１２月３日現在

緊急対応

新型コロナウィルスに伴う
高 梁 市 の 取 り 組 み
中小企業向け支援
●中小企業等事業継続の支援
●雇用安定のための助成
●企業相談の専門家派遣
●旅行商品造成販売の支援
●マイナンバー取得促進

市民生活向け支援
●妊産婦への支援
●ひとり親家庭への支援
●特別定額給付
●離職者などへの住宅確保支援
●食事券の配布

感染拡大の防止
●避難所の感染予防対策
●庁舎等公共施設の感染予防対策
●マスク購入などの支援
●医療機関などへの衛生資機材支援
●感染症患者の受入れ準備支援
●事業者への感染防止対策支援

教育の発展
●小中学校へ１人１台のパソコン配備
●ＧＩＧＡスクールサポーターの配置
●学校のオンライン授業等環境の整備
●修学旅行キャンセル料支援

新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策
新型コロナウイルス感染症に係る支援として、国の交付金を活用し、感染の拡大防
止、生活支援、経済支援、教育の発展などについて対応するものです。

【１２月補正分】
＜一般会計・１０号補正＞
★歳出予算・・・・▲２８，８６６千円
○中小企業向け支援

▲５７，９４７千円

○市民生活支援

▲２３，０１８千円

○感染拡大の防止
○教育の発展

４３，３９０千円
８，７０９千円

★歳入予算・・・・▲２８，８６６千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ７，６４６千円
○国補助金

▲２２，０１８千円

○その他

▲１４，４９４千円

＜養護老人ホーム特別会計・１号補正＞
★歳出予算・・・・２，０８９千円
○感染拡大の防止

２，０８９千円

★歳入予算・・・・２，０８９千円
○国補助金

２，０８９千円

＜特別養護老人ホーム特別会計・１号補正＞
★歳出予算・・・・２，９６８千円
○感染拡大の防止

２，９６８千円

★歳入予算・・・・２，９６８千円
○国補助金

２，９６８千円
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【１１月補正分】（１１/２７議決）
＜一般会計・９号補正＞
★歳出予算・・・・５７，５４２千円
○中小企業向け支援

５０，１００千円

○感染拡大の防止

７，４４２千円

★歳入予算・・・・５７，５４２千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ５６，２６２千円
○国補助金

１，２８０千円

【１０月補正分・専決】（１０/９専決）
＜一般会計・８号補正＞
★歳出予算・・・・１２，０００千円
○中小企業向け支援

１２，０００千円

★歳入予算・・・・１２，０００千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １２，０００千円
【９月補正分・追加】（９/８議決）
＜一般会計・７号補正＞
★歳出予算・・・・９，９３８千円
○感染拡大の防止

９，９３８千円

★歳入予算・・・・９，９３８千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
【９月補正】（９/８議決）
＜一般会計・６号補正＞
★歳出予算・・・・１７３，０７６千円
○中小企業向け支援

５１，７１６千円

○市民生活向け支援

１５，０００千円

○感染拡大の防止
○教育の発展

１０１，５１４千円
４，８４６千円

-2-

９，９３８千円

★歳入予算・・・・１７３，０７６千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １１４，６７１千円
○国・県補助金

２９，１２５千円

○その他

２９，２８０千円

＜国民健康保険成羽病院事業会計・１号補正＞
★歳出予算
○感染拡大の防止

２２，９８８千円

★歳入予算
○県補助金

２２，９８８千円

【７月補正・専決】（７/１５専決）
＜一般会計・５号補正＞
★歳出予算・・・・３０，１３６千円
○市民生活向け支援

３０，１３６千円

★歳入予算・・・・３０，１３６千円
○国補助金

３０，１３６千円

【６月補正分・追加】（６/２３議決）
＜一般会計・４号補正＞
★歳出予算・・・・１６３，５００千円
○中小企業向け支援
○感染拡大の防止

１５５，０００千円
８，５００千円

★歳入予算・・・・１６３，５００千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １６３，５００千円
【６月補正分】 （６/２３議決）
＜一般会計・３号補正＞
★歳出予算・・・・２７２，２８１千円
○中小企業向け支援

１８９，１２０千円

○市民生活向け支援

２４，９７４千円
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○感染拡大の防止

３７，１３０千円

○教育の発展

２１，０５７千円

★歳入予算・・・・２７２，２８１千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 １４８，５８７千円
○市町村連携事業者支援交付金 ７４，０００千円
○国・県補助金

