
日時：令和3年6月1日(火)14時から
会場：松戸市役所新館7階 大会議室

令和３年度
松戸市補正予算(第２回)案の概要

定例記者会見資料（別冊１）

新型コロナウイルス感染症対策の取り組みを実施するため、
松戸市議会６月定例会に補正予算案を提案いたします
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【歳出】補正予算額 １９億６，５８８万２，０００円
※新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
１２億１２３万円を活用

【新型コロナウイルス対策】

１9億6,588万2,０００円（うち特別会計767万9,000円）

１．医療関係 １億２，５１７万６，０００円
・接待を伴う飲食店従業員ＰＣＲ検査実施事業 ７,３３４万８,０００円 ★

まん延防止等重点措置に伴う県の要請により飲食店営業許可店舗のうち、スナック・バーの分類に
属する店舗従業員の希望者にＰＣＲ検査を実施する
（県支出金 10/10）

・ドライブスルー検査会場等搬送支援業務委託 ５２９万３,０００円
市ＰＣＲ検査センターの設置延長に伴い事業を継続する（９月まで）

・感染拡大防止啓発関係経費 ４３０万４,０００円
感染拡大防止啓発冊子の作成など

・消防救急隊感染対策資機材購入費 ４,２２３万１,０００円

令和３年度松戸市補正予算（第２回）(案)の概要
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２．各家庭支援 ５億３，１８０万８，０００円

・子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（その他世帯分）４億８,３８５万円 ★
（国庫支出金 10/10）

・子育て世帯生活応援特別給付金給付事業（均等割世帯分）４,０１３万６,０００円★
国の子育て世帯生活支援特別給付金の制度対象外である低所得者（市民税均等割のみ課税世帯）へ
応援特別給付金を支給する

・児童扶養手当現況届郵送対応経費 ４０万円

・預かり保育幼稚園オンライン合同説明会用タブレットの購入 ３０万円

・会計年度任用職員（事務職）の採用 ７１２万２,０００円
学生への緊急雇用対策として、市内在住または市内へ通学している学生（留学生を含む）を会計
年度任用職員として採用する

令和３年度松戸市補正予算（第２回）(案)の概要
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３．経済対策 １１億５，９０８万６，０００円

・中小企業サポート給付金 ５億円 ★
売り上げが２割以上減少している中小企業（千葉県感染拡大防止対策協力金の対象外事業者）

に対し、従業員数に応じた給付金を支給する

・プレミアム商品券発行事業 ６億５,１７４万６,０００円 ★
券種構成：１万３,０００円分（中小事業所専用券7,000円 ＋ 大規模店舗・中小事業所共通券6,000円）

販売価格：１万円/冊 ※プレミアム率30％
販売方法：抽選（1人3冊まで）
発行部数：１５万冊〔ＷＥＢ(スマホ）12万冊、プリペイド 3万冊〕

・飲食店感染症対策アドバイザー派遣関係経費 ７４万円
レストラン・居酒屋・バー・スナック、小規模飲食店の感染症対策のためアドバイザー派遣を
10店舗程度実施し、その対策方法などを広く周知

・飲食店ＣＯ２モニター購入費補助金 ６６０万円
補助率10/10 上限2万2,000円 300店舗

令和３年度松戸市補正予算（第２回）(案)の概要
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４．市民の利便性の向上と活動支援 ２，４２２万３，０００円

・各種証明手数料のキャッシュレス化導入経費 ４０３万円 ★
市民課、支所、税、国民健康保険課窓口での住民票、税証明などの総務手数料支払いの

キャッシュレス化関係経費
うち国民健康保険特別会計 5万6,000円（一般会計繰出金 5万6,000円）

・町会・自治会への感染症対策物品の配布 ７２０万４,０００円
ワクチン接種後の活動再開を視野に非接触型体温計等の対策物品を配布する

・救命講習会用備品整備 ６０５万５,０００円
感染症対策を行い、救命講習を実施する（心肺蘇生用訓練人形、ＡＥＤトレーナーの購入）

・市民活動サポートセンター講座のオンライン化経費 １８万円
ビデオカメラ等購入費

・介護予防普及啓発事業（介護保険特別会計）５９５万４,０００円
オンラインによる『通いの場』開催に向けた導入支援（一般会計繰出金 74万4,000円）

令和３年度松戸市補正予算（第２回）(案)の概要
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５．その他 １億２，５５８万９，０００円

