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令和 2年第 3回市議会(臨時会)に提出する補正予算について 

 

 

 

別添のとおり、令和 2年第 3回市議会(臨時会) に提出する補正予算案がまとま

りましたので、お知らせいたします。 

 

問い合わせ先 

担当課 財政局 財政部 財政課 

直 通 072-228-7471 

内 線 2530 

ＦＡＸ 072-228-7856 
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令和 2 年度 7 月補正予算(案) 

 

                                                   ５,８８０，６８６千円 

（債務負担行為   ２８９，０００千円 ） 

 

 

 

   

                                （千円） 

堺市ウィズコロナ取組方針 

分 類 
一般会計 

介護保険事業 

特別会計 

水道 

事業会計 

下水道 

 事業会計 
合 計 

医療・検査体制の確保 633,570  
  

633,570 

暮らしを支える生活支援 1,209,442  
  

1,209,442 

雇用や事業継続を守る 168,964  
  

168,964 

子育て支援・教育機会の確保 410,521  
  

410,521 

感染予防の日常行動の周知 1,233,706 439 
  

1,234,145 

ICT を活用した取組の推進 927,189 13,259 89,040 21,000 1,050,488 

非接触型経済活動の促進 1,159,858  
  

1,159,858 

合 計 5,743,250 13,698 89,040 21,000 5,866,988 

 

 

※その他、一般会計において介護保険事業特別会計繰出（13,698千円）を計上 

 

 

 

 

 

全 会 計 
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（歳 出）                                            ５，７５６，９４８千円 

（債務負担行為   ２７５，０００千円 ） 

 

 

○は現計予算  ●は債務負担行為の設定 

◆ 医療・検査体制の確保                   ６３３，５７０千円 

                 

 

（主な事業） 

○ 介護施設・障害者福祉施設等におけるクラスター感染に対する事前対策 

施設職員に対する感染防止対策研修や感染防止対策マニュアルの作成を行う

とともに、感染発生時に事業者間で応援職員を派遣する仕組みを構築 

2,481千円 

   

○ 医療用物資の備蓄 

感染拡大に備え、市内医療機関及び本市が必要とする医療用物資を備蓄用とし

て購入 

65,787千円 

   

○ 医療機関における発熱患者受入促進（外来）及び簡易病室等整備補助 

発熱患者の受入れに係る経費を補助するとともに感染防止に係る設備整備等

を支援することで、発熱患者の受入れを促進 

93,000 千円 

   

 

◆ 暮らしを支える生活支援                １，２０９，４４２千円 

                 

 

（主な事業） 

○ 新生児臨時給付金 

国の特別定額給付金の対象にならなかった新生児※の保護者に対して、市独自

の給付金を支給（新生児 1人につき 5万円） 

※基準日の翌日以降の令和 2 年 4月 28日から 12月 31日の間に生まれた新生児 

217,909 千円 

   

○ 学校給食費無償化 

市立小学校及び特別支援学校における給食費（8～10月分）を無償化 

 

535,461 千円 

○ おでかけ応援利用促進事業 

高齢者の健康増進及び公共交通の利用促進のため、１乗車 100円で利用できる

「おでかけ応援制度」について期間限定（9～11 月（予定））で無料乗車を実施 

163,008 千円 

一 般 会 計 
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◆ 雇用や事業継続を守る                   １６８，９６４千円 

                 

 

（主な事業） 

○ 堺の魅力再発見キャンペーン 

市民の方に改めて地元・堺の魅力を発見していただく、市民限定の特典付観

光キャンペーンを実施（おでかけ応援利用促進事業との連携事業として実施） 

24,064 千円 

   

○ 泉北ニュータウン地域における買い物支援事業 

近隣センターや団地内緑道を活用したキッチンカーなどによる物販飲食サー

ビスの提供と、ICTを活用した幅広い世代の利用促進の検証を実施 

3,000千円 

 

◆ 子育て支援・教育機会の確保                ４１０，５２１千円 

                 

 

（主な事業） 

○ 学校教育 ICT化推進事業 

通信環境を整備できない家庭に対する通信機器の貸与及び学校内での ICT環境

整備の初期対応を支援する GIGA スクールサポーターを配置 

322,050 千円 

   