２５，２４６千円

○財政調整基金繰入金

２２，９４８千円

○その他

１，５００千円

＜国民健康保険特別会計・１号補正＞
★歳出予算
○傷病手当の支給

１，１０９千円

★歳入予算
○県補助金

１，１０９千円

【５月補正・専決】 （５/２９専決）
＜一般会計・２号補正＞
★歳出予算・・・・６０，８１６千円
○教育の発展

６０，８１６千円

★歳入予算・・・・６０，８１６千円
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 ２４，９９６千円
○国補助金

３５，８２０千円

【５月補正分】 （５/１議決）
＜一般会計・１号補正＞
★歳出予算・・・・３，０９６，９５８千円
○市民生活向け支援
○感染拡大の防止

３，０３６，５５９千円
６０，３９９千円

★歳入予算・・・・３，０９６，９５８千円
○国補助金

３，０３５，８１６千円
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○その他

２５，７４０千円

○財政調整基金繰入金

２２，５２８千円

○福祉基金繰入金

１２，８７４千円

【３月補正分・追加】 （３/２４議決）
＜一般会計・６号補正＞
★歳出予算・・・・２３，０２６千円
○市民生活向け支援
○感染拡大の防止

１７，４０５千円
５，６２１千円

★歳入予算・・・・２３，０２６千円
○国補助金
○財政調整基金繰入金

６，０００千円
１７，０２６千円
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❶＜中小企業向け支援＞
事業名

高梁巡り旅行商品
造成・販売助成事業

中小企業等事業
継続支援事業

雇用安定助成事業

担当課

産業観光課

産業観光課

産業観光課

目的

新型コロナウイルス感染症の拡
新型コロナウイルス感染症によ
大により低迷している観光需要 新型コロナウイルス感染症に起 り、事業活動の縮小を余儀なく
の喚起のため、市内旅行業者 因する影響をうけた中小企業 された事業主が、休業手当を
による市内発着の旅行ツアー 等に対する支援金の支給
支給する場合に、国の給付額
の造成などに対する支援
に対する上乗せ

概要

前年度比20％売り上げが減少
１旅行あたり１０万円
した市内中小企業等への支給 国の支給額に３％の上乗せ支
（宿泊が伴う場合には２０万円）
中小企業２０万円
給
小規模事業者１０万円

事業費

２，０００千円（６月補正）

９７，１２０千円
177,120千円（６月補正）
▲80,000千円（１２月補正）

２２，０００千円
5,000千円（６月補正）
5,000千円（９月補正）
12,000千円(10月補正・専決)

事業名

企業支援専門家派遣事業

高梁市事業者応援事業

学校給食地場産品活用事業

担当課

産業観光課

産業観光課

教育総務課
こども未来課

目的

新型コロナウイルス感染症によ
り影響を受けている事業者へ、
支援制度等の周知のための専
門家派遣支援

新型コロナウイルス感染症の影
響により売上額が減少している
市内事業者を支援するととも
に、市内消費の拡大を図るた
め、市内店舗で使用できる商
品券を配布

新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴う経済対策として売り上
げが減少している地場産品を
学校給食に提供

概要

市内の学校施設等（幼稚園、
高梁商工会議所、備北商工会
こども園、保育園含む）に地場
市民一人当たり５，０００円の商
が開催する相談会等への専門
産品を給食として提供
品券配布
家派遣費用の支援
（学校給食２,０３１千円、児童
施設５９４千円）

事業費

５，０００千円（６月補正）

「地域活性×梁（かけはし）商品券」

１５５，０００千円
（６月補正・追加）
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２，６２５千円（９月補正）

事業名

日本遺産推進事業

住宅リフォーム補助事業
「新しい生活様式支援」

マイナンバーカード取得促進・
消費喚起事業

担当課

日本遺産・歴まち推進室

産業振興課

産業振興課

目的

日本遺産に認定された成羽町
吹屋地域のストーリーを経済・
観光の関係団体、公共交通機
関、行政などの多様な主体と
連携し、吹屋地域の魅力向上
と活力創出の取り組みを行い、
地域活性化をすすめる

