
令和２年８月
広島県 呉市

（新型コロナウイルス感染症対策分）

令和２年度
補正予算（第５号）の概要



１ 呉市における新型コロナウイルス感染症の現状

①

 感染症の発生状況等

 感染者等の状況

※ 8月30日現在

●感染者の年代及び感染経路
単位：人 単位：人

20歳未満 0（0%)

20～60歳代 9（81.8％)

70歳代以上 2（18.2％)

感染者の年代

（内 感染経路調査中） （ 1（9.1％)）

推定される感染経路

陽性者との接触 6（54.5％）

（内 呉市内での接触） （ 1（9.1％)）

感染経路不明 5（45.5％）

●検査件数等

単位：人

878 11 0（0（0)） 11 0

検査件数
（累計）

陽性件数
（累計）

入院・療養中
（内 入院(重症)数）

退院累計 死亡



②

２ 新型コロナウイルス感染症対策の全体規模

 対応状況

 財源内訳

□ 感染症対策の予算総額 ２８４億３,４９０万９千円

 地方創生臨時交付金

配分額
（単位：千円）

第１次 738,713

第２次 2,179,412

合計 2,918,125

年度 補正予算 金額
（単位：千円）

実施概要

保育所等の感染拡大防止対策，コールセンター設置　等令和元年度　 既存予算 77,270

「うちクレ」の開設，消毒事業補助金　等

特別定額給付金，子育て世帯臨時特別給付金

ＰＣＲ検査体制の整備，小規模企業者応援給付金　等

ひとり親世帯臨時特別給付金，抗原検査の検査キット購入

７月補正予算（第４号）【臨時会】 1,184,750

９月補正予算（第５号）【定例会】 1,609,126

新型コロナウイルス感染症対策取組事業者支援給付金，新生児応援給付金　等

指定管理者・公共交通事業者への支援，電子図書館サービスの導入　等

予備費等　 73,930

令和２年度　

５月補正予算（第１号）【専決処分】 22,596,000

５月補正予算（第２号）【臨時会】 2,686,123

６月補正予算（第３号）【定例会】 207,710

国・県 臨時交付金 市債 その他 一般財源

①感染拡大の防止 1,120,774 221,686 781,832 0 1,067 116,189

②生活に係る支援 23,344,557 22,824,771 329,165 0 128 190,493

③事業者への支援 2,003,904 82,860 1,142,652 0 0 778,392

④ＩＣＴ環境整
　備の加速化

1,416,153 469,296 220,576 413,400 0 312,881

⑤公共施設の
　機能向上

449,521 0 443,900 0 0 5,621

⑥予備費 100,000 0 0 0 0 100,000

合計 28,434,909 23,598,613 2,918,125 413,400 1,195 1,503,576

区分 事業費
（単位：千円）

財源内訳



③

３ 補正予算（第５号）の規模・財源内訳

□ 新型コロナウイルス感染症対策予算

１６億 ９１２万６千円

(単位：千円 )

国・県 臨時交付金 市債 その他 一般財源

①感染拡大の防止 743,843 69,170 666,232 0 0 8,441

②生活に係る支援 6,720 0 6,636 0 0 84

③事業者への支援 366,139 10,051 351,633 0 0 4,455

④ＩＣＴ教育環境
　整備の加速化

42,903 15,890 26,676 0 0 337

⑤公共施設の
　機能向上

449,521 0 443,900 0 0 5,621

合計　 1,609,126 95,111 1,495,077 0 0 18,938

区分 事業費
財源内訳



４ 補正予算（第５号）の取組

④

① 感染拡大の防止

○印は補助事業，★印は呉市単独事業

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

○★ＰＣＲ検査体制の強化
 【地域保健課，
　　環境政策課】

18,970

　新型コロナウイルス感染症の感染者が増加傾向にある
中で，ＰＣＲ検査の体制を強化するため，県への検査委
託料（補助）を増額するとともに，環境試験センターの
機器整備（単独）を行う。

★避難所における感染拡大
　防止対策
 【危機管理課】

21,600

　市開設避難所や地域開設避難所における感染拡大防止
のために,必要となる物資を配備する。
　市開設避難所：スポットクーラー
　地域開設避難所：消毒液，非接触型体温計など

○保育所・児童福祉施設等
　における感染防止対策
 【子育て支援課
　 子育て施設課】

49,800

　保育所や放課後児童会等における感染拡大防止のため
に，衛生用品・備品の購入及び購入に係る経費の助成を
行う。
　対象：保育所等77施設，放課後児童会38施設など

○介護施設等における感染
　拡大防止対策
 【福祉保健課】

11,870

　高齢者が入所・居住する介護施設等において，感染拡
大防止のために，簡易陰圧装置・換気設備の整備に係る
経費の助成を行う。
　簡易陰圧装置：３事業者
　換気設備　　：１事業者



