
・議案第　　　 令和２年度さいたま市一般会計補正予算（第１１号）

令 和 ２ 年 さ い た ま 市 議 会 ６ 月 定 例 会

補 正 予 算 議 案 の 概 要

１４５ 号

（ 追 加 提 出 ）



表紙裏面（白枠で見えないようにカバー）



１ 補正予算の特徴

≪感染拡大防止策と医療提供体制の整備≫

(１) 市の登園自粛要請期間中に認可外保育施設の登園自粛に協力した利

用者等に対し、保育料の一部を市独自に助成します。
① 認可外保育施設運営事業(50,976千円)(Ｐ7)

(２) 新たに保険適用となった抗原検査及び唾液検体を用いたＰＣＲ検査

を含め、増加する検査費用の自己負担分を公費負担します。
① 感染症予防事業(疾病予防対策課)(123,846千円)(Ｐ8)

(３) 妊婦に対するＰＣＲ検査、妊産婦に対する訪問相談やオンラインに

よる保健指導等を実施します。
① 母子保健健診事業(138,190千円)(Ｐ9)

≪雇用の維持と事業の継続等の支援≫

(１) 各区役所の生活困窮に関する相談・支援等を行う「生活困窮者相談

支援員」を増員します。
① 生活困窮者自立支援事業(29,070千円)(Ｐ5)

(２) 就労継続支援事業所（Ｂ型）で働く障害者の減少した工賃分を市独

自に支援します。
① 自立支援給付等事業(24,900千円)(Ｐ5)

(３) 生産活動収入が減少している障害者のための就労継続支援事業所

（Ａ型・Ｂ型）に対し、生産活動の再起に向けて必要となる経費を補

助します。
① 地域生活支援事業(15,000千円)(Ｐ6)

(４) 新型コロナウイルスの感染者が発生するなどした介護サービス事業

所等に対し、介護サービスを継続して提供するために必要な経費を補

助します。
① 老人福祉施設運営補助事業(30,000千円)(Ｐ6)

(５) 低所得のひとり親世帯を支援するため、「ひとり親世帯臨時特別給

付金」を支給します。
① 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業(1,016,360千円)(Ｐ7)

(６)  一定の住居を持たず、経済的に困窮している方に対し、住居を提供

し、就労支援を行います。
① 生活保護執行管理事業(30,301千円)(Ｐ8)

１ 新型コロナウイルス感染症への対応
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(７) 学校の臨時休業によって生じた授業の未実施分を補い、学習の機会

を保障するため、スクールアシスタント等を増員します。
① スクールアシスタント配置事業(108,127千円)(Ｐ9)

② 小学校管理運営事業(教職員人事課)(73,017千円)(Ｐ10)

③ 中学校管理運営事業(教職員人事課)(45,054千円)(Ｐ11)

④ 高等学校管理運営事業(高校教育課)の一部(4,164千円)(Ｐ11)

⑤ 特別支援学校管理運営事業(教職員人事課)(1,554千円)(Ｐ12)

(８) 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に対応できるよう、それら

に係る保健衛生用品や備品等を購入します。
① 教育情報ネットワーク推進事業(86,697千円)(Ｐ10)

② 高等学校管理運営事業(高校教育課)の一部(9,240千円)(Ｐ11)

③ 学校保健事業(172,563千円)(Ｐ12)

１ 新型コロナウイルス感染症への対応
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２ 補正予算の概要