「新しい生活様式」を取り組み
やすくする居住環境の向上、地
域経済の活性化、地元企業の
雇用維持のための住宅リフォー
ム補助

マイナンバーカードの普及により
デジタル化への推進を図るとと
もに、市内経済の活性化を進
めるため、既取得者及び新規
申請者に市内店舗で使用でき
る商品券を配布

概要

高梁市日本遺産推進協議会
への補助など

２０万円以上の工事に対し補
助率１０％（上限額３０万円）

既取得者、新規申請者に
５，０００円の商品券（まいにゃ
んばー商品券）配布

５０，１００千円（１１月補正）

事業費

１９，０９１千円（９月補正）

２５，０００千円（９月補正）

事業名

観光関連特定事業者
継続支援事業

中小企業資金融資
利子補給事業

担当課

産業振興課

産業振興課

目的

新型コロナウイルス感染症の影
響をうけている観光関連業（宿
泊業、運送業）に対し、事業の
継続と経営の安定化を図るた
めの支援

個人事業主等が新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、制度
融資を受けた場合に対する利
子補給

概要

宿泊業 ：客室数に応じて
２０万円～１２０万円
貸切バス：大型５０万円/台
小型２０万円/台
タクシー ：１０万円/台
旅行業 ：５０万円/人

利子補給対象融資限度額
１社 １，０００万円

事業費

２０，４００千円（１２月補正）

１，６５３千円（１２月補正）
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❷＜市民生活向け支援＞
事業名

障害者日中一時支援事業

高齢者等在宅生活支援事業

ようこそ赤ちゃん
応援給付事業

担当課

福祉課

介護医療連携課
健康づくり課

健康づくり課

目的

新型コロナウイルス感染症等の
地域活動支援センター内や障
拡大に伴う外出自粛による生
害者日中一時支援での新型コ
活不活性化を防ぐため、運動、
ロナウイルス感染症等の感染
栄養、休養をはじめとする正し
拡大防止のための支援
い生活習慣の啓発

概要

消毒液の購入

生活習慣病予防、フレイル予
防のための健康動画の放送

新型コロナウイルス感染症が拡
大する中、出産に伴う不安や
経済的な問題などに対処する
ため、新生児を対象とした給付
金の支給

新生児1人につき10万円
衛生資機材の配布

事業費

２７８千円（６月補正）

４，４００千円（６月補正）

１４，０２７千円（６月補正）

事業名

ひとり親家庭臨時特別
給付事業

障害児通所等給付事業

特別定額給付金支給事業

担当課

こども未来課

福祉課

感染症対策室

目的

新型コロナウイルス感染症の拡
新型コロナウイルス感染症の拡
新型コロナウイルス感染症の拡
大に伴う臨時休校によるデイ
大により影響を受けているひとり
大に伴う、簡素な仕組みで迅
サービス利用の増加に対する
親家庭に対する給付
速かつ的確な家計の支援
障害者通所給付費の支援

概要

児童扶養手当受給者1人当た
利用日数増による追加補正
り3万円

事業費

５，４４２千円（６月補正）

８２７千円（６月補正）
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１人あたり１０万円

２，９７９，２９２千円
3,002,310千円（5月補正）
▲23,018千円（12月補正）

事業名

住居確保給付金事業

子育て世帯臨時特別
給付事業

（長期休校による学童保育開所）

担当課

福祉課

こども未来課

こども未来課

目的

新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、離職などにより経済
的に困窮し住宅を喪失または
失うおそれがある方に一定期
間（原則3ヶ月）家賃相当額を
支給

概要

１月あたり支給上限
単身世帯 ３万１千円
２人世帯 ３万７千円
３人世帯 ４万円

放課後児童健全育成事業

新型コロナウイルス感染症の影
響を受けている子育て世帯の 市内小学校の長期休校対応で
生活を支援する取り組みとし
開所した学童保育の賃金、委
て、児童手当を受給する世帯 託料
に一時金を支給

児童１人当たり１万円

賃金、委託料

(世帯人数により支給上限変動）

事業費

２，９７０千円（５月補正）

事業名

子育て世帯に対する
外出支援食事券事業
「家族でほっこり！応援事業」

３１，２７９千円（５月補正）

５，０００千円
（３月補正・追加）

ひとり親世帯臨時特別
給付金支給事業

有害鳥獣被害防止事業

担当課

産業観光課

こども未来課

農林課有害鳥獣対策室

目的

新型コロナウイルス感染症拡大
防止による臨時休校やイベント
自粛に伴う影響から、子供たち
の外出機会の創出と市内消費
の喚起を図る

新型コロナウイルス感染症の影
響により、ひとり親世帯等の子
育て負担の増加や収入の減少
に対する支援のため、臨時特
別給付金を支給

鳥獣害対策のこれまでの努力
が無にならないために、地域住
民が新型コロナウイルス感染症
等の感染拡大防止対策のス
テージを十分踏まえながら実
施する、必要な防護捕獲活動
や設備に対する補助