〇施設改修等

・街区公園、21世紀の森と広場トイレ洋式化、水道改修 ５,４７７万６,０００円
街区公園（72カ所）および21世紀の森と広場施設内トイレの洋式化・自動水栓化

・支所、市民センター自動ドア改修 1,204万４,０００円
常盤平支所、新松戸・六実市民センターの自動ドア化改修

・社会教育施設の水道改修 ６９０万円
タウンスクール根木内、青少年会館、市民会館の自動水栓化

〇その他の感染防止対策

・小中学校サーモグラフィーカメラ整備 ４,０８０万円

・(仮称)松戸音楽フェスティバルオンライン配信等感染症対策経費 ３００万円

・新型コロナウイルス相談ダイヤルフリーダイヤルの延長 ２１６万円

令和３年度松戸市補正予算（第２回）(案)の概要
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〇その他の感染防止対策（つづき）

・戸定歴史館ホームページ改修経費 ２００万円
デジタルアーカイブ・ＶＲツアーをより効果的にするためホームページを改修する

・教育委員会会議傍聴用カメラ等整備 ２６万１,０００円

・博物館感染症対策消耗備品等購入費 ３１万円

・国民健康保険保険料減免に係る経費（国民健康保険特別会計）１６６万９,０００円
（一般会計繰出金 166万9,000千円）

【歳入】補正予算額 １９億６，５８８万２，０００円



２．補正予算の主な内容
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接待を伴う飲食店従業員PCR検査事業
地域医療課　☎ 047－ 366－7771

【新型コロナウイルス対策分】１．医療関係
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●予算額 ７，３３４万８，０００円

●目 的 接待を伴う飲食店等の従業員を対象にPCR検査を実施し、感染者を早期に発見
することで、対象店舗におけるクラスターの未然防止を図る。

●内 容 市内の接待を伴う飲食店の従業員（希望者）に対しＰＣＲ検査を実施。
※詳細については、次ページの「事業実施イメージ」のとおり
※検査を受ける店舗の費用負担は、なし
※検査の回数は、従業員１人あたり月１回まで

●対 象 食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた店舗のうち、スナック・バー
の分類に属する店舗の従業員。
市内約４００店舗（松戸保健所より情報提供）

●実施期間 令和３年６月～令和３年１０月まで

●その他 本事業は、千葉県において「千葉県接待を伴う飲食店の従業員に対するＰＣＲ
検査事業補助金」を定め、実施する４市（千葉市・市川市・松戸市・柏市）に
対し、その費用の全額を補助する。



②市の案内に基づき申込

①市から飲食店に案内（郵送等）

松戸市

委託医療機関

④ﾘｽﾄ
を基に

検査ｷｯﾄ
送付

⑤唾液
を採取

し返送

飲食店
従業員

※陽性者が出た場合
発生届の提出

保健所

陽性者
に対し
療養の
指導

⑥結果
を通知

③飲食店からの申込
を基に、委託
医療機関に
ﾘｽﾄ等を
送付

●事業実施イメージ
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子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）
子育て支援課児童給付担当室　☎ 047－ 366－3127

【新型コロナウイルス対策分】２．各家庭支援
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●予 算 額 ４億８，３８５万円 ※全額国庫補助
【内訳】事業費 3億7,725万円(対象児童7,545人×支給額5万円)+事務費 1億660万円

●目 的 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のふたり親
子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て
世帯生活支援特別給付金を支給する

●対象児童 高校３年生相当までの児童及び２０歳未満の特別児童扶養手当受給対象児童の
いるひとり親世帯以外で市民税非課税の子育て世帯（主にふたり親を想定）

●支給金額 １人当たり一律５万円

●支給方法 ・市民税非課税の児童手当受給者及び特別児童扶養手当受給者には、文書を
送付後、辞退がなければ口座に振り込む「積極支給」を行う

・市民税非課税で高校生相当の児童のみの家庭や、令和３年４月～令和４年２月
までに生まれた第一子が新生児の家庭、令和３年１月以降に家計が急変し、
市民税非課税相当となった家庭などの対象者は、申請に基づき支給を行う

