
1

千円(補正後累計 28,360,285 千円)

千円(補正後累計 28,866,414 千円)

千円(補正後累計 966,491 千円)

千円(補正後累計 411,573 千円)

千円(補正後累計 6,756,926 千円)

千円(補正後累計 6,759,318 千円)

千円(補正後累計 5,367,969 千円)

千円(補正後累計 5,373,195 千円)

支出 千円(補正後累計 1,834,494 千円)

2

（歳出）

職員人件費（市長の期末手当等を含む） △ 5,052 千円

久保特定土地区画整理事業特別会計繰出金 △ 127 千円

国民健康保険特別会計繰出金 △ 192 千円

介護保険特別会計繰出金 △ 166 千円

（歳入）

繰入金（財政調整基金繰入金） △ 5,537 千円

3

（歳出）

○ 新型コロナウイルス感染症対策関連事業

新しい生活様式に対応したホームページシステム改修事業 25,355 千円

指定管理者応援金交付事業 3,150 千円

手数料キャッシュレス決済端末整備事業 144 千円

庁内ネットワーク無線化等整備事業 30,930 千円

新型コロナウイルス感染症拡大対策事業 14,794 千円

プラグインハイブリッド自動車導入事業 20,605 千円

特別徴収税額通知システム改修事業 1,870 千円

防災備品整備事業 12,690 千円

プレミアム付商品券（クーポン型）事業 111,381 千円

住居確保給付金の増額 999 千円

福祉施設応援金交付事業 5,300 千円

新型コロナウイルス感染症対策減免事業 7,716 千円

新型コロナウイルス感染症対策用保管庫購入事業 1,046 千円

障害福祉サービス感染症対応・再開支援事業 280 千円

診療・検査医療機関支援金交付事業 4,250 千円

高齢者等ＰＣＲ検査費補助事業 4,000 千円

キャッシュレス化推進事業 605 千円

一般会計補正（第７号）の内容

一般会計補正（第８号）の内容

令和２年度一般会計補正予算（第７号）等の概要

補正予算の規模

一般会計（７号） △ 5,537

久保特定土地区画整理事業特別会計 △ 127

一般会計（８号） 500,592

後期高齢者医療特別会計 880

介護保険特別会計（4号） 5,060

国民健康保険特別会計（3号） △ 192

公共下水道事業会計

介護保険特別会計（3号） △ 166

△ 158

国民健康保険特別会計（4号） 2,200



家庭学習のための通信機器整備支援事業 3,590 千円

指導者用デジタル教科書導入事業 4,075 千円

図書館パワーアップ事業 31,834 千円

○ 子育て支援の充実

施設型給付費の増額 69,246 千円

○ 母子保健と子どもに関する医療の充実

インフルエンザワクチン予防接種補助金交付事業 3,224 千円

○ 保健・医療の充実

インフルエンザワクチン予防接種委託事業 55,624 千円

○ 学校教育の充実

学校施設維持管理事業 2,406 千円

○ 障がい者福祉の充実

生活用品扶助費の増額 7,150 千円

○ 暮らしを支える地域活動の支援

一般コミュニティ助成金交付事業 3,100 千円

○ その他

システム改修事業（障害者自立支援給付審査支払等システム等） 495 千円

会計年度任用職員報酬等 236 千円

諸委託料、備品購入費等 773 千円

事業の中止等に伴う事業費の減額補正 △ 12,045 千円

国・県支出金返納金 79,329 千円

介護保険特別会計繰出金 3,360 千円

後期高齢者医療特別会計繰出金 880 千円

国民健康保険特別会計繰出金 2,200 千円

（歳入）

国庫支出金(生活困窮者自立相談支援事業費等負担金　外９件) 39,384 千円

県支出金（障害者自立支援給付費負担金　外６件） 50,037 千円

財産収入（財産売払収入） 4,479 千円

繰入金（財政調整基金繰入金） 401,642 千円

諸収入（雑入　外２件） 5,050 千円

（債務負担行為）

北本市地域子育て支援センター管理運営業務 121,200 千円

北本市立児童館管理運営業務 238,150 千円

（仮称）新中央保育所新築工事基本設計及び実施設計業務 30,153 千円

中学校教師用指導書等及び小学校学級増分教師用指導書等購入業務 10,005 千円

外国語指導助手配置業務 50,548 千円

小・中学校児童生徒健康診断業務 1,968 千円

北本市立こども図書館管理運営業務 165,105 千円

東京2020オリンピック・パラリンピック運営業務 49,953 千円

（繰越明許費）

追加　コンビニ交付サービス拡張事業 5,720 千円

庁内ネットワーク無線化等整備事業 30,930 千円