市民一人あたり（１８歳未満）
３，０００円の食事券配布

・ワイヤーメッシュ柵の設置
１世帯５万円、第２子以降１人
補助基本額５００円／ｍ以内
につき３万円（家計が急変し収
・野猿侵入防止柵及び複合柵
入が減少している世帯は１世帯
の設置
５万円を追加）

概要

資材購入費の３分の２以内

事業費

１２，４０５千円
（３月補正・追加）

３０，１３６千円
（７月補正・専決）
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１５，０００千円（９月補正）

❸＜感染拡大の防止＞
事業名

遠隔会議システム整備事業

避難所感染症対策事業

公共施設等感染予防事業

担当課

企画政策課

防災復興推進課
福祉課

理財課
社会教育課

目的

指定避難所や福祉避難所にお
新型コロナウイルス感染症等の
庁舎等公共施設での新型コロ
ける新型コロナウイルス感染症
拡大防止のために外部との遠
ナウイルス感染症等の防止の
等の感染防止のための防災資
隔会議を実施するための整備
ための資機材の整備
機材の整備

概要

マイク、ヘッドホンセット、スピー 間仕切り、非常用バッテリー、
カーなど
大型扇風機など

サーモグラフィーカメラ、サーマ
ルカメラ

事業費

６３２千円（６月補正）

４５，５８４千円
1,135千円（５月補正）
3,875千円（６月補正）
40,574千円（９月補正）

事業名

保育施設等感染防止事業

学校施設等感染防止事業

感染症予防事業

担当課

こども未来課

学校教育課

健康づくり課

３，７３６千円（６月補正）

目的

保育施設等内での新型コロナ 学校施設内での新型コロナウイ 新型コロナウイルス感染症等の
ウイルス感染症等の感染防止 ルス感染症等の感染防止のた 感染防止のための資機材の整
のための資機材や施設の整備 めの資機材や施設の整備
備

概要

マスク、消毒液などの購入
エアコン等の整備

事業費

３８，１６４千円
1,000千円（３月補正・追加）
402千円（５月補正）
16,150千円（６月補正）
16,022千円（９月補正）
4,590千円（１２月補正）

マスク、消毒液などの購入
エアコン等の整備

５１，０９８千円
330千円（５月補正）
5,195千円（６月補正）
26,023千円（９月補正）
19,550千円（１２月補正）
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アルコール消毒、フェイスシー
ルド、パルスオキシメーター、防
護服などの整備
３６，０５１千円
4,621千円（３月補正・追加）
19,918千円（５月補正）
6,042千円（６月補正）
2,500千円（６月補正・追加）
2,970千円（９月補正）

事業名

感染症対応病床等準備事業

マスク券購入事業

店舗内感染拡大防止
支援事業

担当課

介護医療連携課

感染症対策室

産業観光課

目的

新型コロナウイルス感染等の症
新型コロナウイルス感染症等の 拡の蔓延防止のため、市民に
患者の受入れ準備に対する支 対するマスク購入機会の提供
援
を創出するための購入券の発
行

新型コロナ感染症等の感染拡
大防止対策に取り組む事業者
（飲食店、交通事業者等）に対
する支援

概要

１床当たり１０万円を限度に支
１世帯１枚の購入券の発行
援

飛沫防止対策のための施設整
備などに対する補助
（補助率１/２ 上限１０万円）

事業費

１，５００千円（６月補正）

３８，６１４千円（５月補正）

６，０００千円
（６月補正・追加）

事業名

災害時情報発信システム
整備事業

移住定住促進事業

予防接種促進事業

担当課

防災復興推進課

住もうよ高梁推進課

健康づくり課

目的

災害時において市民一人一人
に最適な避難行動の促進を進
め、避難所における新型コロナ
ウイルス等の感染拡大防止を
図るための、災害情報の迅速
かつ正確で幅広い情報発信を
行うシステムの整備

概要

・１３歳～１８歳
メール、ライン、ＳＮＳ等の一元
オンラインを行うための、端末、 4,000円／人の助成
的に情報発信システム整備
システム利用料 など
・１９歳～６４歳
など
1,500円／人の助成

事業費

５，５０１千円（９月補正）

新型コロナウイルス感染症とイ
ンフルエンザが同時に流行する
新型コロナウイルス感染症等の
ことを防ぐとともに、外来医療体
感染拡大防止のため、移住相
制への負担軽減を図るため、
談会等をオンラインで実施する
現在支援措置のない年齢層へ
ための整備
行うインフルエンザ予防接種に
対する補助

