

（１）

2,055,926

国庫支出金
（ ※本補正予算における地方創生臨時交付金計上額合計
民生費国庫負担金
生活困窮者自立支援事業負担金
総務費国庫補助金
地方創生臨時交付金
民生費国庫補助金
新型コロナウイルス感染症対策特別事業補助金
ひとり親世帯臨時特別給付補助金
生活困窮者就労準備支援事業等補助金
地方創生臨時交付金
衛生環境費国庫補助金
妊娠・出産包括支援事業
地方創生臨時交付金
商工観光費国庫補助金
地方創生臨時交付金
消防費国庫補助金
地方創生臨時交付金
教育費国庫補助金
学校保健特別対策事業費補助金
地方創生臨時交付金
農林業費国庫補助金
地方創生臨時交付金

1,443,560 )

40,500
293,833
528,775

105,766

699,300
5,504
372,248

10,000

（２）

51,500

県支出金
民生費県補助金

51,500

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

（３）

10,000

寄附金
ふるさと応援寄附金

10,000

（４）

13,500

繰入金
財政調整基金繰入金

13,500