プラグインハイブリッド自動車導入事業 20,605 千円

プレミアム付商品券（クーポン型）事業 91,442 千円



その他の感染症拡大対策施策
  〇キャッシュレス化の推進 749千円 〇災害時衛生対策 33,295千円 〇窓口非接触対策 27,225千円 

〇指定管理者支援 10,866千円 〇庁内における感染症拡大回避対策 45,724千円 

※緊急支援パッケージ第６弾 総事業費 284,614千円（うち市単独事業費 268,029千円）

市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会・経済情勢を踏まえ、「市民生活への緊急支援」「こどもの学習支援」

「感染症対策の徹底」の 3つの柱の下に支援策を展開しています。この度の感染症再拡大を受け、更なる支援を行います。 

北本市新型コロナウイルス感染症対策 

緊急支援パッケージ 第６弾 

〇家庭学習のための通信機器整備支援事業 

3,590千円 

Wi-fi 環境のない児童・生徒を持つ家庭に

家庭学習のため通信機器を貸し出し、学

びの場の環境整備を図る 

〇指導者用デジタル教科書導入事業 

【独自】

4,075千円 

生徒の ICT を活用した新たな学びの場の

環境整備を図る 

〇住居確保給付金の増額 

９９９千円 

生活困窮者に一定期間、家賃相当額を支

給し、住居の安定及び就労機会の確保を

目指す 

〇プレミアム付商品券（クーポン型）事業

【独自】

111,381千円 

全世帯に市内店舗で利用可能なクーポン

を配布し、市内消費活動の活性化を図る 

〇高齢者等 PCR 検査費補助事業 

4,000千円 

  一定の高齢者等に対し、行政検査以外の

PCR 検査に要する費用の一部を補助 

〇福祉施設応援金交付事業      【独自】 

5,300千円 

感染リスクを抱える中、継続的にサービス

を提供する市内福祉施設等への支援 

〇図書館パワーアップ事業      【独自】 

31,834千円 

図書館カウンターにおける図書貸出の際の

非接触化を図る 

〇診療・検査医療機関支援金交付事業【独自】

4,250千円 

PCR 検査を実施する医療機関への支援 

北本市新型コロナウイルス感染症対策本部 

子どもの学習支援 市民生活への緊急支援 感染症対策の徹底 



報 道 関 係 各 位 令和２年１１月２４日 

北本市役所 市長公室 

シティプロモーション・広報担当 秋葉

０４８-594-5505

koho@city.kitamoto.lg.jp 

LINE 等の連携によりSNS 情報発信の強化 

公開時期 

事業概要と

期待される

効果 

市 Ｈ Ｐ リ ニ ュ ー ア ル

 

で

市HPの更新が 
確認できる♪ 

補正予算額 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、非接触のオンラインでの問合せ対応を充実させる

ため、市ホームページリニューアルを行います。 

市ホームページに市 LINEアカウントや Twitterを連携することで、市ホームページの更新情報を

すぐに確認することができ、市民の皆さんが知りたい情報を逃すことなく通知します。 

さらに、市ホームページは北本市の魅力が伝わる写真を効果的に配置し、市のイメージアップを

図るとともに、大幅なレイアウト変更を行い、市民の皆さんが情報を取得しやすいホームページへと

生まれ変わります。 

令和 年 月 日～ 

・ホームページとＬＩＮＥが連動し、ホームページを更新すると市ＬＩＮＥアカウントでお知らせ

→市ＬＩＮＥを友達登録しておけば重要情報を見逃さない！

・画面に表示されるアイコンやボタンの数等を整理し、シンプルで見やすいレイアウトへ

→ＰＣのみならずスマートフォンからもより見やすいホームページに

・チャットボット（自動応答システム）により、興味のあるワードを入力すると関連するページへ案

内される→ページ数が増大な市ホームページから興味のあるページを効率的に探せるように

・市ホームページから情報を取得する人が増え、窓口や電話等でのお問合せが減少→庁内の

窓口緩和へ

新しい生活様式が定着していく中で、問合せ対応のオンライン化の必要性を痛感していま
した。また、現代ではＳＮＳで情報収集する人が多く、ホームページを更新しているだけでは十
分な情報発信には至りません。いかにＳＮＳから効果的に市ホームページに誘導していくかが
大きなカギであると考えた結果、今回のＬＩＮＥ連携をメインとした市ホームページリニューアル
事業に着手することとなりました。ホームページのデザインも大幅に変更し、シンプルで見やす
く、かつ北本市の持つ緑や子育て支援等の魅力をアピールできるような構成にしていきます。                        

