
 
 
 

令和２年７月 第２回市議会臨時会 

議案等概要 

 

１ 日  程 

（１） 招 集 告 示        ７月１４日（火） 

 

（２） 開 会         ７月１７日（金） 

２  提出案件 

(１) 報 告           １件 

  １ 専 決 処 分           １件 

  

 (２) 議       案           ２件 

１ 補 正 予 算          １件 

２ 財 産 の 取 得          １件 

 

 

計                ３件 

 

 

 

 

土 浦 市 
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提 出 案 件 一 覧 

報 告 

【専決処分 １件】 

１  報告第２４号 専決処分の承認について（令和２年度土浦市一般会計補正予算(第６回)） 

 

議 案 

【補正予算 １件】 

 １ 議案第５０号 令和２年度土浦市一般会計補正予算（第７回） 

 

【財産の取得 １件】 

１ 議案第５１号 財産の取得について（常備消防用災害対応特殊救急自動車購入） 
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令和２年第２回市議会臨時会 報告 

 

  
 

  

【専決処分 １件】 

１ 報告第２４号 専決処分の承認について 

（令和２年度土浦市一般会計補正予算(第６回)）     

 

 

 

☆予算総括表
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

 一般会計 66,169,747 279,873 66,449,620

107,964,747 279,873 108,244,620

会　計　別

合　　計　（全会計）

一般会計歳入歳出予算
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

国庫支出金 22,800,230 279,873 23,080,103

66,169,747 279,873 66,449,620

民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,974,584 191,456 35,166,040

商工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,521,637 88,417 1,610,054

66,169,747 279,873 66,449,620

合　　計

区　　　分

歳 入

合　　計

歳 出
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令和２年第２回市議会臨時会 議案 

   ※専決処分日：令和 2年 7月 3日 

 

 

  
 

【補正予算 １件】  

１ 議案第５０号 令和２年度土浦市一般会計補正予算（第７回） 

 

 

一　般　会　計　　　

国県支出金 地方債 その他 一般財源

3　民生費 2　児童福 4　母子父子 191,456 191,456 ひとり親世帯臨時特別給付金事業（新型コロナ 191,456
祉費 福祉費

6　商工費 1　商工費 2　商工業振 88,417 88,417 0 商工業振興育成新型コロナウイルス感染症対 88,417
興費

一般財源 0

令和２年度第６回補正予算（令和２年７月３日専決）　概要

補正予算額 備　　考

（単位：千円）

補正予算の財源内訳

0 0

ウイルス感染症対策)（こども福祉課）
・ひとり親世帯臨時特別給付金事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により，心身に大きな負担
が生じているひとり親世帯に対する臨時特別給付金の増
　消耗品　　　　　　　　　　       　  　   　　50千円
　郵送料　　　　　　　　　　　               　111千円
　振込手数料　　　　　　　　               　355千円
　システム改修委託料　　　　　　　　 　1,000千円
　ひとり親世帯臨時特別給付金　　189,940千円
【歳入】
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金（国庫支出
金）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　189,940千円
ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金（国庫支出
金）　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　1,516千円

款 目項

歳出合計 279,873 279,873

策事業（商工観光課）
・新型コロナウイルス感染症対策中小企業信用保証料補助金
交付事業
　県が行う「茨城県パワーアップ融資」を利用する中小企業へ
の信用保証料補助（補助率1/2）に同調し，市として市内利用者
に対する信用保証料補助（補助率1/2）の増
　4月1日専決では，県予算額に準じて補正を行ったが，予測よ
り融資が増加したことに伴い予算額に不足が生じるため，増額
補正するもの
　決算見込112,800千円－当初補正額24,383千円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝88,417千円
【歳入】
商工業振興費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交
付金(国庫支出金)　　　　　　　　　　　　　　　　88,417千円

0

☆予算総括表
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

 一般会計 66,449,620 435,436 66,885,056

108,244,620 435,436 108,680,056

会　計　別

合　　計　（全会計）
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一般会計歳入歳出予算
（単位：千円）

補正前 補正額 補正後

国庫支出金 23,080,103 858,795 23,938,898

寄付金 300,002 1,000 301,002

繰越金 628,873 △ 424,359 204,514

66,449,620 435,436 66,885,056

総務費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,551,825 15,300 4,567,125

民生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,166,040 83,292 35,249,332

