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【一般会計 歳出】63億8,200余万円の増額　累計2,573億3,900余万円
今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費や７月17日に「SDGs 未来都市」及

び「自治体 SDGs モデル事業」に選定されたことを受けて SDGs の普及啓発などを行う経費、決算剰余
金を活用した経費などが中心に計上された。
歳出では、まず、新型コロナウイルス感染症対策に要する経費として、新しい生活様式に対応した観

光客受入環境の充実に取り組む宿泊事業者を支援する安心して過ごせる観光地づくり推進事業費、感染
拡大に備えた保健師の追加配置や感染症患者移送用自動車を購入する経費、公共施設や避難所で感染拡
大防止を図るための経費、新型コロナウイルス感染症対策基金積立金、救護施設職員慰労金給付事業費
などが計上された。
次に、自治体 SDGs モデル事業として、高梁川流域圏域で、地域の課題解決に取り組む人材の育成等

を行う経費やオープンデータを活用して住民自らが身近な地域の防災マップを作成できるシステムを整
備する経費、官民が連携して災害廃棄物処理初動マニュアルの作成等を行う経費、環境問題に対する意
識を啓発するための絵本や雑がみ分別袋を作成する経費などが計上された。
さらに、真備地区の復興関連経費として避難経路等確保事業費、緊急自然災害防止対策として河川、

水路、排水機場、ため池の改修等を行う経費や７月の大雨で被害を受けた公園等の復旧に要する経費、
総合福祉会館整備事業費、マイナンバーカードを活用した住民票等発行機器導入経費が計上されたほか、
農業施設、道路、河川、公園、学校・園施設の単独公共事業費の追加分、財政調整基金積立金などが計
上された。また、公立認定こども園や中学校、共同調理場の調理業務委託事業費などについて債務負担
行為が計上されるとともに、適正な工期を確保するための繰越明許費が併せて計上された。
歳入では、繰越金や地方交付税、国・県支出金、市債などが計上されたほか、財政調整基金により財

源の調整がされた。この結果、一般会計では60億6,000余万円の増額となり、累計では2,570億1,600
余万円（前年度同期比121.2％）となった。
　また、議会最終日に新型コロナウイルス感染症対策としての補正予算（案）が追加提案され、３億2,200
余万円の増額となり、累計では2,573億3,900余万円（前年同期比121.4％）となった。

【令和2年度9月定例会】9月1日～30日までの30日間で審査
　倉敷市議会９月定例会が９月１日～９月30日の30日間で開催されました。今議会では、令和２年度一般会計補
正予算（案）などを含め、予算関係３件、条例関係６件、事件関係９件、決算関係11件、報告２件の都合31件が
提案されました。
　そして、一般質問４日間を行い、一般質問最終日には、報告事項２件を了承し、請願２件が追加され、各常任
委員会にて審査した結果、すべての議案について可決し、請願については、１件が採択、もう１件は不採択とな
りました。議会最終日には、予算関係１件、事件関係１件、人事関係２件、発議２件が追加され、可決・同意し
ました。
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〈平成30年７月豪雨等災害関連経費〉

事　　業　　名 令和２年度６月
追加補正予算までの額 令和２年度９月補正予算額

災害救助関係経費 24億9,005万円 250万円
　災害弔慰金等給付事業 1億9,250万円 250万円
災害復旧費 132億8,097万円 －
その他災害関連経費 335億2,563万円 600万円
　避難経路等確保事業 3億1,549万円 600万円

合　計 492億9,665万円 850円
平成30年7月豪雨以降の災害関連経費 (実績+予算 ) の累計 493億515万円

※ 個別事業名は、令和２年度９月補正予算事業に対応したものを掲載しています。そのため、令和２年
度６月追加補正予算までの額は、各区分の計及び合計に一致しません。

〈新型コロナウイルス感染症対策経費〉

事　　業　　名 令和２年度６月
追加補正予算までの額 令和２年度９月補正予算額

特別定額給付金給付事業 485億8,480万円 －
子育て世帯臨時特別給付金給付事業 6億8,112万円 －
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 5億9,676万円 －
出産育児応援特別定額給付金給付事業 2億9,399万円 －
保育士等特別支援給付金給付事業 1億9,163万円 －
事業継続支援金交付事業 16億4,163万円 －
ふんばる事業者応援事業 2億円 －
倉敷市「お店を応援☆キャッシュレスでお得」事業 5億1,000万円 －
ぼっけぇお得な「倉敷みらい旅」事業 1億円 －
公共施設感染症対策事業 4億3,090万円 6,128万円
新型コロナウイルス感染症対策基金積立金 500万円 1,238万円
児島市民交流センター管理運営事業 － 1,390万円
玉島市民交流センター管理運営事業 － 950万円
環境交流スクエア管理運営事業 － 2,400万円
災害備蓄品整備事業 3,833万円 464万円
救護施設職員慰労金給付事業 － 90万円
感染症対策事業 5,974万円 852万円
山陽ハイツ運営事業 210万円 1,045万円
安心して過ごせる観光地づくり推進事業 － 6,000万円
観光施設管理運営事業 620万円 3,567万円
救急高度化推進整備事業 800万円 3,342万円
修学旅行等キャンセル料負担金 － 3,160万円
小１グッドスタート事業 － 337万円
医療従事者等慰労金 － 6,600万円
高齢者インフルエンザ等予防接種事業 － 3億2,259万円