２５，３５５千円 

担当者から一言



報 道 関 係 各 位 令和２年 11月 24日 

北本市役所 情報政策課 

情報政策担当 築根 

０４８-５９４-５５１４

a02400@city.kitamoto.lg.jp 

新型コロナの感染防止に、行政サービスの非接触化を進めます。 

手数料キャッシュレス決済端末整備事業 
 

 

 

 

 

担当者コメント 

 ＱＲコード決済の普及やマイナポイントの付与開始により、キャッシ

ュレス決済が注目されています。 

 現金の受け渡しによる接触をなくすことで、新型コロナウイルス感

染の予防にもなりますので、ぜひキャッシュレス決済を利用してくだ

さい！ 

新型コロナウイルスの感染症拡大を受け、市役所窓口で現金の受渡しがないレジ業務

を行うため、市民課と税務課での各種証明書の発行手数料を、クレジットカードや電子マネ

ー、ＱＲコード決済などのキャッシュレス決済で支払うことができる、マルチ決済端末を３台

整備します。 

【主なキャッシュレス決済サービス】 

クレジットカード…ビザ・マスター・ＪＣＢ・アメックス

電子マネー  …スイカ・パスモ・ナナコ・ワオンなど

ＱＲコード決済…ペイペイ、auペイ、メルペイ、LINE ペイ、d 払いなど

補正予算額  144 千円 



報 道 関 係 各 位 令和２年 11月 24日 

北本市役所 情報政策課 

情報政策担当 朝比奈 

０４８-５９４-５５１４

a02400@city.kitamoto.lg.jp 

新型コロナの感染防止に、職員の分散勤務を進めます。 

庁内ネットワーク無線化等整備事業 

 

 

 

担当者コメント 

 新型コロナウイルス感染拡大への備えとしての業務継続性を確保

することはもちろんのこと、行政のデジタル化を推進し、市民サービ

スの向上を図ります。

また、災害時の活動拠点である庁舎に公衆無線ＬＡＮを整備す

ることは、災害対策として重要です。 

新型コロナウイルス感染症の拡大に備え、市役所業務の継続維持を図るため、これまで

有線ＬＡＮで結ばれていた庁内の業務用ＰＣ（情報系ネットワーク）を専用無線ＬＡＮ化し、

職員が庁内どの場所でも分散して勤務が行えるよう整備します。 

併せて、庁舎ロビーに市民等が利用できる公衆無線 LANを整備します。 

【期待される効果】 

・市民サービスを止めることなく、新型コロナウイルス感染症拡大の予防が図られま

す。

・業務用ＰＣを持ち寄ることで、ペーパレスによる打合せや会議も可能となります。

補正予算額  30,930 千円



報 道 関 係 各 位 令和２年１１月２４日 

北本市役所 施設マネジメント課 

資産管理担当 野嵜 

０４８-５９４-５５０９

a22020@city.kitamoto.lg.jp 

新型コロナウイルス感染拡大対策事業 市役所等での感染拡大を防止 
ｚ

 

 

 

感染拡大を防止するため、北本市役所庁舎及び北本市市民交流プラザに空気循環式紫外線清浄機、ＡＩ体

温検知システム、飛沫防止パーテーションを整備することとしました。また、手指消毒用アルコール液を購入し、

引き続き、庁舎及び市民交流プラザに設置します。 

【整備機器】 

・空気循環式紫外線清浄機４２台、ＡＩ体温検知システム３台（市役所のみ）、飛沫防止パーテーション３４８枚

【補正予算額】 

・事業費総額 １４，７９４千円

担当者コメント 

北本市では、現在、感染機会を削減するための対応を行っておりますが、

こうした機器を活用し、市民の皆様と職員のより一層の感染機会の削減を

図っていきます。 

体温検知 飛沫防止 



報 道 関 係 各 位 令和２年１１月２４日 

北本市役所 施設マネジメント課 

資産管理担当 酒井 

０４８-５９４-５５０９

a22020@city.kitamoto.lg.jp 

プラグインハイブリッド自動車導入事業 

停電時に非常用の電源となる車を

導入します！！ 

 

 

 

 