○ 新型コロナ対応サポーターの配置 

コロナ禍における学校での業務サポートをするために、新型コロナ対応サポー

ターを配置 

33,360 千円 

 

◆ 感染予防の日常行動の周知               １，２３３，７０６千円 

                 

 

（主な事業） 

○ 保健センターにおける感染予防対策 

妊産婦や乳幼児の集団感染を防止するため、サーモグラフィーの設置等の感染

予防対策を保健センターで実施 

14,000 千円 

   

○ 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 

新型コロナウイルス感染症対策の徹底や児童生徒の状況に応じた教育活動等

を実施するため、各学校長の判断で必要となる物品を迅速かつ柔軟に購入でき

るよう各学校に予算配当 

440,000 千円 
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○ 学校園における感染予防対策 

学校園及び放課後児童対策事業における感染症対策用の衛生用品購入及び技

術職員（用務担当）等が配置されていない学校トイレの清掃について業務委託

を実施 

96,300 千円 

   

○ 公共交通応援事業 

南海バス、近鉄バス、阪堺電気軌道が行う、新型コロナウイルス感染症の拡大

防止対策及び高齢者等の移動円滑化・外出促進に向けたノンステップバスの導

入を支援 

11,487 千円 

   

○ 自転車通勤促進補助事業 

「３密」を避ける交通手段である自転車利用を促すため、自転車通勤専用駐輪

場の新設、増設を行う市内事業者に対して補助を実施 

30,000千円 

   

○ 青色防犯パトロール車両への安全運行支援 

感染拡大防止に係る注意喚起を含む地域防犯のため、青色防犯パトロール車両

が安全に運行できるよう、急発進抑制装置やドライブレコーダーの設置に係る

費用を補助 

2,450千円 

 

◆ ICTを活用した取組の促進                     ９２７，１８９千円 

（債務負担行為 ２７５，０００千円） 

                 

 

（主な事業） 

●○ テレワーク環境の拡充 

【債務負担行為の設定：令和 2年度～7年度】          （限度額 

職員が庁内 LANに庁外からアクセスできるテレワーク環境を、現行の 200人分

に加え、新たに 200人分整備するとともに、緊急時にはさらに 600人がアクセ

スできる環境を構築 

500,000 千円 

275,000 千円） 

   

○ 障害支援区分認定審査会、精神医療審査会のオンライン開催 

障害支援区分認定審査会、精神医療審査会を Web会議で開催するための環境を

整備 

4,522千円 

   

○ 公共施設への Wi-Fi整備 

広く市民に情報取得の機会を提供するため、各区役所や図書館等に Wi-Fiを整

備 

46,393 千円 
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○ 南区スマート区役所事業 

ICT を活用した行政手続き等の検討業務の実施、庁舎内の業務・事業用 Wi-Fi

環境の整備、区民等が利用可能なテレワークオフィスを設置 

14,099 千円 

   

○ ウィズコロナ時代のフレイル予防の効果検証 

外出自粛で低下した高齢者の心身機能の実態把握と、ICT技術を活用した「デ

ジタルフレイル予防」事業のモデル実施の効果検証を行い、今後の施策展開に

活用 

10,798 千円 

   

○ 先端設備等導入支援補助金 

市内中小企業の生産性を向上させる設備投資を支援するため、先端設備等の取

得費を補助 

226,817 千円 

   

○ （仮称）堺市新型コロナウイルス対策を頑張る中小企業応援補助 

国の「中小企業生産性革命推進事業」の活用を促進し、新しい生活様式への対

応に取り組む投資について補助 

121,067 千円 

 

◆ 非接触型経済活動の促進                    １，１５９，８５８千円 

                 

 

（主な事業） 

○ テレワーク導入支援補助金 

市内中小事業者のテレワーク導入に必要な経費の一部を補助するとともに、

テレワーク導入や活用に関するハンズオン支援を実施 

56,358 千円 

   

○ 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）促進補助金 

デジタル技術を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換による新たな販路

開拓等に取り組む費用の一部を補助 

33,300 千円 

   