●実施期間 初回の「積極支給」を７月１９日（月）に支給予定。



子育て世帯生活応援特別給付金（均等割世帯分）
子育て支援課児童給付担当室　☎ 047－ 366－3127

【新型コロナウイルス対策分】２．各家庭支援
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●予算額 ４，０１３万６，０００円
【内訳】事業費2,500万円(対象児童500人×支給額5万円)、

事務費1,513万6,000円

●目 的 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、国による低所得の
ひとり親・ふたり親子育て世帯に対する、子育て世帯生活支援特別給付金
支給の対象から外れた低所得の世帯に対し、市独自の給付金を支給する

●対象児童 令和３年３月３１日時点で１８歳未満の児童で、令和３年度市民税が均等割のみ
課税されている子育て世帯（国の給付金支給者及び生活保護受給世帯を除く）

●支給金額 １人当たり一律５万円

●支給方法 対象者の申請に基づき支給を行う

●実施期間 申請受付開始日および支給日は現在調整中

松戸市独自事業



中小企業サポート給付金
【新型コロナウイルス対策分】３．経済対策
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●

商工振興課　☎ 047－ 711－6377

予 算 額 ５億円

●目 的 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業を支援するために
給付金を支給します

●内 容

●対 象 市内の中小企業で、次のいずれも満たしていること。
①主たる事業所が松戸市であること。
②令和３年１月から５月の売上合計が前年（前々年）と比較して２０％
以上落ち込んでいること（一時支援金、月次支援金は売上に合算する）。

③千葉県が飲食店に対して実施している感染拡大防止対策協力金の対象
とならないこと。

●申請期間 令和３年７月～９月



プレミアム商品券発行事業
商工振興課　☎ 047－ 711－6377

【新型コロナウイルス対策分】３．経済対策
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●予 算 額 ６億５，１７４万６，０００円 【内訳】プレミアム分 4億5,000万円
その他事務経費 2億 174万6,000円

●目 的 新型コロナウイルス感染症により落ち込んでいる個人消費を喚起し、売上が
減少した地元商店や飲食店の支援を図ることにより、地域経済の回復を図る
ために、スマートフォンとプリペイドカード型商品券を発行します。

●内 容 ・販売価格 1セット1万円 ※1万3,000円分の買い物が可能
・券種構成 大型店・中小事業所共通券 = 6,000円

中小事業所専用券 = 7,000円
・プレミアム率 ３０％ ※1セットあたり3,000円（1万円×30％）
・発行数 １５万セット
・商品券発行総額 １９億５，０００万円
【内訳】
購入者負担分 15億円（1万円×15万セット）
市負担分（プレミアム分） 4億5,000万円（3,000円×15万セット）

・購入対象者 市内在住・１８歳以上 ※1人3セットまで購入可
・販売方法 抽選方式
・実施期間 感染状況を勘案し、実施予定



各種証明手数料のキャッシュレス化導入経費
収納課　☎ 047－ 366－7325
市民課　☎ 047－ 366－7340
国民健康保険課収納担当室　☎ 047－ 366－7299

【新型コロナウイルス対策分】４．市民の利便性向上と活動支援
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●予 算 額 ４０３万円

●目 的 感染症防止の観点からキャッシュレス化への対応、
窓口での利用者の利便性向上のため

●内 容 住民票や税証明書など窓口の交付手数料のお支払いにクレジットや電子マネー
などの決済サービスが利用できるようになります。

●運用開始 令和３年度中運用開始予定 ※詳細が決定次第、改めて情報提供いたします

●取扱窓口 市民課、８支所、行政サービスセンター、パスポートセンター、
市民税課、固定資産税課、収納課、国民健康保険課 計１５カ所

●対象手数料 住民票、戸籍証明、税証明、保険料納付証明書 計４５種類

●利用できるキャッシュレス決済（予定）
➀クレジット（VISA、JCBなど）、②電子マネー（nanaco、Suica、PASMO等など）
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