近年の大規模な災害における停電発生により、電源として使用できる車が注目されています。 

コロナ禍での災害発生時の停電した避難所等で、離乳食調理等が必要な乳幼児や電子機器等を用いた介護

を要する高齢者・障がい者を支援するため、発電を可能とするシステムを搭載し非常用の移動式電源装置とし

て機能する自動車を導入することとしました。 

【導入車両】  プラグインハイブリッド自動車 ５台 

【補正予算額】  ２０，６０５千円 

担当者コメント 

新型コロナウイルス感染症の影響はまだまだ先が見えない状況ですが、災

害はいつ発生するかわかりません。もし発生した場合に少しでも安心してい

ただけるよう今回の車両を導入します。 



報 道 関 係 各 位 令和２年１１月２４日 

北本市役所 産業観光課 

商工労政・観光担当 山本 

０４８-５９４-５５３０

a03100@city.kitamoto.lg.jp 

申込み・購入が不要！届いたらすぐ使える 

！
さらなる市内経済活性化のために 

プレミアム商品券（クーポン型）事業を実施します

予 算

主 催

 

新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない中、影響を受け続けている市内

事業者の支援、市民の消費喚起が引き続き重要です。 

従来のプレミアム付商品券事業のように、申し込んだり、購入したりする必要はあ

りません。クーポンを各世帯に郵送でお届けします。 

申込みや購入の手間を省くことで、３密（密閉・密接・密集）を避けることがで

き、消費者はもちろん、事業者にとっても安心安全な事業です。 

ぜひご活用ください。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者の支援と、消費喚起による市内経済活性化を

図るため、プレミアム商品券（クーポン型）事業を実施します。 

１世帯当たり 5,000 円（500 円券×10枚）のクーポンを発行、送付します。 

使用期間は 3月 1日（月）から 4月 30日（金）までです。期間内にご使用ください。 

※ 振り込め詐欺にご注意ください。クーポンの受け取り、利用にあたり、

手数料の納付や購入代金の振込みを求めることはありません。

１１１，３８１千円 

北本市・北本市商工会 

使用期間

市内の登録店舗 

登録を希望する店舗は、北本市商工会（591-4461）まで 
使用店舗 

クーポンの送付時期

額面

対象

１冊5,000 円（500円券×10枚） 

令和３年２月中（申込み、購入は不要です。） 

令和３年１月１日現在で、北本市の住民基本台帳に記載されている世帯 

令和３年３月１日（月）から４月３０日（金）まで 

使用方法 お会計の税込み 1,000円ごとに 500円券を 1枚使用できます 

おつりは出ませんので、ご注意ください 



報 道 関 係 各 位 令和２年１１月２４日 

北本市役所 生涯学習課 

生涯学習担当 深谷、阿部 

０４８-594-5567（直通）

a04600@city.kitamoto.lg.jp 

稼働予定日

日 時

新しい生活様式への対応「自動貸出機導入」

図書館パワーアップ事業 

自動貸出機 

ｚ

補正予算額 

北本市立中央図書館、こども図書館では、新型コロナウイルス感染予防対策とし

て、書籍の自動貸出システムを導入し、非接触による書籍の貸し出しを可能とする

とともに利用者の利便性向上を目指します。 

また、書籍にＩＣタグを貼ることにより、蔵書点検で休館していた日数を短縮します。 

１月から導入準備を進め、４月からの導入を目指します。 

※新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を活用します。

令和３年４月１日

自動貸出機は、最近スーパーやコンビニエンスストアでも増えているセ

ルフレジのようなもので、貸出カウンターに行かなくても、専用の機械を

使い、自分で貸出処理ができるものです。

担当者コメント 

図書館や公民館等では、様々な新型コロナウイルス感染症予防対策を実施してい
ますが、書籍の自動貸出システムを導入することにより、更に利用者の方に安心し
て図書館を使用していただけるよう準備を進めていきます。 

導入イメージ 

３１，８３４千円



報 道 関 係 各 位 令和２年１０月２６日 

北本市役所 産業観光課 

商工労政・観光担当 黒澤・新井 

０４８-５９４-５５３０

a03100@city.kitamoto.lg.jp 

PayPay 決済で最大３０％還元 

！
市内経済活性化のために「がんばれ北本！食べて買って応援しよう！ 

最大３０％戻ってくるキャンペーン」を実施します

予 算

主 催

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、いかに地域に消費活動を促

していくかが重要です。感染症の収束がまだ見えず不安な中でも、努力して営業

を続けている個店の皆さまを地域で支えることができるよう、新しい生活様式に対

応した接触を伴わない決済方法による地域活性化事業です。消費者はもちろ

ん、事業者にとっても安心安全なキャンペーン。市外の人も市内対象店舗で

PayPay残高で支払いをした場合は対象となりますのでぜひご活用ください。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者向けの支援として、キャンペーンを実施します。

