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魚津市補正予算（案）について

（６月定例会 提出案件）

新型コロナウイルス感染症対策（第２弾）を含む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。

安全・安心な市民生活の確保等に向けて、引き続き全力で取り組んでまいります。

【補正内容】

１

１ 一般会計補正予算

２ 補正財源 （単位：千円）

（単位：千円）

既定額 補正額 合計 主な歳出項目

17,784,510 88,794 17,873,304

＜コロナ対策＞ 55,608千円

①子育て世帯生活支援特別給付金

（低所得世帯向け） 32,472

②公共施設感染症対策（自動水栓化） 10,240

③体育施設感染症対策（トイレ洋式化） 6,500

④中学校環境整備（東部中） 4,242

⑤特定健診未受診者対策（国保繰出金） 1,246

⑥高齢者向けワクチン集団接種熱中症対策 908

＜その他事業＞ 33,186千円

⑦土木災害復旧事業（融雪災） 15,000

⑧６次産業化施設整備事業 8,387

⑨担い手育成推進事業 3,000

⑩夏季休業期間民間プール活用（星の杜小） 1,139

ほか安全安心まちづくり基金積立等２事業 5,660

歳入項目 補正額 主な財源

国庫支出金 65,613

■新型コロナウイルス感染症
セーフティネット強化交付金 32,472

■新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 23,136
■公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金 10,005

県支出金 3,000 ■富山県経営体育成支援事業費補助金 3,000

市債 4,900 ■公共土木災害復旧事業債 4,900

繰越金 15,281

※コロナ対策（第１弾）：４月専決分（50,210千円・プレミアム付飲食券など３事業）



【新規】子育て世帯生活支援特別給付金支給事業

（低所得世帯向け）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化するなか、低所得の子育
て世帯に対する生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支
給する。

【対象者】※現段階での国の概要案に基づくもの

以下の①又は②のいずれかに該当する者を対象とする。

① 令和３年４月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けてい

る者であって、令和３年度分の住民税均等割が非課税である者

（申請不要）

② 18歳未満の子（障がい児については20歳未満）の養育者であって、

次のア又はイのいずれかに該当する者（要申請）

ア．令和３年度分の住民税均等割が非課税である者

イ．新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和３

年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認め

られる者（家計急変者）

※ひとり親世帯で、令和３年４月以降に同様の給付金の支給を受けた者

は対象から除く

【支給額】 児童一人あたり５万円

【対象児童数】 618名（概算数値）

【スケジュール】 対象者① ⇒ 令和３年７月下旬支給予定

対象者② ⇒ 令和４年２月まで随時申請受付のうえ支給

２

【事業費】 ３２，４７２千円

【財 源】 新型コロナウイルス感染症
セーフティネット強化交付金

3２，４７２千円

【担 当】 こども課 ２３－１００６
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【新規】公共施設感染症対策事業（自動水栓化）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民等に広く利用されてい

る公民館等や体育施設（桃山運動公園及び夜間開放施設）において、手洗

器用水栓の一部を自動水栓に切り替える。

【実施箇所】

①公民館及びコミュニティセンター 計60箇所

②桃山運動公園内野球場等 計36箇所

③夜間開放施設

現・旧小学校体育館 計22箇所

中学校体育館等 計10箇所

合計128箇所

【事業費】

128箇所×80千円/箇所＝10,240千円

※補正予算は財政課所管事業（庁舎管理費）で一括計上

３

【事業費】 １０，２４０千円

【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 １０，２４０千円

【担 当】
①公民館等 地域協働課 ２３－１１３１
②桃山運動公園 生涯学習・スポーツ課 ２３－１０４６
③小・中学校体育館等 教育総務課 ２３－１０４３

旧小学校体育館 生涯学習・スポーツ課 ２３－１０４６
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【新規】体育施設感染症対策事業（トイレ洋式化）

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市民等に広く利用されてい

る桃山運動公園及び夜間開放施設において、和式トイレを飛沫拡散防止に

効果が期待できる洋式トイレに改修する。

【実施箇所】

①桃山運動公園内陸上競技場等 計12箇所

②夜間開放施設（旧大町小体育館） １箇所

合計13箇所

【事業費】

13箇所×500千円/箇所＝6,500千円

４

【事業費】 ６，５００千円

【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 ６，５００千円

【担 当】 生涯学習・スポーツ課 ２３－１０４６
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【新規】中学校環境整備事業

東部中学校音楽室に設置されたエアコンの老朽化が進み、部品もなく修

理ができない状態であるが、音楽室の性質上、近隣住民への騒音対策とし

て閉め切って使用する必要があるため、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大が危惧されることから、コロナ対策に効果的なエアコンに更新する。

【事業内容】

除菌機能付き又は高性能フィルター付きの冷暖房エアコンへの更新

４，２４２千円（２台）

５

【事業費】 ４，２４２千円

【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 ４，２４２千円

【担 当】 教育総務課 ２３－１０４３
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【継続】特定健診未受診者対策事業