○ キャッシュレス決済を活用した市内消費活性化事業 

市民の購買意欲を喚起し、市内商業の活性化を図るとともに、キャッシュレ

ス社会の構築をめざすため、市内の対象店舗等でキャッシュレス決済を利用

した場合に支払額の 20％をポイント還元（1 人 1 社あたり上限 5,000 円、最

大 2社） 

1,000,000千円 

   

○ タクシー応援事業 

タクシー事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策及びキャ

ッシュレス化のための設備導入に係る費用を補助 

57,000 千円 
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◆ その他                               １３，６９８千円 

                 

 
○ 介護保険事業特別会計の所要増に応じた繰出金の増 13,698 千円 

 

（歳 入）                         ５，７５６，９４８千円 

 

○ 国庫支出金                         5,438,104 千円 

（主なもの） 

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金        4,370,439千円 

・生活困窮者自立相談支援事業費等負担金                     210,489千円 

・学校保健特別対策事業費補助金                         230,982千円 

 

○ 府支出金                                   152,643千円 

（主なもの） 

・地域医療介護総合確保基金補助金                          98,962千円 

・新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金                  52,332千円 

 

○ 繰入金                                  93,082千円  

・地域福祉推進基金繰入金                              71,471千円 

・子ども教育ゆめ基金繰入金                                   21,611千円 

 

○ 繰越金                               73,119千円 

 

 

 

◇ 介護保険事業特別会計 

 

（歳 出）                            １３，６９８千円  

                       

○ 介護認定審査会のオンライン開催 

介護認定審査会を Web 会議で開催するための環境を整備 

13,259 千円 

   

○ 感染症対策に備えた物資の購入 439千円 

（歳 入）                            １３，６９８千円 

 

○ 一般会計繰入金                          13,698千円 

 

特 別 会 計 
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◇ 水道事業会計 

（支 出）                            ８９，０４０千円 

（債務負担行為   ５，０００千円 ） 

 

○ フリーアドレスの導入 

上下水道局本庁舎においてフリーアドレスを導入するための什器類を購入 

65,000 千円 

 

   

●○ サテライトオフィスの設置 

【債務負担行為の設定：令和 2年度～3年度】       （限度額 

無線ネットワーク構築業務及び情報共有ツール（デジタルサイネージ）の購

入等 

13,500 千円 

   5,000千円） 

   

○ ＩＣＴの推進 

窓口予約受付システムの導入、工事届出のオンライン化に伴う実証実験の実

施等 

10,540 千円 

 

◇ 下水道事業会計 

 

（支 出）                            ２１，０００千円 

（債務負担行為   ９，０００千円 ） 

                              

○ フリーアドレスの導入 

上下水道局本庁舎においてフリーアドレスを導入するための什器類を購入 

20,000千円 

 

   

●○ サテライトオフィスの設置 

【債務負担行為の設定：令和 2年度～3年度】       （限度額 

無線ネットワーク構築業務等 

1,000千円 

9,000千円） 

 

