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魚津市プレスリリース 令和２年11月30日

魚津市補正予算（案）について

（12月定例会 提出案件）

12月定例会に提出する補正予算を編成しましたので、以下のとおりお知らせします。

＜12月補正予算のポイント＞

① コロナ対策・第６弾（経済対策、感染症対策等）

② コロナ禍の影響への対応（イベント中止等、指定管理者への支援、使用料等収入の減）

③ 人件費を含むその他の補正（人勧に伴う期末手当0.05月カット等）

【補正内容】

１

既定額 補正額 合計 主な歳出項目

22,220,466 354,381 22,574,847

＜①コロナ対策：106,343千円＞

■プレミアム付飲食券発行

■新しい生活様式を踏まえた

経済活動支援（増額・拡充）

■魚津の宿泊割引事業（魚旅・期間延長）

■高齢者等へのＰＣＲ検査助成

■臨時休校等対応用モバイルＷｉ-Ｆｉ整備

■外国人技能実習生等受入支援

ほか５事業

＜②コロナ禍の影響への対応：28,932千円＞

■イベント中止等に伴う事業費の減額

・じゃんとこい魚津まつりほか38事業

■指定管理者への支援

・ありそドーム（＋18,507）

・魚津総合公園等（＋10,387）

・新川学びの森天神山交流館（＋1,816）

■使用料等収入の減収対応

・魚津水族館入場料（▲30,295・繰出金増）

・埋没林博物館入場料（▲13,627・財源更正）

・駅南駐車場使用料（▲9,190・財源更正）

・市民バス運行使用料（▲3,844・財源更正）

＜③人件費を含むその他の補正：219,106千円＞

■人勧に伴う期末手当の減

■その他人件費（育休による減等）

■ふるさと寄附（増額）

■有料化を見据えた旧小学校等体育施設改修

■ＲＰＡ開発・導入事業

■農業者オンライン申請環境整備支援

ほか20事業

27,000

20,000

15,000

4,027

3,854

3,750

32,712

▲32,073

30,710

30,295

▲5,200

▲21,999

130,000

5,000

2,574

932

107,799

１ 一般会計補正予算 （単位：千円）
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【補正内容】

２

歳入項目 補正額 主な財源

使用料及び手数料 ▲26,661

■市民バス運行使用料

■駅南駐車場使用料

■埋没林博物館入場料

▲3,844

▲9,190

▲13,627

国庫支出金 68,840

■地方創生臨時交付金（第２次補正分）

■生活保護費負担金

■障がい者自立支援給付費負担金

■公立学校情報機器整備費補助金

■地方創生臨時交付金（国庫補助事業市負担分）

■疾病予防対策事業費等補助金

■国民年金事務費交付金

■生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

■障がい者総合支援事業費補助金

27,308

16,867

15,000

3,560

2,027

2,000

1,100

739

239

県支出金 3,598

■障がい者自立支援給付費負担金

■農村地域防災減災事業費補助金

■富山県まちづくり総合支援事業補助金

■経営所得安定対策推進指導費補助金

■社会に学ぶ14歳の挑戦事業補助金

■後期高齢者保険基盤安定拠出金

7,500

2,000

1,337

932

▲480

▲7,691

寄付金 130,000 ■ふるさと寄附金 130,000

繰入金 ▲12,517 ■地域づくり基金繰入金 ▲12,517

その他 33,972

■市町村振興協会新型コロナウイルス対策臨時交付金

■多面的機能支払交付金地元返還金

■水の学び舎ツアー等参加者負担金

■井原市児童交流事業参加者負担金

33,926

226

▲80

▲100

繰越金 157,149

２ 補正財源 （単位：千円）
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３

【参考：これまでの新型コロナウイルス感染症対策】

＜第１弾：４月専決＞ 計 4,300,000千円

■特別定額給付金
■子育て世帯臨時特別給付金
■新型コロナ感染症拡大防止協力金
■災害備蓄用品整備（感染症対策物品購入）

4,180,000
60,000
50,000
10,000

＜第２弾：５月臨時会＞ 計 68,000千円

■新型コロナ感染症拡大防止協力金（上乗せ分）
■ひとり親家庭等応援給付金
■中小企業金融対策事業（保証料助成）
■高齢者生活支援事業（買い物代行サービス補助）

46,000
11,000
10,000
1,000

＜第３弾：６月定例会＞ 計 421,667千円

■応援チケット付商品券発行
■ＩＣＴ環境整備（ＧＩＧＡスクール）
■災害備蓄用品整備（避難所感染防止）
■住居確保給付金
その他６事業分

270,000
110,038
13,504
4,000
24,125

＜第４弾：７月臨時会＞ 計 274,273千円

■小中学校給食費支援（２学期分）
■ひとり親世帯臨時特別給付金
■観光誘客促進事業
■マイナポイント活用促進プレミアムポイント付与事業
■新生児特別定額給付金
その他14事業分