新型コロナウイルス感染リスク回避のため特定健診を控えた場合などの

健診未受診者に対し、自宅での自己採血による検査を支援し、生活習慣病

予防についての意識づけを図る。

【対象者】

魚津市国民健康保険加入者の40～64歳で、令和３年度の特定健診を

受けなかった方（約1,500人、うち200人程度受診見込）

【実施方法】

ＫＤＤＩ「スマホdeドック」の生化学検査を利用した検査

検査項目：血糖、脂質、肝臓、腎機能等

①対象者が各自スマホで申し込み、自己負担（500円）を支払う。

②自宅に届いた検査キットで検体を送付。約２週間で検査通知。

③市は必要な方に受診勧奨や保健指導を行う。

６

【事業費】 １，２４６千円

【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 １，２４６千円

【担 当】 健康センター ２４－３９９９
市民課 ２３－１０１１
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７

【新規】高齢者向けワクチン集団接種熱中症対策事業

新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場において、安心して接種を

受けられるよう、熱中症の罹患及び重症化リスクの高い高齢者に対して、

経口補水液を配布する。

【対象者】

集団接種会場でワクチン接種を受ける高齢者約4,000人(見込）

【実施内容】

上記対象者に経口補水液を配布

（約8,000本を配布予定：高齢者約4,000人×２回接種分）

※このほか包括連携協定を結ぶ大塚製薬㈱からも無償提供いただく予定

【事業費】 ９０８千円

【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 ９０８千円

【担 当】 社会福祉課 ２３－１００７
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【拡充】土木災害復旧事業

令和３年２月20日から21日にかけての融雪により市道大熊鉢線が被災

したため、道路施設の早期復旧に取り組む。

【整備場所】 魚津市大熊地内（市道大熊鉢線）

【事業内容】

落石防護柵設置・撤去工（36.5ｍ） 4,000千円

簡易吹付法枠工（350㎡） 7,000千円

土工・仮設工 4,000千円

計 15,000千円

【事業費】 １５，０００千円

【財 源】 公共土木施設災害復旧
事業費国庫負担金 １０，００５千円
市債 ４，９００千円
一般財源 ９５千円

【担 当】 建設課 ２３－１０２９

８
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【新規】６次産業化施設整備事業

中山間地域等における農業者の高齢化・担い手不足対策をはじめ、地域

雇用の創出や遊休農地の解消、農業観光の振興等を図るため、６次産業化

に積極的に取り組み、産地の継承を担う活動を支援する。

【補助金の概要】

「魚津市６次産業化等推進戦略」の支援施策として位置付けている６次

産業化の加工・直売施設整備事業に対する補助

【補助対象事業者】

株式会社丸八

【対象施設の概要】

ワイナリー施設整備：648㎡（新川学びの森天神山交流館敷地内）

着工：令和３年７月予定 竣工：令和４年２月予定

生産目標：22,000本（令和７年）

【補助金額】

食料産業・６次産業化交付金（国）の交付額の10％以内

補助金上限額：10,000千円（国交付金上限額：１億円）

国交付対象事業費 167,745千円

国交付金 （補助率1/2） 83,872千円 ・・・②

市補助金 8,387千円 ・・・②×10％

９

【事業費】 ８，３８７千円

【財 源】 一般財源 ８，３８７千円

【担 当】 農林水産課 ２３－１０３４
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【新規】担い手育成推進事業

人・農地プランに位置付けられた中心経営体等が経営基盤を確立し、更

なる発展のために必要な農業用機械・施設等の導入を支援する。

【補助対象者】 農事組合法人 東花営農組合

（営農類型：水稲、大麦等）

【事業内容】 農業用機械・施設等導入費の３/10を補助

（上限額：3,000千円）

５条刈コンバイン１台 7,425千円

乾燥機等55石２台 4,868千円

総事業費12,293千円 ⇒ 国 3,000千円

事業者 9,293千円

【補助金額】 3,000千円

※国の「強い農業・担い手づくり総合支援交付金」を活用

10

【事業費】 ３，０００千円

【財 源】 富山県経営体育成支援事業費補助金
３，０００千円

【担 当】 農林水産課 ２３－１０３２
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【新規】夏季休業期間民間プール活用事業（星の杜小）

星の杜小学校では、令和３年度に「プール授業外部委託モデル事業」を
実施する予定としており、夏季休業期間中において学校プール開放を実施
しないことから、その代替措置として星の杜小児童全員に市内のプールで
使える利用券を配付する。

【対象者】 星の杜小学校児童 ３１０人

（学期途中の転校も見込む）

【事業内容】 児童1人あたり利用券１冊（30枚つづり）配布

※１枚110円換算

【事業期間】 令和３年度の夏休み（7/22～8/31）

【対象ﾌﾟｰﾙ】 スポーツアカデミー魚津

※予定 魚津市温水プール

ミラージュプール

11

【事業費】 １，１３９千円

【財 源】 一般財源 １，１３９千円

【担 当】 教育総務課 ２３－１０４４

＜プール授業外部委託モデル事業（令和３年度当初予算計上）＞
星の杜小学校のプール老朽化のため、魚津市温水プールでモデル的にプール授業

を実施する。
他の小学校においてもプールの老朽化が進んでいることから、令和４年度以降、

順次、民間にプール授業を委託していくこととしており、令和７年度からは新たに
整備する温水プールにおいて、全小学校のプール授業を実施する予定としている。

魚津市プレスリリース 令和３年５月28日