（１）　総括表

（単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

733,284,450 1,959,059 735,243,509

316,697,312 0 316,697,312

126,324,663 0 126,324,663

1,176,306,425 1,959,059 1,178,265,484

（２）　一般会計補正予算の概要

（歳　入） （単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

18 国 庫 支 出 金 240,193,175 1,501,236 241,694,411

22 繰 入 金 22,049,673 457,064 22,506,737

24 諸 収 入 60,493,278 759 60,494,037

733,284,450 1,959,059 735,243,509

（歳　出） （単位：千円）

補正前の額 補正額 合計

3 民 生 費 211,678,814 1,196,607 212,875,421

4 衛 生 費 42,645,945 262,036 42,907,981

10 教 育 費 91,537,510 500,416 92,037,926

733,284,450 1,959,059 735,243,509

款

歳  入  合  計

款

歳　出　合　計

会 計 名

一 般 会 計

合 計

特 別 会 計

企 業 会 計

-3-



（３）　各事業の概要
一般会計

№ 局　名 課 所 室 名 事 務 事 業 名 ページ

1 保健福祉局 生活福祉課 生活困窮者自立支援事業

2 保健福祉局 障害支援課 自立支援給付等事業

3 保健福祉局 障害支援課 地域生活支援事業

4 保健福祉局 介護保険課 老人福祉施設運営補助事業

5 子ども未来局 幼児政策課 認可外保育施設運営事業

6 子ども未来局 子育て支援政策課 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業

7 保健福祉局 生活福祉課 生活保護執行管理事業

8 保健福祉局 疾病予防対策課 感染症予防事業（疾病予防対策課）

9 保健福祉局 地域保健支援課 母子保健健診事業

10 教育委員会事務局 教職員人事課 スクールアシスタント配置事業

11 教育委員会事務局 教育研究所 教育情報ネットワーク推進事業

12 教育委員会事務局 教職員人事課 小学校管理運営事業（教職員人事課）

13 教育委員会事務局 教職員人事課 中学校管理運営事業（教職員人事課）

14 教育委員会事務局 高校教育課 高等学校管理運営事業（高校教育課）

15 教育委員会事務局 健康教育課 学校保健事業

16 教育委員会事務局 教職員人事課 特別支援学校管理運営事業（教職員人事課）

5

6

7

8

9

10

11

12
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

11 18款

24款

-

＜主な事業＞

１　相談体制強化 　[参考]

　生活自立・仕事相談センターの生活困窮者相談支援員 　　事業スケジュール

を各区2名増員します。 ・令和2年7～8月　支援員の募集・採用

・令和2年9月～　 支援員の配置・相談対応

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

11 -

＜主な事業＞

１　就労継続支援Ｂ型工賃支援事業 　[参考]

　就労継続支援事業所（Ｂ型）で働く障害者の減少した 　　事業スケジュール

工賃分について､支援金を支給します。 ・令和2年7月～　申請受付

＜事業の目的・内容＞
　生活困窮者の自立の促進を図るため、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金
の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援を行います。また、「貧困の連鎖」
を防止するため、生活困窮世帯の中学生等を対象とした総合的な学習支援を実施し
ます。

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
生活困窮者からの相談件数が大幅に増加していることから、生活困窮者相談支援員
を増員するため、補正を行うものです。

24,900

事務事業名 自立支援給付等事業 補正額 24,900

補正前予算額 26,810,887

＜事業の目的・内容＞
　障害者総合支援法に基づく自立支援給付、児童福祉法に基づく障害児通所給付等
を実施することにより、障害者の日常生活における自立と社会参加を促進します。

＜補正の目的・内容＞
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響による生産活動の縮小に伴い、工賃が減少
した就労継続支援事業所（Ｂ型）で働く障害者に対し、支援金を支給するための経
費について、補正を行うものです。

事務事業名 生活困窮者自立支援事業 補正額 29,070
局/部/課 保健福祉局/福祉部/生活福祉課

款/項/目 3款 民生費/1項 社会福祉費/2目 社会福祉費 予算書Ｐ. 国庫支出金 21,745

諸収入 74

一般財源 7,251

款/項/目 3款 民生費/2項 障害者福祉費/2目 障害者福祉費 予算書Ｐ.

補正前予算額 309,095

一般財源 24,900

局/部/課 保健福祉局/福祉部/障害支援課

29,070
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

11 18款

＜主な事業＞

１　就労継続支援Ａ･Ｂ型事業所生産活動支援事業 　[参考]

　　事業スケジュール

　生産活動収入が減少している障害者のための就労継続 ・令和2年7月～　補助申請受付

支援事業所に対し、生産活動の再起に向けて必要となる

経費について補助します。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

11 18款

-

＜主な事業＞

１　サービス継続支援事業 　[参考]

　新型コロナウイルスの感染者が発生するなどした介護 　　事業スケジュール

サービス事業所等に対し、感染機会を減らしつつ、介護 ・令和2年7月～　交付申請・交付決定

サービスを継続して提供するために必要な経費につい

て、補助します。

局/部/課 保健福祉局/長寿応援部/介護保険課

款/項/目 国庫支出金 20,000

＜事業の目的・内容＞
　軽費老人ホームを設置する社会福祉法人が、入所者から徴収すべき事務費の一部
を減額した額を助成します。

一般財源

＜事業の目的・内容＞
　障害者が地域で生活するために必要な権利擁護に資する体制を整備するととも
に、障害者総合支援法第77条に規定する相談支援、移動支援、日常生活用具の給
付、地域活動支援センター事業などの地域生活支援事業を実施することにより、障
害者の日常生活における自立と社会参加を促進します。

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により、
生産活動収入が減少している障害者のための就労継続支援事業所（Ａ型・Ｂ型）に
対して、再起に向けて必要となる経費を補助するため、補正を行うものです。

3款 民生費/3項 老人福祉費/3目 老人福祉施設費 予算書Ｐ.