衛生費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,361,833 20,456 5,382,289

土木費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,058,270 28,136 5,086,406

教育費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,171,733 288,252 6,459,985

66,449,620 435,436 66,885,056

合　　計

区　　　分

歳 入

合　　計

歳 出

一　般　会　計　　　

国県支出金 地方債 その他 一般財源

2　総務費 1　総務管理 9　企画費 1,135 1,000 135 企画費関係新型コロナウイルス感染症対策事業（政 1,135
費

0 2,000 ▲ 2,000 企画費関係新型コロナウイルス感染症対策事業（政 0
既存予算の

財源更正

10　事務管理 4,164 3,748 416 事務管理費関係新型コロナウイルス感染症対策事業 4,164
費

20　防災費 770 770 地域防災関係事業（総務課） 770

9,231 8,308 923 地域防災対策整備事業（総務課） 9,231

3　民生費 2　児童福祉 2　児童福祉 83,292 79,127 4,165 出産育児特別給付金給付事業（新型コロナウイルス 83,292
費 対策費

3　児童手当 0 55,675 ▲ 55,675 就学前児童に対する臨時給付金支給事業（新型コロ 0

費 既存予算の
財源更正

策企画課）
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため，ＧＣＦを募り，集まった
寄付金を財源とし，市内の障害者施設に設置する非接触型体温計購
入費
　消耗品費　1,050千円
　委託料　　　 　85千円
【歳入】
　ふるさと土浦応援寄付金　　　　　　　　　　　　　　　　1,000千円

・防災行政無線が聞こえにくい家庭や事業所への受信機設置に係る
手数料の増
　手数料　38.5千円×20基＝770千円

・災害時の避難所における感染リスク低減を図るための消耗品費の増
　消耗品費（プライバシーテント，エアマット等）　9,231千円
【歳入】
　防災費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　8,308千円

感染症対策）（こども相談課）
・新型コロナウイルス感染症対策に係る特別定額給付金の基準日以
降に生まれた子（基準日の翌日からR3.4.1までの間に生まれた子）に
対し特別定額給付金と同額の10万円を支給するための給付費及び給
付に伴う事務費
　給付費　100千円×830人＝83,000千円
　事務費　292千円×1式＝292千円
【歳入】
　児童福祉対策費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　79,127千円

ナウイルス感染症関係独自給付）（こども福祉課）
【既存予算の財源更正】※補正予算額61,861千円
・児童手当を受給する世帯の0～5歳児に対する食費負担の支援
【歳入】（既存予算の財源更正）
　児童手当費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　55,675千円

（政策企画課）
・新型コロナウイルス感染症の職場内感染拡大防止のため，自宅等で
のテレワーク実施を可能にする環境整備のための消耗品費，通信運
搬費，システム使用料の増
　消耗品費　484千円
　通信運搬費　1,242千円
　システム使用料　2,438千円
【歳入】
　事務管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　3,748千円

策企画課）
【既存予算の財源更正】※補正予算額3,080千円
・買物難民の支援を目的とした，移動スーパー等を展開する事業者に
対する助成金
【歳入】
　企画費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国庫支出金）　　2,000千円

令和２年度第７回補正予算（令和２年第２回臨時会）　概要

補正予算額 備　　考

（単位：千円）

補正予算の財源内訳
款 目項
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4　衛生費 1　保健衛生 2　予防費 9,533 8,580 953 予防費関係新型コロナウイルス対策事業（健康増進 9,533