69,534
35,000
22,000
20,450
20,000
107,289

＜第５弾：９月定例会（追加提案含む）＞ 計 325,316千円

■上下水道料金等減免（４か月分）
■小中学校ICT環境整備（教員PC、電子黒板等）
■避難所等公衆無線LAN整備
■飲食店等感染症拡大防止対策補助金（拡充）
■魚津の宿泊割引事業（拡充）
■新生児特別定額給付金（拡充）
■高齢者インフルエンザ予防接種助成
■スポーツ施設環境整備（ありそドーム）
■図書館電子書籍導入
その他19事業分

83,375
60,144
33,093
25,000
21,000
20,000
18,765
14,314
13,332
36,293

コロナ対策合計

（第１～第６弾）

5,495,599千円



４
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＜①イベント中止等に伴う事業費の減額＞

各種イベントや旅費等について、年間の執行見込額を踏まえ減額するもの

中止イベント等 減額分（千円）

じゃんとこい魚津まつり ▲6,000

まるまる魚津 ▲4,860

東京オリパラ関連（聖火リレーイベント等中止） ▲4,626

しんきろうマラソン大会 ▲3,000

全日本大学女子野球選手権大会 ▲2,000

市議会委員会行政視察 ▲1,260

14歳の挑戦 ▲1,138

小学校音楽会 ▲845

井原市児童交流事業 ▲824

ほか30事業 ▲7,520

合 計 ▲32,073

＜②指定管理者への支援＞

コロナ禍の影響に伴う減収と感染症対策にかかる経費に対して支援するもの

対象施設 指定管理者 支援額（千円）

ありそドーム 魚津市体育協会 18,507

魚津総合公園等 魚津市施設管理公社 10,387

新川学びの森天神山交流館 魚津市施設管理公社 1,816

合 計 30,710

＜③使用料等収入の減収対応＞

コロナ禍の影響により減収となった使用料等について予算対応するもの

減収内容 減収額（千円） 対応方法

魚津水族館入場料 ▲30,295 減収分を特別会計へ繰出し

埋没林博物館入場料 ▲13,627 一般財源へ財源更正

駅南駐車場使用料 ▲9,190 一般財源へ財源更正

市民バス運行使用料 ▲3,844 一般財源へ財源更正

合 計 ▲56,956

【コロナ禍の影響への対応】

※利用料金制を導入しているその他の指定管理施設（総体等、新川文化ホール）に

ついては、当初の収支計画額を下回らない見込み

※市税等については、年間の収入状況を踏まえ３月補正で計上予定



【新規】 プレミアム付飲食券発行事業

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている飲食店での消費を

喚起するため、プレミアム付飲食券を発行する。

【発行額】 70,000千円（うちプレミアム分20,000千円）

※7,000円分の飲食券を5,000円で販売（１万セット）

※プレミアム率40％

【事務費】 7,000千円

※販売・換金事務等を魚津商工会議所に委託予定

【スケジュール】（予定）

飲食券販売（先着順） １月上旬

使用期間 購入（１月上旬）から３月中旬まで

※新型コロナウイルスの感染状況によっては事業内容を見直す場合があります。

５
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【事業費】 ２７，０００千円

【財 源】 一般財源 ２７，０００千円

【担 当】 商工観光課 ２３－６１９５



【拡充】 新しい生活様式を踏まえた経済活動支援事業

市内事業者の「新しい生活様式」の定着に向けた取組みに対して、制度

内容を一部拡充し、引き続き支援を行う。

■支援概要（以下の①～④に対して20,000千円を補正計上）

①＜新規＞プレミアム付飲食券取扱店支援

【内 容】 プレミアム付飲食券取扱店における感染症防止対策を支援

【補助率】 4/5 【上限額】 50千円

【対象期間】 令和２年10月１日から令和３年２月28日まで

②＜継続・増額＞販路開拓支援

【内 容】 ＥＣモール出店登録、デリバリー対応等の販路開拓への支援

【補助率】 3/4 【上限額】 50千円

【対象期間】 令和２年４月１日から令和３年２月28日まで

③＜継続・増額＞販売力強化支援

【内 容】 ＷＥＢを活用した販売力強化のためのＨＰ改修等への支援

【補助率】 1/2 【上限額】 300千円

【対象期間】 令和２年４月１日から令和３年２月28日まで

④＜継続・増額＞採用活動支援

【内 容】 ＷＥＢ等を利用した採用活動への支援

【補助率】 2/3 【上限額】 200千円

【対象期間】 令和２年４月１日から令和３年２月28日まで

６
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【事業費】 ２０，０００千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金 ７，０９６千円
一般財源 １２，９０４千円