２４１千円（９月補正）
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１１，１６８千円
1,230千円（９月補正）
9,938千円（９月補正・追加）

事業名

サテライトオフィス
シェアオフィス整備事業

救急搬送用医療器具
購入事業

障害者総合支援事業

担当課

産業振興課

消防総務課

福祉課

目的

新型コロナウイルス感染症等の
感染拡大防止のため、企業等
が空き店舗・空き家等を活用し
て実施するテレワークのできる
環境（サテライトオフィス）を整
備するための補助

概要

サテライトオフィス等の整備に
ストレッチャー取付式簡易アイ
対する補助（補助率１／２ 上
消毒液などの整備
ソレター装置、オゾン発生装置
限１，０００千円）

新型コロナウイルス感染症患者
等の救急搬送に係る防護策及 新型コロナウイルス感染症等の
び隊員の二次感染防止のため 感染拡大防止のための資機材
の感染症患者搬送資機材の の整備
整備

事業費

５，０００千円（９月補正）

３，８１３千円（９月補正）

１４０千円（９月補正）

事業名

マイナンバーカード取得促進・
消費喚起事業

老人保健施設等
感染防止事業

緊急通報システム整備事業

担当課

市民課

介護医療連携課

消防総務課

目的

マイナンバーカードの普及により
救急隊員、医療従事者等への
デジタル化への推進を図るとと
老人保健施設等での新型コロ 感染拡大防止のため、遠隔手
もに、市内経済の活性化を進
ナウイルス感染症等の感染拡 話サービスの支援となる、
めるため、既取得者及び新規
大防止のための施設整備
「NET119緊急通報システム」
申請者に市内店舗で使用でき
を整備
る商品券を配布

概要

既取得者、新規申請者に
５，０００円の商品券（まいにゃ
んばー商品券）配布

事業費

７，４４２千円（１１月補正）

換気扇、エアコンの整備

１４，２４７千円（１２月補正）
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NET119緊急通報システム整
備

４，１９８千円（１２月補正）

事業名

屋外イベント感染防止事業

確定申告感染防止事業

担当課

社会教育課

税務課

目的

屋外でイベント等を開催する場
確定申告会場における感染防
合に、「３密」を避けるための資
止のための資機材購入
機材を購入

概要

テント、スピーカーなど

事業費

６３３千円（１２月補正）

アクリル仕切板

１７２千円（１２月補正）
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④＜教育の発展＞
事業名

遠隔学習機能強化事業

ＧＩＧＡスクール構想事業

ＧＩＧＡスクールサポーター
配置支援事業

担当課

教育総務課

教育総務課
学校教育課

学校教育課

目的

新型コロナウイルス感染症等の
新型コロナウイルス感染症等の
拡大に伴う臨時休校において
拡大に伴う臨時休校に対する
も、ＩＣＴの活用により学習環境
オンライン授業等のための設備
を整えるため生徒１人につき１
の整備
台のパソコンなどの配備

概要

マイク、スピーカーなど

パソコン１，０５３台モバイル
ルーター３００台

事業費

１，０７８千円（６月補正）

７６，６２３千円
60,816千円（５月補正（専決））
15,807千円（６月補正）

事業名

修学旅行キャンセル料
保護者負担軽減事業

学校インターネット回線
増強事業

担当課

学校教育課

教育総務課

目的

予定していた修学旅行を新型
ＧＩＧＡスクール構想による児
コロナウイルスの感染症拡大の
童、生徒の端末増加に伴う、イ
ため中止したことにより発生す
ンターネット環境の増強
るキャンセル料等に係る補助

概要

予約した宿泊施設、交通手段
学習系インターネット回線を増
等を解約した場合に発生する
強
違約金などに対する補助

事業費

４，８４６千円（９月補正）

８，７０９千円（１２月補正）
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新型コロナウイルス感染症等の
拡大に伴う臨時休校において
も、ＩＣＴの活用により学習環境
を整えるためのサポーターの配
置

サポーター２名配置

４，１７２千円（６月補正）

【
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399,989千円

向け支援

中小企業

１

９月補正

１１月補正

・「新しい生活様式」を取り組みやすくする居住環境の向上、地域経済の活性化、地元
企業の雇用維持のための住宅リフォーム補助
＜２０万円以上の工事に対し補助率１０％（上限額３０万円）＞
・デジタル化への対応等のため、マイナンバーカード交付済者及び申請者に対し消費
喚起を目的として商品券を配布
＜5,000円の商品券（まいにゃんばー商品券）配布＞