事務事業名 老人福祉施設運営補助事業 補正額 30,000

事務事業名 地域生活支援事業 補正額 15,000

補正前予算額 1,996,061

15,000

款/項/目 3款 民生費/2項 障害者福祉費/2目 障害者福祉費 予算書Ｐ.

局/部/課 保健福祉局/福祉部/障害支援課

国庫支出金 15,000

10,000

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度補正予算（第1次）に伴い、介護サービス事業所等が、新型コロナ
ウイルスの感染機会を減らしつつ、介護サービスを継続して提供するために必要な
費用を補助する経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 110,203

30,000
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

11 -

＜主な事業＞

１　認可外保育施設保育料支援事業 　[参考]

　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、市 　　事業スケジュール

認定保育施設等を除く認可外保育施設の登園自粛に協力 ・令和2年7月上旬～　事業周知

した利用者等に対し、自粛した日数に応じ、保育料の一 　　　　　　　　　　交付申請・交付決定

部を市独自に助成します。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

11 18款

＜主な事業＞

１　ひとり親世帯臨時特別給付金 ２　給付事務等

　以下の①～③の世帯に対し、1世帯当たり5万円、第2子 　臨時特別給付金を給付するために、申請書の審査や給

以降1人当たり3万円を支給します。 付事務委託等を行います。

（基本給付：対象世帯　約9,500世帯）

　また、以下の①②のうち家計が急変し、収入が減少し 　[参考]

た世帯に対し、1世帯当たり5万円を支給します。 　　事業スケジュール

（追加給付：対象世帯　約7,100世帯） ・令和2年7月  　対象者への通知、周知

＜支給対象＞ ・令和2年7月～  基本給付

　①児童扶養手当受給者 ・令和2年8月～　追加給付

　②公的年金等を受給していることにより児童扶養手当

　　の支給を受けていない者

　③家計が急変し、収入が減少したひとり親世帯

事務事業名 認可外保育施設運営事業 補正額 50,976
局/部/課 子ども未来局/幼児未来部/幼児政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/3目 児童福祉施設費 予算書Ｐ. 一般財源 50,976

＜事業の目的・内容＞
　待機児童解消を目的に、ナーサリールーム、家庭保育室及び地域型事業所内保育
施設等の認可外保育施設に対し、安定した施設運営を支援するため、保育の実施に
係る経費等の支給を行います。
＜補正の目的・内容＞
　新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、市の登園自粛要請期間中に認
可外保育施設の登園自粛に協力した利用者等に対し、保育料の一部を市独自に助成
する経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 1,869,137

事務事業名 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業 補正額 1,016,360

50,976

局/部/課 子ども未来局/子ども育成部/子育て支援政策課

款/項/目 3款 民生費/4項 児童福祉費/5目 子育て世帯臨時特別給付金給付費 予算書Ｐ. 国庫支出金 1,016,360

＜事業の目的・内容＞
　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生活を支援するた
め、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、ひとり親世帯臨時特別給付金の給付事業に
要する経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 1,884,889

963,950 52,410
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

-

＜主な事業＞

１　一時生活支援事業 　[参考]

　一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一時的な居 　　事業スケジュール

所の提供等の支援を行います。 ・令和2年度中　  引き続き一時的な居所の提供等

 　　　　　　　　の支援を実施

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

-

＜主な事業＞

１　感染症予防事業 　[参考]

　新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、保険 　　事業スケジュール

適用されたＰＣＲ検査等に係る費用の自己負担分につい ・令和2年度中　検査費用の支払

て、公費負担します。

事務事業名 感染症予防事業（疾病予防対策課） 補正額 123,846
局/部/課 保健福祉局/保健所/疾病予防対策課

款/項/目 4款 衛生費/1項 保健衛生費/2目 予防費 予算書Ｐ. 国庫支出金 61,922

＜事業の目的・内容＞
　感染症の予防及びまん延防止のため、検診、医療費公費負担、啓発指導、感染症
発生動向調査等を行います。

一般財源 61,924

事務事業名 生活保護執行管理事業 補正額 30,301
局/部/課 保健福祉局/福祉部/生活福祉課

款/項/目 3款 民生費/5項 生活保護費/1目 生活保護総務費 予算書Ｐ. 国庫支出金 20,200

一般財源 10,101＜事業の目的・内容＞
　生活保護及び中国残留邦人等支援給付の適正な運営を確保するため、生活保護受
給者に対する自立・就労支援策の整備、各種相談員等の配置による体制強化、診療
報酬明細書の点検強化等による医療扶助の適正化、生活保護法施行事務監査、関係
職員の資質向上のための研修の実施等、各種適正化の取組を推進します。