【担 当】 商工観光課 ２３－６１９５

※７月補正計上済額：11,000千円 ※９月補正計上済額：25,000千円



【拡充】 魚津の宿泊割引事業（魚旅キャンペーン）

９月からスタートした魚旅キャンペーンについて、観光関連産業の需要

回復をさらに後押しするため、実施期間を３か月延長する。

※新型コロナウイルスの感染状況によっては事業内容を見直す場合があります。

７
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拡充前 拡充後

対 象 者
富山・石川・岐阜・長野・新潟・福井県在住者
※変更なし

実施期間
始期：令和２年９月１日
終期：令和２年12月31日

⇒
始期：令和２年９月１日
終期：令和３年３月31日

割 引 額

市内の宿泊施設において、一人一泊当たり
■１万円以上の宿泊プランを利用・・・４千円割引
■１万円未満の宿泊プランを利用・・・２千円割引
※変更なし

※７月補正計上済額：21,000千円 ※９月補正計上済額：5,000千円

【事業費】 １５，０００千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金 １５，０００千円

【担 当】 商工観光課 ２３－１０２５



【新規】 高齢者等へのＰＣＲ検査助成事業

新型コロナウイルス感染症により重症化するリスクが高いとされる65歳

以上の高齢者等のうちＰＣＲ検査を希望する方に対して、感染拡大や重症

化の防止、不安の解消を目的に、検査費用の一部を助成する。

【対象者】 魚津市住民であって、ＰＣＲ検査を希望する以下の方

■65歳以上の方

■60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能障害で

身体障害者手帳１級の方

※対象者は高齢者インフルエンザ予防接種対象者と同様

【助成額】 上限 20,000円（１人１回限り助成）

※自己負担額は5,000円程度を想定しています。

※陰性証明書の発行は自己負担となります。

【実施期間】 令和３年１月４日から令和３年３月末まで

【実施方法】

■市内の医療機関で検査する場合

希望者は、事前に健康センターに申込み後、医療機関で検査を行い、

検査時に医療機関で自己負担額を支払い

■市外・県外の医療機関で検査する場合

希望者は、医療機関での検査時に検査費用を全額支払い後、健康セン

ターに申請し、検査費用から自己負担額を差し引いた金額を市から償

還払い

※ＰＣＲ検査を実施する市内の医療機関は、現在調整中です。
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【事業費】 ４，０２７千円

【財 源】 疾病予防対策事業費等補助金
２，０００千円

新型コロナウィルス感染症対応
地方創生臨時交付金 ２，０２７千円

【担 当】 健康センター ２４－３９９９

８



【新規】 臨時休校等対応用

モバイルWi-Fiルータ整備事業

児童・生徒が、臨時休校等の際にタブレット端末を家庭で使用するにあ

たり、Wi-Fi（ワイファイ）環境が整備されていない家庭に対して、モバ

イルWi-Fiルータを貸し出すことができるよう整備する。

■モバイルWi-Fiルータ購入費 ※補助対象

356台（国の上限台数分）×10千円（税込１台上限額）＝ 3,560千円

■通信テスト費（30台・２か月分）

8,900円×30台×税 ＝ 294千円

【通信テストについて】

（Wi-Fi環境のある家庭）家庭のWi-Fiにタブレット端末を接続し、通信テストを実施

（Wi-Fi環境のない家庭）モバイルWi-Fiルータを貸し出し、通信テストを実施
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【事業費】 ３，８５４千円