５０，１００千円

１２月補正

１２月補正

・新型コロナウイルス感染症の影響をうけている観光関連業（宿泊業、運送業）に対
し、事業の継続と経営の安定化を図るための支援
＜部屋数、ﾊﾞｽ等の台数に応じて支援＞
・個人事業主等が新型コロナウイルス感染症の影響により、制度融資を受けた場合に
対する利子補給

２０，４００千円

１，６５３千円

中小企業資金融資利子補給事業

11

２５，０００千円

観光関連特定事業者継続支援事業

「まいにゃんばー商品券」

マイナンバー取得促進・消費喚起事業

「新しい生活様式支援」

住宅リフォーム補助事業

10

9

8

９月補正

・市内の学校施設等（幼稚園、こども園、保育園含む）に地場産品を給食として
提供
＜学校給食２０３１食、児童施設６６０食＞

９月補正

１９，０９１千円

日本遺産推進事業

7

６月補正・追加

・市内事業者の支援と市内消費の拡大を図るための市内店舗で使用できる商品券の
配布
＜市民一人当たり５，０００円の商品券配布＞

６月補正

・「ジャパンレッド」発祥の地として日本遺産の認定を受けた吹屋地域の魅力向上と活
力創出のための取組支援

２，６２５千円

１５５，０００千円

・高梁商工会議所、備北商工会が開催する相談会等への専門家派遣費用の支援

５，０００千円

学校給食地場産品活用事業

「地域活性化×梁（かけはし）商品券」

高梁市事業者応援事業

企業支援専門家派遣事業

６月補正(5,000千円)
９月補正(5,000千円)
10月補正・専決(12,000千円)

６月補正（177,120千円）
１２月補正（▲80,000千円）

・新型コロナウイルス感染症に起因する影響（前年度比20％売り上げが減少）をうけた
中小企業等に対する支援
＜中小企業２０万円 小規模事業者１０万円＞
・事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業手当を支給する場合に国の給付
額に対する上乗せ支援
＜国の支給額に３％の上乗せ支給＞

６月補正

】

・市内旅行業者による市内発着の旅行ツアーの造成などに対する支援
＜１旅行あたり１０万円 宿泊が伴う場合には２０万円＞

２２，０００千円

6

5

4

雇用安定助成事業

９７，１２０千円

中小企業等事業継続支援事業

2

3

２，０００千円

高梁巡り旅行商品造成・販売助成事業

1

+１.７億円（９月補正)+０.１億円（９月補正・追加）＋０.１億円（10月補正・専決）＋０.６億円（11月補正）＋▲０.３億円（12月補正）

０.２億円（3月補正）＋３１億円（５月補正）＋０.６億円（５月補正・専決）＋２.７億円（６月補正）＋１.６億円（６月補正・追加）＋０.３億円（７月補正・専決）

緊急経済対策等予算規模：３８.７億円

【一般会計 ３月補正、５月補正、６月補正、７月補正、９月補正、１０月補正、１１月補正、１２月補正】

高梁市「新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策等」
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3,101,056千円

向け支援

市民生活

２

２，９７０千円

住居確保給付事業

7

放課後児童健全育成事業

１５，０００千円

有害鳥獣被害防止事業

11

12

１２，４０５千円

５，０００千円

３０，１３６千円

「家族でほっこり！応援事業」

外出支援食事券事業

（長期休校による学童保育開所）

ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業

10

9

３１，２７９千円

2,979,292千円

特別定額給付支給事業

6

子育て世帯臨時特別給付事業

８２７千円

障害児通所等給付事業

5

8

５，４４２千円

１４，０２７千円

４，４００千円

２７８千円

ひとり親家庭臨時特別給付事業

ようこそ赤ちやん応援給付事業

高齢者等在宅生活支援事業

障害者日中一時支援事業

4

3

2

1

・地域住民が新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止対策のステージを十分踏
まえながら実施する、必要な防護捕獲活動や設備に対する補助