費

5　健康増進 8,603 7,743 860 健康増進事業費関係新型コロナウイルス対策事業 8,603
事業費

6　母子保健 ▲ 1,546 ▲ 1,546 母子保健事業（健康増進課） ▲ 1,546
事業費

3,866 3,570 296 母子保健事業費関係新型コロナウイルス対策事業 3,866

6　商工費 1　商工費 2　商工業振 0 13,050 ▲ 13,050 クラウドファンディング支援事業（新型コロナウイルス 0
興費 既存予算の

財源更正

0 330,195 ▲ 330,195 プレミアム付商品券発行事業（新型コロナウイルス対 0
既存予算の

財源更正

7　土木費 1　都市計画 2　都市計画 28,136 25,322 2,814 地域交通関連事業者等運行継続緊急支援事業（新 28,136
費 総務費

9　教育費 1　教育総務 2　事務局費 5,400 5,160 240 情報教育関係事業（学務課） 5,400
費

1,490 1,490 0 学務課関係新型コロナウイルス感染症対策事業 1,490

2　小学校費 1　学校管理 114,960 109,316 5,644 ＧＩＧＡスクール構想推進事業（学務課） 114,960
費

（健康増進課）
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため，集団検診の受診者を抽選
としたことから，落選者を医療機関検診に切り替えることに伴う委託料
の増
　役務費（郵送料）　　@84円×2,523人＝212千円
　委託料　胃がん検診　3,860千円×1式＝3,860千円
　　　　　　 子宮がん検診　367千円×1式＝367千円
　　　　　　 乳がん検診　4,164千円×1式＝4,164千円
【歳入】
　健康増進事業費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　7,743千円

・4か月児健診(集団検診)の中止に伴う不用額の減
　報償費　▲1,546千円

型コロナウイルス対策）（都市計画課）
・新型コロナウイルス感染症の拡大により深刻な影響を受けているバ
ス事業者等に対し，事業継続の支えとして支給する給付金
　路線バス事業者　13,386千円×1式＝13,386千円
　タクシー事業者　3,350千円×1式＝3,350千円
　観光バス事業者　4,000千円×1式＝4,000千円
　運転代行事業者　2,600千円×1式＝2,600千円
　観光バス・貸切バス事業者　4,800千円×1式＝4,800千円
【歳入】
　都市計画総務費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　25,322千円

・新型コロナウイルス感染症拡大により再び休校となった場合に備え，
インターネット接続環境がない児童生徒の家庭に接続環境を提供する
ための消耗品費の増
　消耗品費
　　　　貸出用モバイルWi-Fiルーター　18千円×300台＝5,400千円
【歳入】
　公立学校情報機器整備費補助金(国庫支出金)　　　3,000千円
　事務局費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　2,160千円

（学務課）
・新型コロナウイルス感染症拡大により再び休校となった場合に備え，
学校のネットワーク環境を強化するための通信運搬費
　通信運搬費　1,490千円
【歳入】
　事務局費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　1,490千円

・児童生徒に1人1台端末を配備するGIGAスクール構想や学校休業時
のオンライン学習に備え，情報通信ネットワーク環境の強化を図るた
めの校内ネットワーク工事費
　工事費　校内通信ネットワーク工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　114,960千円×1式＝114,960千円
【歳入】
　公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(国庫支出金)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58,515千円
　学校管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　50,801千円

対策）（商工観光課）
【既存予算の財源更正】※補正予算額14,500千円
・クラウドファンディングを活用し資金調達を推進する土浦市商店街連
合会に対する補助金
【歳入】（既存予算の財源更正）
　商工業振興費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　13,050千円

（健康増進課）
・コロナウイルス感染拡大により乳児対象に行っている集団健診が中
止となっているため，医療機関健診を実施し健診機会を確保するため
の委託料等
　役務費（郵送料，国保連審査支払手数料）　138千円×1式
　委託料　乳児検診　3,728千円×1式＝3,728千円
【歳入】
　乳幼児健康診査個別実施支援事業費補助金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (国庫支出金)　　902千円
　母子保健事業費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　2,668千円

策）（商工観光課）
【既存予算の財源更正】※補正予算額366,883千円
・流行収束後の消費喚起と事業者支援を図るため，10,000円に50％の
プレミアムを付した商品券を発行する土浦商工会議所に対する補助金
【歳入】（既存予算の財源更正）
　商工業振興費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　330,195千円

課）
・市施設に配備するアルコール消毒液，非接触型体温計等の消耗品
費並びに体表面温度測定器の備品購入費等の増
　消耗品費（感染予防対策物品）　3,549千円
　医療廃棄物処理委託料　20千円×8月×1.1＝176千円
　備品購入費　880千円×6基×1.1＝5,808千円
【歳入】
　予防費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　8,580千円
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24,500 23,275 1,225 小学校新型コロナウイルス感染症対策事業（学務課） 24,500