【財 源】 公立学校情報機器整備費補助金
３，５６０千円

一般財源 ２９４千円

【担 当】 学校教育課 ２３－１０４４

９



【新規】 外国人技能実習生等受入支援事業

新型コロナウイルス感染症の拡大により、外国人技能実習生等が入国の

際に「２週間の隔離待機規制」が適用されるため、隔離待期期間中の宿泊

費を助成し、受入事業者の負担を軽減する。

【助成対象者】 外国人技能実習生等受入事業者

（中小企業、中小企業団体、漁業経営体、介護事業者）

【助成上限】 １０，０００円／泊

【事業費】 ３，７５０千円

１０，０００円 × １５泊 × ２５人

※１：入国の翌日から２週間

【対象期間】 令和２年１０月１日～令和３年３月１日入国者

10

【事業費】 ３，７５０千円

【財 源】 一般財源 ３，７５０千円

【担 当】 商工観光課 ２３－６１９５

魚津市プレスリリース 令和２年11月30日

※１



【拡充】 ふるさと寄附推進事業

返礼品の品数を増やしたことや、ふるさと納税を受け付けるWEBサイト

への登録数を増やしたことに伴い、当初の見込みよりも寄附金額が増加し

ているため、返礼品の調達等にかかる経費及び積立金を増額する。

※10月末寄附金額累計 前年度比約3.5倍

■補正額 130,000千円

（寄附金見込額330,000千円－寄附金当初予算額200,000千円）

11
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【事業費】 １３０，０００千円

【財 源】 寄附金 １３０，０００千円

【担 当】 企画政策課 ２３－１０６７

登録WEBサイト

前年度より継続 ・ふるさとチョイス
・楽天ふるさと納税
・さとふる
・ANAふるさと納税

令和２年9月～ ・ふるなび

令和２年10月～ ・auPAYふるさと納税

令和２年11月～ ・三越伊勢丹ふるさと納税

年度
寄附件数/寄付金額 返礼品

の品数10月末時点 年度（見込）計

R元年度 977件 21,218千円 4,321件 124,276千円 97品

R２年度 2,946件 73,445千円 －
補正後見込額
330,000千円

240品
以上



【新規】 有料化を見据えた

旧小学校等体育施設改修事業

令和３年度から旧小学校等体育施設を有料化するにあたり、スポーツ少

年団や部活動をはじめ、市民スポーツ活動を不便なく安心して実施いただ

けるよう、旧小学校等体育施設を改修する。

＜整備内容＞

①旧上野方小学校体育館床面改修

②旧大町小学校グラウンド照明修繕

③旧小学校体育館設備時計修繕

④開放施設入口照明設備設置及び監視カメラ設置工事

⑤道下小学校体育館分電盤改修工事

⑥清流小学校体育館ウレタン塗装工事 他
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魚津市プレスリリース 令和２年11月30日

【事業費】 ５，０００千円

【財 源】 一般財源 ５，０００千円

【担 当】 生涯学習・スポーツ課 ２３－１０４６



【拡充】 ＲＰＡ開発・導入事業

業務の効率化を図るため、これまで職員が行っていたパソコンへの入力

作業を自動的に実行するソフトウェアロボットを開発・導入する。

【事業内容】

■ＲＰＡ開発（2,442千円）
■ＲＰＡ作業用端末セットアップ（132千円）

【対象業務・想定効果】

現在稼働中の３業務に加え、新たに４業務についてＲＰＡを開発・導入
する。
※現在稼働中のRPA ①軽自動車税異動 ②税収納消込 ③障がい者手帳交付
※導入効果：業務時間を年間638時間削減（削減効果額は2,779千円を想定）
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魚津市プレスリリース 令和２年11月30日

【事業費】 ２，５７４千円

【財 源】 一般財源 ２，５７４千円

【担 当】 総務課 ２３－１０２１

業務名
RPA導入前
年間稼働時間

年間削減時間
年間削減効果額

（千円）

①介護保険高額サービス費入力 240 168 732

②公金収納消込 364 182 793

③決算審査等資料作成 384 192 836

④教育・保育給付認定
変更情報入力 120 96 418

合 計 1,108 638 2,779



【新規】 農業者オンライン申請環境整備支援事業

（農林水産省共通申請サービス導入）

経営所得安定対策交付金等の申請手続きを、農業者がオンライン（農林

水産省共通申請サービス）で行えるよう支援する。

※「農林水産省共通申請サービス」

令和３年度から本格稼働するサービスで、スマートフォンやパソコンを用いて補助

金の交付申請手続きが行えるもの

※富山県内では、魚津市農業再生協議会が初めての取組み

【実施主体（補助対象者）】

魚津市農業再生協議会（事務局：魚津市）

【補助対象事業】

データ移行業務

【補助金額】

1,600千円（補助率10/10）

※当初予算の県補助金668千円を活用し、

差額の932千円を補正予算に計上

【サービス利用対象者数】

約300名（認定農業者、販売農家等）

【事業スケジュール】

Ｒ２年12月～Ｒ３年３月 移行データ作成、データ移行、検証

Ｒ３年４月 運用開始
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魚津市プレスリリース 令和２年11月30日

【事業費】 ９３２千円

【財 源】 経営所得安定対策推進指導費補助金
９３２千円

【担 当】 農林水産課 ２３－１０３４