＜１世帯５万円、第２子以降１人につき３万円＞
＜（家計が急変し収入が減少している世帯は１世帯５万円）＞

・ひとり親世帯等の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援のため、
臨時特別給付金を支給

・子供たちの外出機会の創出と市内消費の喚起を図るための食事券配布
＜市民一人あたり（１８歳未満）３，０００円の食事券配布＞

・市内小学校の長期休校対応による開所措置

・子育て世帯の生活を支援するための児童手当を受給する世帯に一時金を支給
＜児童１人当たり１万円＞

９月補正

７月補正・専決

３月補正・追加

３月補正・追加

５月補正

５月補正

５月補正（3,002,310千円）
12月補正（▲23,018千円）

・緊急的な家計の支援
＜１人あたり１０万円＞

・離職などにより経済的に困窮し住宅を喪失等した者に対する家賃相当額の支援
＜単身世帯：３万１千円、２人世帯：３万７千円、３人世帯：４万円＞

６月補正

６月補正

６月補正

６月補正

６月補正

・臨時休校によるデイサービス利用の増加に対する障害者通所給付費支援

・ひとり親家庭に対する給付支援
＜児童扶養手当受給者1人当たり3万円＞

・出産に伴う不安や経済的な問題などに対処するための新生児を対象とした給付支
援
＜新生児1人につき10万円、衛生資機材の配布＞

・外出自粛による生活不活性化を防ぐための生活習慣の啓発
＜生活習慣病予防、フレイル予防のための健康動画の放送＞

・地域活動支援センター内や障害者日中一時支援での感染拡大防止対策
＜消毒液の購入＞
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273,934千円

の防止

感染拡大

３

・学校施設内での感染症等の感染防止のための資機材の整備
＜マスク、消毒液など＞

・感染防止のための資機材の整備
＜アルコール消毒、フェイスシールド、パルスオキシメーター、防護服など＞

５１，０９８千円

３６，０５１千円

学校保健特別対策事業

感染症予防事業

９月補正

９月補正(1,230千円)
９月補正・追加(9,938千円)

９月補正

・感染拡大防止対策に取り組む事業者（飲食店、交通事業者等）に対する支援
＜補助率１/２ 上限１０万円＞

・災害時等に迅速・正確に情報発信を行うため、メール、ライン等一元的に情報発信
するためのシステム等の整備

・新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のため、移住相談会等をオンラインで
実施するための整備
・新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を防ぐため、インフル
エンザワクチンの予防接種費用の一部を助成
＜13歳～18歳：4,000円／人、19歳～64歳：1,500円／人の助成＞
・市内の空き店舗等を活用してサテライトオフィスやシェアオフィス等のテレワーク環境
を整備するもの等への補助
＜補助率１／２ 上限１，０００千円＞

６，０００千円

５，５０１千円

２４１千円

１１，１６８千円

５，０００千円

３，８１３千円

店舗内感染拡大防止支援事業

災害時情報発信システム整備事業

移住定住促進事業

予防接種促進事業

サテライトオフィス・シェアオフィス整備事業

救急搬送用医療器具購入事業

9

10

11

12

13

14

・救急搬送に係る防護策及び隊員の二次感染防止のための搬送資機材等の購入

９月補正

９月補正

６月補正・追加

５月補正

３８，６１４千円

マスク購入券事業

8

・市民に対するマスク購入機会の提供を創出するための購入券の発行
＜１世帯１枚の購入券の発行＞

１，５００千円

６月補正

３月補正・追加（4,621千円）
５月補正（19,918千円）
６月補正（6,042千円）
６月補正・追加（2,500千円）
９月補正(2,970千円)

５月補正（330千円）
６月補正（5,195千円）
９月補正(26,023千円)
１２月補正（19,550千円）

感染症対応病床等準備事業

・新型コロナウイルス感染症等の患者の受入れ準備に対する支援
＜１床当たり１０万円＞

・保育施設内での感染症等の感染防止のための資機材の整備
＜マスク、消毒液など＞

３８，１６４千円

保育施設等感染防止事業

３月補正・追加（1,000千円）
５月補正（402千円）
６月補正（16,150千円）
９月補正(16,022千円)
１２月補正（4,590千円）

６月補正

５月補正（1,135千円）
６月補正（3,875千円）
９月補正(40,574千円)

・指定避難所や福祉避難所における感染症等の感染防止のための防災資機材の整
備
＜間仕切り、非常用バッテリー、大型扇風機など＞
・庁舎等公共施設での感染症等の防止のための資機材の整備
＜サーモグラフィーカメラ、サーマルカメラ＞