補正前予算額 472,074

30,301

653,871

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新たに保険適用となった抗原検査及び唾液
検体を用いたＰＣＲ検査を含め、増加する新型コロナウイルス感染症に係る検査費
用の公費負担分について、補正を行うものです。

補正前予算額

123,846

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新型コロナウイルス感染症の拡大により、
一定の住居を持たない生活困窮者からの相談等が当初の見込みを上回っていること
から、一時的な居所の提供等を行うための経費について、補正を行うものです。
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

-

＜主な事業＞

１　不安を抱える妊婦へのＰＣＲ検査 ３　オンラインによる保健指導等

　不安を抱える妊婦がかかりつけ産婦人科医と相談し、 　不安や悩みを抱える妊産婦等に対し、タブレット端末

本人が希望する場合、分娩前にＰＣＲ検査を受けるため を用いて、オンラインでの学級等の開催や保健指導等を

の費用を助成します。 行います。

２　ウイルスに感染した妊産婦に対する寄り添い型支援 　[参考]

　　事業スケジュール

　新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対し、退院後､ ・令和2年8月  　検査等の開始

助産師、保健師等による自宅への継続的な訪問、電話等

を通じ、不安や孤立感の解消、育児技術の提供等を行い

ます。

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

24款

-

＜主な事業＞

１　学習保障に必要な人的体制の強化 　[参考]

　感染症対策と学習保障の両立を図るため、スクールア 　　事業スケジュール

シスタントを配置します。 ・令和2年7月～令和3年3月

　スクールアシスタントの配置

事務事業名 母子保健健診事業 補正額 138,190
局/部/課 保健福祉局/保健所/地域保健支援課

款/項/目 4款 衛生費/1項 保健衛生費/2目 予防費 予算書Ｐ. 国庫支出金 137,723

＜事業の目的・内容＞
　母子保健法に基づき、母子保健の向上を図るため、妊産婦や乳幼児及びその保護
者を対象とする各種保健事業、保健指導、健康診査等を実施します。

一般財源 467

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、妊婦に対するＰＣＲ検査、妊産婦に対する
訪問相談やオンラインによる保健指導等を実施する経費について、補正を行うもの
です。

補正前予算額 1,603,040

事務事業名 スクールアシスタント配置事業 補正額 108,127

933136,800

457

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/3目 教育指導費 予算書Ｐ. 国庫支出金 34,856

＜事業の目的・内容＞
　全ての市立小・中・特別支援学校にスクールアシスタントを配置します。また、
学校の多様なニーズに応じたスクールアシスタントの配置に努め、学校教育の更な
る充実を図ります。

諸収入 320

一般財源 72,951

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、学校の臨時休業によって生じた授業の未実
施分を補うために、スクールアシスタントを追加配置する経費について、補正を行
うものです。

補正前予算額 505,245

108,127
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

-

＜主な事業＞

１　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等 　[参考]

　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る備品を 　　事業スケジュール

購入します。 ・令和2年7月～　備品の購入

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

24款

-

＜主な事業＞

１　学習保障に必要な人的体制の強化 　[参考]

　感染症対策と学習保障の両立を図るため、スクール・ 　　事業スケジュール

サポート・スタッフを配置します。 ・令和2年7月～令和3年3月

　スクール・サポート・スタッフの配置

事務事業名 教育情報ネットワーク推進事業 補正額 86,697
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教育研究所

款/項/目 10款 教育費/1項 教育総務費/4目 教育研究所費 予算書Ｐ. 国庫支出金 43,348

一般財源 43,349＜事業の目的・内容＞
　市立小・中・特別支援学校において、児童生徒の確かな情報活用能力をはぐくむ
教育に必要な最新の教育ＩＣＴ環境の研究及び整備を行うとともに、ＩＣＴを効果
的に活用した指導事例の蓄積と共有を進め、教員のＩＣＴ活用指導力の更なる向上
を図ります。また、校務の効率化を推進する校務システムの研究及び運用を行いま
す。