４ 補正予算（第５号）の取組

⑤

① 感染拡大の防止

○印は補助事業，★印は呉市単独事業

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

★公共施設における感染拡
　大防止対策
 【各施設担当課】

584,440

　不特定多数の人が使用する施設において，新しい生活
様式に対応するため，換気機能のある空調機器への改修
や飛沫防止にもつながるトイレの洋式化等を実施する。
　空調機器整備　：12施設（24箇所）
　トイレの洋式化：９施設（21箇所）
　その他　　　　：２施設（５箇所）

★その他の感染拡大防止
　対策
 【人事課，市民税課
　　選挙管理委員会】

57,163

・本庁舎等の窓口にパーティションを整備
・選挙時の投票所及び開票所の衛生用品等の購入
・市民税申告の申告時間を短縮するためのシステム
　改修等



４ 補正予算（第５号）の取組

⑥

② 生活に係る支援

③ 事業者への支援

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

★指定管理者への支援
 【各施設担当課，
　　　行政改革課】

141,339

　新型コロナウイルス感染症の影響により，利用料金収
入等が減少した指定管理者について，減収額等の５割相
当額を基準として，支援金を支給する。
　対象施設：グリーンピアせとうち，
　　　　　　海事歴史科学館など 94施設

○印は補助事業，★印は呉市単独事業

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

★子育て世帯に対する家事
　・育児支援サービス事業
 【子育て支援課】

2,000

　保護者が感染した家庭の子供を，親族等が保護者の代
わりに養育する場合，保護者が退院するまでの期間を限
度に，必要な家事・育児支援サービスを受ける場合の自
己負担の軽減を図る。
　限度額：２万円/日

★市民への情報提供
 【秘書広報課】

4,720
　新型コロナウイルス感染症についての施策や新しい生
活様式等を分かりやすく市民に対して広報するため，新
聞折込広告や呉市公式YouTube配信を実施する。



４ 補正予算（第５号）の取組

⑦

③ 事業者への支援

○印は補助事業，★印は呉市単独事業

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

★公共交通事業者への支援
 【交通政策課】

151,600

　新型コロナウイルス感染症の影響により，公共交通を
取り巻く環境が悪化し，その影響の長期化が予想される
ことから，減収額の５割相当額を基準として，支援金を
支給する。
　対象：路線バス，生活バス，広島空港線，
　　　　離島・生活航路

★くれまち店舗応援プロ
　ジェクト
 【商工振興課】

72,000

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者
が，団体・グループで取り組むプレミアム付き商品券の
発行など地域内の経済活性化を促す事業に対して助成を
行う。
　対　象：商工会議所，商店街振興組合等
　補助率：広報等の事務経費　8/10
　　　　　商品券のプレミアム部分(上限30％)10/10

★神楽まち起こし協議会
　への支援
 【企画課】

1,200

　新型コロナウイルス感染症の影響により，活動中止な
どを余儀なくされている広島広域都市圏内の神楽団の活
動再開を支援するため，神楽まち起こし協議会に対し，
負担金を追加交付する。



４ 補正予算（第５号）の取組

⑧

④ ＩＣＴ環境整備の加速化

⑤ 公共施設の機能向上

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

○家庭学習用モバイル
　ルータ整備事業
 【学校施設課】

42,903

　ＧＩＧＡスクール構想により，小中学生が学校から貸
与されるタブレット端末を自宅で活用する際，インター
ネット環境がない家庭においても，学びを保障するた
め，貸与可能なモバイルルータを整備する。
　整備台数：1,589台

○印は補助事業，★印は呉市単独事業

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

★大和ミュージアムの
　魅力向上
　【海事歴史科学館学芸課】

150,000

　新型コロナウイルス感染症の影響により来館者が減少
した大和ミュージアムの魅力向上を図るため，戦艦大和
の主砲を削った大型旋盤の寄附を受ける。
　また，大型強度試験機を含めた屋外展示に係る調査・
検討等を進める。

★電子図書館サービスの
　導入
　【中央図書館】

30,000

　新しい生活様式に対応した図書館利用を構築するた
め，利用者が来館しなくても，自宅のパソコンやスマー
トフォンを用いて，紙媒体の書籍と同様に電子書籍の貸
出等が利用できる電子図書館サービスの導入を行う。
　電子書籍タイトル数：約10,000点



４ 補正予算（第５号）の取組

⑨

⑤ 公共施設の機能向上

○印は補助事業，★印は呉市単独事業

事業名等 予算額
(単位：千円)

事業概要

★観光施設等の公衆用
　Ｗi-Ｆi環境整備
　【各施設担当課】

42,837
　ワーケーションなど新しい生活様式に対応するため，
コテージかまがり，コテージ梶ケ浜などの観光施設等に
公衆用Ｗi-Ｆi環境を整備する。

★本庁舎等における庁内
　ネットワーク無線環境
　整備
　【情報統計課】

226,684
　分散勤務の推進及び外部委員等が参加する会議などで
無線環境が提供できるよう，本庁舎や各市民センター等
に庁内ネットワーク無線環境を整備する。