企 業 会 計 



1 ページ

◆ 医療・検査体制の確保 合計 千円

633,570 千円）

1 介護施設・障害者福祉施設等におけるクラスター感染に対する事前対策 2,481 千円

所管課 問合せ

2 医療用物資の備蓄 65,787 千円

所管課 問合せ

3 医療機関における発熱患者受入促進（外来）及び簡易病室等整備補助 93,000 千円

所管課 問合せ

4 介護施設等における簡易陰圧装置・換気設備の設置等に対する補助 98,962 千円

所管課 問合せ

5 新型コロナウイルス感染症検査検体・患者搬送 9,339 千円

所管課 問合せ

6 新型コロナウイルス感染症医療費公費負担金 77,128 千円

所管課 問合せ

7 新型コロナウイルス感染症受診相談センターの運営 39,021 千円

所管課 問合せ

8 「自宅療養等応援パック」の配付 12,127 千円

所管課 問合せ

9 検査機器・試薬購入 40,313 千円

所管課 問合せ

10 感染症対策資器材の備蓄 8,883 千円

所管課 問合せ

633,570

帰国者・接触者外来等で採取した検査検体の衛生研究所への搬入や入院を要する者の医療機関への搬送業務の委託

介護事業者課 、障害者支援課

施設職員に対する感染防止対策研修や感染防止対策マニュアルの作成を行うとともに、感染発生時に事業者間で応援職員
を派遣する仕組みを構築

感染拡大に備え、市内医療機関及び本市が必要とする医療用物資を備蓄用として購入

介護施設等における簡易陰圧装置や換気設備の設置に係る経費のほか、感染が疑われる者が発生した場合の消毒・洗浄
に係る経費を補助

発熱患者の受入れに係る経費を補助するとともに感染防止に係る設備整備等を支援することで、発熱患者の受入れを促進

新型コロナウイルス感染症に係る入院患者の医療費を公費で負担

市民からの電話相談に対応する堺市新型コロナウイルス受診相談センターの運営委託等

感染症対策課

令和2年度　7月補正予算案　事業一覧　（全会計）

本市が自宅待機を要請する方のうち、希望者に対して食料品や日用品を詰め合わせた「自宅療養等応援パック」を配付

衛生研究所

072-238-6049

（一般会計

      072-228-7348 　　 072-228-7510

072-228-7348

072-222-9936（健康医療推進課内）

072-228-7582（保健医療課内）

072-222-9933

072-222-9933

072-222-9933

072-222-9933

072-238-1848

衛生研究所で使用する核酸自動抽出装置2台、リアルタイムPCR装置1台及び検査試薬を購入

救急活動時における感染症対策資器材を購入

感染症対策課

感染症対策課

救急課

介護事業者課

感染症対策課

感染症対策課

感染症対策課



2 ページ

11 新型コロナウイルスに感染した妊産婦への支援 131,779 千円

所管課 問合せ

12 地域外来・検査センターの運営 54,750 千円

所管課 問合せ

◆ 暮らしを支える生活支援 合計 千円

1,209,442 千円）

13 新生児臨時給付金 217,909 千円

所管課 問合せ

14 学校給食費無償化 535,461 千円

所管課 問合せ

15 おでかけ応援利用促進事業 163,008 千円

所管課 問合せ

16 住居確保給付金の所要増 280,652 千円

所管課 問合せ

17 家計改善支援の強化 756 千円

所管課 問合せ

18 自立相談支援機関（すてっぷ・堺）の体制強化 4,218 千円

所管課 問合せ

19 新型コロナウイルス感染症に対応した自殺予防電話相談体制の整備 1,563 千円

所管課 問合せ

20 各種還付金 5,875 千円

保健給食課

公共交通課　、交通政策課

生活援護管理課

1,209,442

新型コロナウイルス感染症の影響で増加する住居確保給付金の申請に対応するため、住居確保給付金の不足見込額分の
予算を確保

生活困窮者に対する、ファイナンシャルプランナーによる家計に関する相談を拡充

国の特別定額給付金の対象にならなかった新生児※の保護者に対して、市独自の給付金を支給（新生児1人につき5万円）
　※基準日の翌日以降の令和2年4月28日から12月31日の間に生まれた新生児

市立小学校及び特別支援学校における給食費（8～10月分）を無償化

感染症対策課

子ども育成課

072-222-9936（健康医療推進課内）

地域の診療所等と連携し、保健所を介することなく行政検査を集中的に実施する機関である地域外来・検査センターの運営
を委託

072-228-7489

072-228-7104

（一般会計

072-228-7612

新型コロナウイルス感染拡大防止のため各種施設を閉鎖等したことに伴い、予め徴収していた目的外使用料、貸付料等を
還付

不安を抱える妊婦へPCR検査を実施するとともに、感染した妊産婦に対し、継続的な訪問や電話相談を実施

072-228-7549 　　072-228-7756

新型コロナウイルス感染症の影響で増加する相談件数に対応するため、相談支援員を1名増員

072-228-7412

072-228-7412

072-228-7412

精神保健課

子ども企画課

生活援護管理課

生活援護管理課

フリーダイヤルによる府民向け電話相談窓口の整備及びリスティング広告等による周知（大阪府との共同事業）

高齢者の健康増進及び公共交通の利用促進のため、１乗車100円で利用できる「おでかけ応援制度」を期間限定（9～11月
（予定））で無料乗車を実施（堺の魅力再発見キャンペーンとの連携事業としても実施）