事務事業名 小学校管理運営事業（教職員人事課） 補正額 73,017

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、学校再開に際して感染症対策・学習保障等
を学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、それらに係る備品の購入経費に
ついて、補正を行うものです。

補正前予算額 1,343,923

86,697

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

款/項/目 10款 教育費/2項 小学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ. 国庫支出金 22,148

＜事業の目的・内容＞
　全ての市立小学校における学校図書館運営を充実させるとともに、非常勤講師の
配置により、適正な学校運営の確保を図ります。また、スクール・サポート・ス
タッフの配置により、学校職員の負担軽減を図ります。

諸収入 216

一般財源 50,653

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の強化を図
ることで純増する学校職員の負担を軽減するため、スクール・サポート・スタッフ
が未配置の市立小学校に、新規に配置する経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 153,235

73,017
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

13 18款

24款

-

＜主な事業＞

１　学習保障に必要な人的体制の強化 　[参考]

　感染症対策と学習保障の両立を図るため、スクール・ 　　事業スケジュール

サポート・スタッフを配置します。 ・令和2年7月～令和3年3月

　スクール・サポート・スタッフの配置

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15 18款

24款

-

＜主な事業＞

１　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等 　[参考]

　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る保健衛 　　事業スケジュール

生用品や備品等を購入します。 ・令和2年7月～　備品等の購入

　　　　　　　　非常勤講師、スクール・

２　学習保障に必要な人的体制の強化 　　　　　　　　サポート・スタッフの配置

　感染症対策と学習保障の両立を図るため、非常勤講

師、スクール・サポート・スタッフを配置します。

事務事業名 中学校管理運営事業（教職員人事課） 補正額 45,054
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

款/項/目 10款 教育費/3項 中学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ. 国庫支出金 13,666

＜事業の目的・内容＞
　全ての市立中学校における学校図書館運営を充実させるとともに、非常勤講師の
配置により、適正な学校運営の確保を図ります。

諸収入 133

一般財源 31,255

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の強化を図
ることで純増する学校職員の負担を軽減するため、市立中学校に、スクール・サ
ポート・スタッフを新規に配置する経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 109,122

45,054

事務事業名 高等学校管理運営事業（高校教育課） 補正額 13,404
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/高校教育課

款/項/目 10款 教育費/4項 高等学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ. 国庫支出金 5,896

＜事業の目的・内容＞
　市立高等学校及び中等教育学校の管理運営に要する経費で、消耗品費、光熱水
費、通信運搬費、非常勤講師に係る報酬等を支払います。

諸収入 12

一般財源 7,496

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、学校再開に際して感染症対策・学習保障等
に必要な経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 365,109

9,240

4,164
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（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15 18款

-

＜主な事業＞

１　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等 　[参考]

　学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る保健衛 　　事業スケジュール

生用品や備品等を購入します。 ・令和2年7月～　備品等の購入

（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

15 18款

24款

-

＜主な事業＞

１　学習保障に必要な人的体制の強化 　[参考]

　感染症対策と学習保障の両立を図るため、スクール・ 　　事業スケジュール

サポート・スタッフを配置します。 ・令和2年7月～令和3年3月

　スクール・サポート・スタッフの配置

1,554

事務事業名 学校保健事業 補正額 172,563
局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/健康教育課

款/項/目 10款 教育費/7項 保健体育費/2目 学校保健費 予算書Ｐ. 国庫支出金 86,281

＜事業の目的・内容＞
　児童生徒が健康で有意義な学校生活を送ることができるように、学校保健安全法
に基づき、水質検査等の環境検査の実施や保健室の円滑な管理・運営を行います。

一般財源 86,282

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、学校再開に際して感染症対策・学習保障等
を学校長の判断で迅速かつ柔軟に対応できるよう、それらに係る保健衛生用品や備
品等の購入経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 94,402

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（教職員人事課） 補正額 1,554

172,563

＜補正の目的・内容＞
　国の令和2年度第2次補正予算に伴い、新型コロナウイルス感染症対策の強化を図
ることで純増する学校職員の負担を軽減するため、特別支援学校に、スクール・サ
ポート・スタッフを新規に配置する経費について、補正を行うものです。

補正前予算額 4,476

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/教職員人事課

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ. 国庫支出金 471

＜事業の目的・内容＞
　全ての特別支援学校における学校図書館運営を充実させるとともに、非常勤講師
の配置により、適正な学校運営の確保を図ります。

諸収入 4

一般財源 1,079
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この冊子は４２０部作成し、１部当たりの印刷経費は、４８円（概算）です。