市内店舗でキャッシュレス決済サービス PayPay を利用した人に対して、決済額の最大３０％の PayPay

ボーナスを付与します。このキャンペーンにより、市内消費を積極的に喚起し、経済活性化を図るとともに、

接触を伴わない決済方法によって「新しい生活様式」に対応し、かつキャッシュレス化の促進を図ります。 

市外の人も対象ですので、ぜひご利用ください。 

※北本市商工会より事業提案を受け、市が事業費を負担金として支出します。

３０,９９６千円 

※うち２７,０００千円超がプレミアム分として市民に付与されます。

30 戻ってくる！

期間中に市内対象店舗で、PayPay 残高で支払いをすると

最大

×北本市商工会 

北本市商工会 

対象店舗

対象期間

市内の PayPay 加盟店（一部の店舗を除く） 

12 月１日（火）～31日（木） 

3,000 円相当／回（期間中の付与上限：1万円相当） 付与上限

 市外の人も！ 



（調整中の事業を含む。） 

報 道 関 係 各 位 

北本市役所 行政経営課 

髙橋・長谷川 

０４８-５１１-７７０１

a02200@city.kitamoto.lg.jp 

連携事業の例 

北本市×埼玉縣信用金庫 

による包括連携協定の締結！ 
地域の未来を創るために！ 

令和２年１０月２８日

起業・創業支援に関する分野 

〇創業者の発掘・育成支援 

教育支援に関する分野 

〇金融経済教育講座 

市内中学校の第３学年を対象とした、金融経済教育講座。 

〇キャリアチャレンジ事業 

市内中学校の第２学年を対象とした、職場体験学習事業。 

農商工連携による地域活性化支援に関する分野 

〇にっぽんの宝物プロジェクト「圏央道の宝物セミナー＆グランプリ」 
圏央道沿線地域の生産者・製造事業者等のコラボレーションによる新商品の開発や広

域での情報発信を通じ、新市場の開拓を目指す取組。 

（参加について市として協力。しんきん圏央道アライアンスによる催し。） 

コロナ禍の閉塞感からの脱却を目指し、起業・創業、教育、農商工

連携等の多様な分野を未来志向で強化するため、２者による包括連携

協定を締結しました。 

今後の「ポスト・コロナ社会」の到来も見据え、チャレンジ精神豊

富な方々を対象とした創業や販路開拓のための各種プロジェクト、子

どもたちへの教育支援講座の実施等、危機の今だからこそ、ピンチを

チャンスに変えるための前向きな取組で、地域を更に元気にしていき

ます！

担当者からひと言 

埼玉縣信用金庫様が有する地域密着型の金融分野での御実績や専門性に

多くを学ばせていただきながら、未来志向の連携事業で地域課題の解決を目

指します！ 



報 道 関 係 各 位 

令和２年 9月 30日 
北本市役所 行政経営課 

企画調整担当 高橋 

０４８-５１１-７７０１

a02200@city.kitamoto.lg.jp 

北本市×株式会社モンベル 

による包括連携協定の締結！ 
地域の活性化と市民生活の質の向上を目指して！ 

令和２年１０月２８日

担当者からひと言

北本市は、新宿から JR で 50 分の立地ですが、一年を通して自然散策やキャンプ、農

業体験など、気軽に自然と触れ合える環境が整っています。 

緑豊かな里山や雑木林は、埼玉県初の「森林セラピー基地」にも認定されており、株式

会社モンベル様との包括連携協定の締結により、この自然を活かした取組みや環境保

全等について進めていきます。 

北本市と株式会社モンベルが、相互の連携を強化し、アウトドア活動等の促

進を通じた地域の活性化と市民生活の質の向上に資するため、包括連携協定

を締結しました。 

協定内容 
(1) 自然体験の促進による環境保全意識の醸成に関すること

(2) 子どもたちの生き抜いていく力の育成に関すること

(3) 自然体験の促進による健康増進に関すること

(4) 防災意識と災害対応力の向上に関すること

(5) 地域の魅力発信とエコツーリズムの促進による地域経済の活性化に関すること

(6) 農林水産業の活性化に関すること

(7) 高齢者、障がい者等の自然体験参加の促進に関すること
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