072-228-7062
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◆ 雇用や事業継続を守る 合計 千円

168,964 千円）

21 堺の魅力再発見キャンペーン 24,064 千円

所管課 問合せ

22 泉北ニュータウン地域における買い物支援事業 3,000 千円

所管課 問合せ

23 学校臨時休校に伴う給食物資代を公費負担 63,765 千円

所管課 問合せ

24 就労継続支援事業所の生産活動活性化支援 33,000 千円

所管課 問合せ

25 介護・障害者訪問サービス事業者等に対する支援金の給付 26,000 千円

所管課 問合せ

26 再就職支援プログラム 19,135 千円

所管課 問合せ

◆ 子育て支援・教育機会の確保 合計 千円

410,521 千円）

27 学校教育ICT化推進事業 322,050 千円

所管課 問合せ

28 新型コロナ対応サポーターの配置 33,360 千円

所管課 問合せ

29 学校安全管理員業務 22,661 千円

所管課 問合せ

給付費収入が減少した訪問系サービス等を実施する事業者を対象に事業継続のための支援金を支給

介護事業者課、障害者支援課

雇用推進課

ニュータウン地域再生室

観光推進課

保健給食課

障害者支援課

168,964

410,521

教育センター

施設課、学校総務課
教育委員会・総務課

学校指導課

コロナ禍における学校での業務サポートをするために、新型コロナ対応サポーターを配置

072-270-8120

（施設課）072-228-7486　 （学校総務課）072-228-7436
（教育委員会・総務課）072-228-7435

（一般会計

（一般会計

市民の方に改めて地元・堺の魅力を発見していただく、市民限定の特典付観光キャンペーンを実施（おでかけ応援利用促進
事業との連携事業として実施）

072-228-7493

072-228-7489

072-228-7510

072-228-7348　　072-228-7510

072-228-7404

072-298-1300

072-228-7436

通信環境を整備できない家庭に対する通信機器の貸与及び学校内でのICT環境整備の初期対応を支援するGIGAスクール
サポーターを配置

就労継続支援事業所の生産活動の再起に向けて必要となる費用等を支援

学校臨時休校に伴い、発注済みの3～4月の給食物資代を公費で負担

座学講座や企業見学等の実施、再就職先企業への支援を行うことで、新型コロナウイルスの影響による離職者の再就職を
支援

近隣センターや団地内緑道を活用したキッチンカーなどによる物販飲食サービスの提供と、ICTを活用した幅広い世代の利
用促進の検証を実施

夏休み、冬休み及び春休みの短縮に伴う学校安全管理員の配置時間を延長
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30 教員の追加配置 29,637 千円

所管課 問合せ

31 非常勤講師の追加配置 2,813 千円

所管課 問合せ

◆ 感染予防の日常行動の周知 合計 千円

1,233,706 千円）

439 千円）

32 保健センターにおける感染予防対策 14,000 千円

所管課 問合せ

33 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 440,000 千円

所管課 問合せ

34 学校園における感染予防対策 96,300 千円

所管課 問合せ

35 公共交通応援事業 11,487 千円

所管課 問合せ

36 自転車通勤促進補助事業 30,000 千円

所管課 問合せ

37 青色防犯パトロール車両への安全運行支援 2,450 千円

所管課 問合せ

38 感染症対策物資配置のための備蓄倉庫整備 120,818 千円

所管課 問合せ

39 感染症対策に備えた物資の購入やトイレの改修等（一般会計） 400,943 千円

40 感染症対策に備えた物資の購入（介護保険事業特別会計） 439 千円

南海バス、近鉄バス、阪堺電気軌道が行う、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策及び高齢者等の移動円滑化・外出
促進に向けたノンステップバスの導入を支援