2　教育振興 27,366 27,366 学校IT推進事業（学務課） 27,366
費

3　中学校費 1　学校管理 80,498 75,212 5,286 ＧＩＧＡスクール構想推進事業（学務課） 80,498
費

12,500 11,875 625 中学校新型コロナウイルス感染症対策事業（学務課） 12,500

2　教育振興 14,440 14,440 学校IT推進事業（学務課） 14,440
費

3,676 3,676 0 指導課関係新型コロナウイルス感染症対策事業 3,676

6　保健体育 4　学校保健 3,422 3,251 171 学校保健管理費新型コロナウイルス感染症対策事業 3,422

費 管理費

5　学校給食 0 88,222 ▲ 88,222 学校給食センター管理運営事業 0
費 既存予算の

財源更正

一般財源 ▲ 424,359

　●繰越金　▲424,359千円

（学務課）
・学校での感染症対策のためのマスク，非接触型体温計等の消耗品
費
　消耗品費　3,422千円×1式＝3,422千円
【歳入】
　学校保健特別対策事業費補助金(国庫支出金)　　　1,711千円
　学校保健管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付
金　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　1,540千円

（第一・二給食センター）
【既存予算の財源更正】※補正予算額▲88,222千円
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て家庭の生活を
市独自で支援するための市立幼稚園及び市立小中学校給食費２か月
分の免除
【歳入】（既存予算の財源更正）
　学校給食費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　88,222千円

・感染リスクを最小限にしながら十分な教育活動を継続し，児童生徒の
学びを保障する上で必要な体制整備を図るための消耗品費，通信運
搬費及び備品購入費
　消耗品費（アクリルパネル，サーキュレーター等）
　　　　　　　　　　14,616千円×1式＝14,616千円
　通信運搬費（教材配布）　4,983千円×1式＝4,983千円
　備品購入費（パーテーション）　4,901千円×1式＝4,901千円
【歳入】
　学校保健特別対策事業費補助金(国庫支出金)　　　12,250千円
　学校管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　11,025千円

・GIGAスクール構想に基づき児童生徒1人1台端末環境を整備し，資
質・能力を一層確実に育成できる教育ICT環境を実現するためのパソ
コン使用料の増
　パソコン使用料　27,366千円×1式＝27,366千円

・児童生徒に1人1台端末を配備するGIGAスクール構想や学校休業時
のオンライン学習に備え，情報通信ネットワーク環境の強化を図るた
めの校内ネットワーク工事費
　工事費　校内通信ネットワーク工事　80,498千円×1式＝80,498千円
【歳入】
　公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金(国庫支出金)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,637千円
　学校管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　47,575千円

・感染リスクを最小限にしながら十分な教育活動を継続し，児童生徒の
学びを保障する上で必要な体制整備を図るための消耗品費，通信運
搬費及び備品購入費
　消耗品費（アクリルパネル，サーキュレーター等）
　　　　　　　　　　6,366千円×1式＝6,366千円
　通信運搬費（教材配布）　3,593千円×1式＝3,593千円
　備品購入費（パーテーション）　2,541千円×1式＝2,541千円
【歳入】
　学校保健特別対策事業費補助金(国庫支出金)　　　6,250千円
　学校管理費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　5,625千円

・GIGAスクール構想に基づき児童生徒1人1台端末環境を整備し，資
質・能力を一層確実に育成できる教育ICT環境を実現するためのパソ
コン使用料の増
　パソコン使用料　14,440千円×1式＝14,440千円

（指導課）
・新型コロナウイルス感染症拡大による修学旅行の延期・日程変更に
伴う取消料について，保護者の経済的負担の軽減を図るため旅行業
者に支払う補償金
　補償金（修学旅行取消料）　3,676千円×1式＝3,676千円
【歳入】
　教育振興費新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(国庫支出金)　　3,676千円

435,436 0858,795 ▲ 424,3591,000歳出合計
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【財産の取得 １件】                            

 

 

 

１ 議案第５１号 財産の取得について（常備消防用災害対応特殊救急自動車購入） 

 

名 称 常備消防用災害対応特殊救急自動車購入 

契 約 金 額 39,050,000円 

契 約 の 相 手 方  

土浦市大町 12－22 

 茨城日産自動車株式会社 県南法人営業部 

 次長 繁藤 光也 

契 約 の 方 法  随意契約 

【参考】 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得に関する条例 

      第 2条 予定価格 1億 5,000万円以上の工事又は製造の請負契約 

      第 3条 予定価格 2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ，売払い 

(土地については，1件 5,000平方メートル以上) 