６月補正

・外部との遠隔会議を実施するための整備
＜マイク、ヘッドホンセット、スピーカーなど＞

３，７３６千円

４５，５８４千円

６３２千円

公共施設等感染予防事業

避難所感染症対策事業

遠隔会議システム整備事業

7

6

5

4

3

2

1
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95,428千円

発展

教育の

４

5

4

3

４，１７２千円

４，８４６千円

８，７０９千円

ＧＩＧＡスクールサポーター配置支援事業

修学旅行キャンセル料
保護者負担軽減事業

学校インターネット回線増強事業

７６，６２３千円

１，０７８千円

遠隔学習機能強化事業

1

ＧＩＧＡスクール構想事業

・確定申告会場における感染防止のための資機材購入

１７２千円

確定申告感染防止事業

20

2

・屋外でイベント等を開催する場合に、「３密」を避けるための資機材を購入

６３３千円

屋外イベント感染防止事業

19

・ＧＩＧＡスクール構想による児童、生徒の端末増加に伴う、インターネット環境の増強

・小・中学校、市立高校において修学旅行のキャンセル料が発生した場合の保護者
への補助

・ＩＣＴの活用により学習環境を整えるためのサポーターの配置
＜サポーター２名配置＞

・ＩＣＴの活用により学習環境を整えるため生徒１人につき１台のパソコンなどの配備
＜パソコン１，０５３台、モバイルルーター３００台＞

・オンライン授業等のための設備の整備
＜マイク、スピーカーなど＞

１２月補正

・救急隊員、医療従事者等への感染拡大防止のため、遠隔手話サービスの支援とな
る、「NET119緊急通報システム」を整備

４，１９８千円

緊急通報システム整備事業

18

１２月補正

９月補正

６月補正

５月補正・専決（60,816千円）
６月補正（15,807千円）

６月補正

１２月補正

１２月補正

１２月補正

・老人保健施設等での新型コロナウイルス感染症等の感染拡大防止のための施設整
備

１１月補正

・デジタル化への対応等のため、マイナンバーカード交付済者及び申請者に対し消費
喚起を目的として商品券を配布
＜5,000円の商品券（まいにゃんばー商品券）配布＞

７，４４２千円

１４，２４７千円

９月補正

・障害者施設等における新型コロナウイルス感染症等の感染防止のための資機材の
整備

１４０千円

老人保健施設等感染防止事業

「まいにゃんばー商品券」

マイナンバー取得促進・消費喚起事業

障害者総合支援事業

17

16

15
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・救急搬送用医療器具購入事業 など

・サテライトオフィス・シェアオフィス整備事業

・予防接種促進事業

・災害時情報発信システム整備事業

・ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業

「新しい生活様式支援」

・住宅リフォーム補助事業

・学校給食地場産品活用事業

【予算総額 2億2,500万円】

本市の経済対策

国の２次補正に対応しつつ

感染第２波への備えとしての

社会経済活動の継続と

第４弾

（7/15専決、9/8議決、10/9専決）

・中小企業者に対する融資利子補給事業

（⾧期休校による学童保育開所）

・放課後児童健全育成事業

「家族でほっこり!応援事業」

・外出支援食事券事業

【予算総額 2,300万円】

本市独自に緊急対応

国の予算成立を待つことなく

第１弾 （3/24議決）

市内消費喚起施策の実施

持って緊急対応

・緊急通報システム整備事業 など

・保育施設等感染防止事業

・中小企業資金融資利子補給事業

・観光関連特定事業者継続支援事業

・マイナンバーカード取得促進・消費喚起事業

【予算総額 2,860万円】

市内消費喚起施策の継続

特定事業者への支援と

社会経済活動の継続と感染拡大防止のための

（11/27議決、12月議会）

第５弾

・マスク購入券事業 など

・感染症予防事業

・避難所感染症対策事業

・子育て世帯臨時特別給付事業

・住居確保給付事業

・特別定額給付支給事業

・店舗内感染拡大防止支援事業 など

・感染症対応病床等準備事業

・ひとり親家庭臨時特別給付事業

・ようこそ赤ちやん応援給付事業

「地域活性化×梁（かけはし）商品券」

・高梁市事業者応援事業

・雇用安定助成事業

・中小企業等事業継続支援事業

・高梁巡り旅行商品造成・販売助成事業

【予算総額 4億3,500万円】

新しい生活様式の定着と

本市独自に緊スピード感を

【予算総額 31億5,700万円】

感染拡大の防止と社会経済活動を維持のため

第３弾
（6/23議決）

国の補正予算や県の経済対策に対応しつつ

（5/1議決、5/29専決）

第２弾

（第１弾～第５弾）

高梁市「新型コロナウイルス感染症」緊急経済対策等の段階別対応

高梁市 総務部 理財課
〒716-8501
高梁市松原通 2043 番地
TEL：0866-21-0206
FAX：0866-23-1555
http：//www.city.takahashi.lg.jp