072-228-7549 　　 072-228-7756

指定避難所（161か所）に、衛生用品等を備蓄するための備蓄倉庫を追加整備

本庁舎や区役所等において、消毒液やパーテーションなど新型コロナウイルス対策として必要な物資の調達と、扉の自動化
やオート水栓化などのトイレの改修工事を実施

「３密」を避ける交通手段である自転車利用を促すため、自転車通勤専用駐輪場の新設、増設を行う市内事業者に対し、補助

健康医療推進課

学校園及び放課後児童対策事業における感染症対策用の衛生用品購入及び技術職員（用務担当）等が配置されていない
学校トイレの清掃について委託を実施

（教育委員会・総務課）072-228-7435
（放課後子ども支援課）072-228-7491

（学校総務課）072-228-7436

072-222-9936

自転車企画推進課

感染拡大防止に係る注意喚起を含む地域防犯のため、青色防犯パトロール車両が安全に運行できるよう、急発進抑制装置
やドライブレコーダーの設置に係る費用を補助

市民協働課

教育委員会・総務課、
放課後子ども支援課、学校総務課

各区役所地域福祉課においてパーテーションなど新型コロナウイルス対策として必要な物資を調達

危機管理室防災課

公共交通課、交通政策課

1,234,145

妊産婦や乳幼児の集団感染を防止するため、サーモグラフィーの設置等の感染予防対策を保健センターで実施

臨時休業期間の長期化による影響を踏まえ、子どもの学習保障に必要な非常勤講師を追加配置

教職員企画課、教職員人事課

教職員企画課、教職員人事課

臨時休業期間の長期化による影響を踏まえ、小・中学校の最高学年の子どもの学習保障のほか、課題対応に必要な教員を
追加配置

（一般会計
　　介護保険事業

　　特別会計

072-228-0238　　072-228-7438

072-228-7436

072-228-7605

072-228-7636

072-228-7405

072-228-0238　　072-228-7438

新型コロナウイルス感染症対策の徹底や児童生徒の状況に応じた教育活動等を実施するため、各学校長の判断で必要とな
る物品を迅速かつ柔軟に購入できるよう各学校に予算配当

学校総務課

（
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41 地域子育て支援拠点施設等への感染防止用品等の配布 2,870 千円

所管課 問合せ

42 児童養護施設等における感染防止対策に対する補助 112,321 千円

所管課 問合せ

43 乳幼児健康診査の体制整備 2,517 千円

所管課 問合せ

◆ ICTを活用した取組の推進 合計 千円

927,189 千円）

13,259 千円）

110,040 千円）

44 テレワーク環境の拡充 500,000 千円

（債務負担 275,000 千円）

所管課 問合せ

45 障害支援区分認定審査会、精神医療審査会のオンライン開催 4,522 千円

所管課 問合せ

46 公共施設へのWi-Fi整備 46,393 千円

47 南区スマート区役所事業 14,099 千円

所管課 問合せ

48 ウィズコロナ時代のフレイル予防の効果検証 10,798 千円

所管課 問合せ

49 先端設備等導入支援補助金 226,817 千円

所管課 問合せ

50 （仮称）堺市新型コロナウイルス対策を頑張る中小企業応援補助 121,067 千円

所管課 問合せ

ＩＣＴイノベーション推進室　、　人事課

国の「中小企業生産性革命推進事業」の活用を促進し、新しい生活様式への対応に取り組む前向きな投資について補助

市内中小企業の生産性を向上させる設備投資を支援するため、先端設備等の取得費を補助

南区企画総務課

072-228-0375

職員が庁内LANに庁外からアクセスできるテレワーク環境を、現行の200人分に加え、新たに200人分整備するとともに、緊
急時にはさらに600人がアクセスできる環境を構築
（常時400人分＋緊急時600人分＝合計1,000人分のテレワーク環境の構築）