合　計 543億9,352万円 6億9,822万円
新型コロナウイルス感染症対策経費の累計 550億9,174万円

※ 個別事業名は、令和２年度６月追加補正予算までの主な事業と令和２年度９月補正予算事業に対応した
ものを掲載しています。
　そのため、令和２年度６月追加補正予算までの額は、各区分の計及び合計に一致しません。
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〈一般会計補正予算〉　～主な歳出の概要～
創：倉敷みらい創生戦略事業　　公：市長公約関連事業

創 公 自治体SDGsモデル事業 新規

　７月17日に倉敷市が「SDGs 未来都市」及び「自治体 SDGs モデル事業」に選定されたことを受けて、次の
事業を実施します。

【普及啓発事業】 1,342万円
　リーフレットや啓発用物品などを作成します。
【課題解決人材創出事業】 900万円
　 　地域の課題解決に取り組む人材の育成や地元金
融機関によるコミュニティビジネスへの関わり方
の研究などを行います。
【高梁川流域職員合同研修事業】 60万円
　流域自治体職員を対象に研修を行います。
【防災力強化事業】 1,100万円
　 　防災関連のオープンデータを活用した地図情報
に、防災情報等を加えることで、地域の防災マッ
プを作成できるシステムを整備します。
【環境意識啓発事業】 410万円
　 　大学と連携し、環境をテーマとした絵本や雑が
み分別紙袋を作成します。
【災害廃棄物官民連携事業】 480万円
　 　災害発生時の廃棄物処理対応力向上のため、官
民連携の初動マニュアルや市民向けハンドブック
を作成します。

事業費　4,292万円
主な経費 事業運営委託料　印刷製本費

担 当 課

企画財政局　企画経営室
総務局　人事課、防災推進課
環境リサイクル局　環境政策課
　　　　　　　　　一般廃棄物対策課

公 オリンピック ･パラリンピック教育推進事業
小・中学校でパラリンピアン
等による講演会やパラスポー
ツの体験会を実施します。
【実施予定校】
　 連島北小学校、味野小学校、
川辺小学校、新田中学校、
連島中学校、味野中学校

事業費　90万円
主な経費 報償費
担 当 課 教育委員会　保健体育課

安心して過ごせる観光地づくり推進事業 新規

新しい生活様式に対応した
観光客受入環境の充実等に
取り組む宿泊事業者に対し
て助成します。

　上限200万円
　補助率4／5

事業費　6,000万円
主な経費 補助金
担 当 課 文化産業局　観光課

公 災害備蓄品整備事業
避難所での感染症対策
として、非接触型体温
計等を購入します。

事業費　464万円
主な経費 消耗品
担 当 課 総務局　防災推進課

公 総合福祉会館整備事業
新総合福祉会館（仮称）
の建築工事を行います。
※ 倉敷児童館、有城荘、
ふじ園の複合施設と
して整備（令和４年
度開館予定）

事業費　４億9,627万円【債務負担行為】　７億4,473万円
主な経費 工事費　工事監理委託料
担 当 課 保健福祉局　保健福祉推進課

完成イメージ図
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公 避難経路等確保事業
末政川の堤防改修に併せ
て、避難時に支障となる狭
あい道路を解消し、安全な
避難経路を確保します。

真備町有井６号線

事業費　600万円【債務負担行為】　２億1,160万円
主な経費 物件補償費
担 当 課 建設局　土木課

公 ため池防災減災事業
農業用水の確保を図
りつつ、防災・減災
対策の強化を図るた
めに、ため池の改修・
縮小・廃止を行いま
す。

事業費　2,450万円
主な経費 工事費
担 当 課 文化産業局　観光課

証明書交付事業 拡大

本庁舎内に、マイナンバー
カードを利用して住民票等
を取得できる機器を設置し
ます。

事業費　517万円
主な経費 証明書発行機器整備委託料
担 当 課 市民局　市民課

単独公共事業
農業施設、道路、河川、公園、学校園などの整備費
を追加します。
あわせて、河川、水路などの緊急自然災害防止対策
を行います。

事業費　8億5,752万円
主な経費 工事費　測量設計委託料　修繕料

担 当 課
文化産業局　耕地水路課
建設局　公園緑地課　土木課
教育委員会　教育施設課

鷺の尾池

災害復旧事業
令和２年７月の大雨によ
り被災した林地及び公園
施設の復旧を行います。
【林地】玉島　960万円
【公園施設】
　 高梁川水江、西阿知、
西原広場　6,400万円

事業費　7,360万円
主な経費 工事費

担 当 課 文化産業局　農林水産課
建設局　公園緑地課

福田東排水機場

公 浸水対策事業
緊急自然災害防止対策として、排水機場の改修等を
行います。

福田東排水機場 １億1,800万円　　　　
大西排水機場 6,000万円　　　　

事業費　1億7,800万円
主な経費 工事費

担 当 課 建設局　土木課
文化産業局　耕地水路課

福田東排水機場 大西排水機場