072-228-7629

072-228-7414

072-228-7510　　072-245-9192

072-228-7264 　 072-228-7907

072-290-1800

イノベーション投資促進室

産業政策課

　　水道事業・
　　下水道事業会計

子ども育成課

広く市民に情報取得の機会を提供するため、各区役所や図書館等にWi-Fiを整備

障害者支援課、こころの健康センター

地域包括ケア推進課

ICTを活用した行政手続き等の検討業務の実施、庁舎内の業務・事業用Wi-Fi環境の整備、区民等が利用可能なテレワーク
オフィスを設置

感染防止対策を図りながら乳幼児健康診査を実施するため、定例の健診に加え、定例外にも健診を実施

072-228-7612

072-228-7612

地域子育て支援拠点施設等が感染防止対策を図りながら業務を継続するために必要なエタノール等、感染防止用品を配布

児童養護施設等が感染防止対策を図りながら業務を継続するために必要な経費（研修受講等）を補助

072-228-7331

子ども育成課

子ども家庭課

外出自粛で低下した高齢者の心身機能の実態把握と、ICT技術を活用した「デジタルフレイル予防」事業のモデル実施の効
果検証を行い、今後の施策展開に活用

1,050,488

障害支援区分認定審査会、精神医療審査会をWeb会議で開催するための環境を整備

（一般会計
　　介護保険事業

　　特別会計（

（
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51 妊産婦・子育て家庭へのオンライン教室・交流等実施事業 105 千円

所管課 問合せ

52 介護認定審査会のオンライン開催（介護保険事業特別会計） 13,259 千円

所管課 問合せ

53 Web会議システム利用環境の整備 3,388 千円

所管課 問合せ

54 フリーアドレスの導入（水道事業会計・下水道事業会計） 85,000 千円

所管課 問合せ

55 サテライトオフィスの設置（水道事業会計・下水道事業会計） 14,500 千円

（債務負担 14,000 千円）

所管課 問合せ

56 ＩＣＴの推進（水道事業会計） 10,540 千円

所管課 問合せ

◆ 非接触型経済活動の促進 合計 千円

1,159,858 千円）

57 テレワーク導入支援補助金 56,358 千円

所管課 問合せ

58 堺市中小企業デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）促進補助金 33,300 千円

所管課 問合せ

59 キャッシュレス決済を活用した市内消費活性化事業 1,000,000 千円

所管課 問合せ

60 タクシー応援事業 57,000 千円

所管課 問合せ公共交通課

（一般会計

妊産婦や子育て中の者を対象としたオンラインでの個別相談、保健指導、交流事業、教室等やインターネットでの講座配信
を実施

上下水道局本庁舎においてフリーアドレスを導入するための什器類を購入

無線ネットワーク構築業務及び情報共有ツール（デジタルサイネージ）の購入等

窓口予約受付システムの導入、工事届出のオンライン化に伴う実証実験の実施等

072-250-9208

072-250-9208

072-250-9139

介護保険課

タクシー事業者に対し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策及びキャッシュレス化のための設備導入に係る費用を補
助

市民の方が参加される本市の催しや関係団体の打ち合わせについて、Web会議システムを活用できるよう端末を20台設置

ＩＣＴイノベーション推進室

072-228-7513

072-228-7612

市内中小事業者のテレワーク導入に必要な経費の一部を補助するとともに、テレワーク導入や活用に関するハンズオン支
援を実施

ものづくり支援課 072-228-7534

072-228-7534

072-228-8814

072-228-7549

072-228-7264 

介護認定審査会をWeb会議で開催するための環境を整備

1,159,858

市民の購買意欲を喚起し、市内商業の活性化を図るとともに、キャッシュレス社会の構築をめざすため、市内の対象店舗等
でキャッシュレス決済を利用した場合に支払額の20％をポイント還元（1人1社あたり上限5,000円、最大2社）

デジタル技術を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換による新たな販路開拓等に取り組む費用の一部を補助

商業流通課

ものづくり支援課

子ども育成課

上下水道局　事業サポート課

　上下水道局　危機管理・
広報・ICT推進担当

　上下水道局　危機管理・
広報・ICT推進担当
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61 Web合同企業説明会の開催 13,200 千円

所管課 問合せ

◆ 合計 千円

13,698 千円）

62 介護保険事業特別会計繰出 13,698 千円

所管課 問合せ

（一般会計

介護保険事業特別会計繰出の所要増

財政課

雇用推進課

072-228-7471

その他 13,698

072-228-7404

Web合同企業説明会を開催し、新卒の学生などの就職活動と企業の新たな採用活動を支援
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