令和３年度６月補正予算案 新型コロナウイルス感染症対策関連経費の概要
◎は県単独事業費（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業）

１

感染防止対策の推進と医療提供体制の確保

新○ ワクチン集団接種に係る医療従事者の派遣及び個別接種に係る医療機関の体制強化等に
対する支援

2,619,978千円

新○ 宿泊事業者が行う感染防止対策に対する支援

201,000千円

○ ＰＣＲ検査の実施

608,722千円

新○ 環境保健センターにおけるＰＣＲ検査機器等の整備

14,014千円

○ 医療機関におけるＰＣＲ検査機器の整備に対する支援

２

52,800千円

○ 宿泊施設における軽症患者の受入れ体制の整備

423,190千円

○ 積極的疫学調査のための保健所職員体制の強化

15,681千円

感染拡大の影響を受ける事業者等への支援

新◎ 感染拡大の影響を乗り越え事業継続に取り組む事業者に対する支援

4,290,537千円

新○ 県内旅行需要創出のための宿泊割引キャンペーンの実施

3,303,300千円

新○ 低所得ひとり親世帯の子育て負担等軽減のための生活支援特別給付金の支給及び住居費
に対する支援

234,491千円

○ 生活福祉資金の緊急小口資金等の特例貸付原資の積み増し

670,000千円

新○ 特例貸付の利用が終了した後もなお生活が困窮している世帯に対する自立支援金の支給
15,000千円

○事業費総括表

区

分

（単位：千円）
財 源 内 訳
金

額

国

庫

一般財源

１ 感染防止対策の推進と医療提供体制の確保

3,935,385

3,564,024

371,361

２ 感染拡大の影響を受ける事業者等への支援

8,513,328

7,746,449

766,879

12,448,713

11,310,473

1,138,240

合

計

令和３年度６月補正予算案
主な事業に係る説明資料

１

健康福祉部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２

商工労働部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

３

観光国際戦略局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

６月補正予算における新型コロナウイルス感染症対策
１

保健医療提供体制の強化
（単位：千円）

事業名

事業費

国庫

事業内容

一般財源

15,681

608,722

304,361

新型コロナウイルス感染症検査機器等整備事業費

14,014

14,014

0 環境保健センターのPCR検査機器の更新等に要する経費

新型コロナウイルス感染症対策設備等整備事業費補助

52,800

52,800

0 医療機関のPCR検査機器等の整備に要する経費。

423,190

423,190

2,619,978

2,619,978

新型コロナウイルス感染症検査体制強化事業費

新型コロナウイルス感染症軽症者等受入体制整備事業費

新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費【新規】

２

0

新たな人材バンク（IHEAT）を活用し、保健所の職員体制等を強化するのに要
する経費

15,681

保健所感染症対策体制強化事業費

304,361 PCR検査を実施するために要する経費

0 軽症者等の療養のために宿泊施設の確保や健康観察等を行うのに要する経費

0

集団接種会場に医療従事者を派遣する医療機関への人件費等を補助するほか、
接種回数に応じた接種費用の上乗せ給付を行うのに要する経費

生活困窮者等への支援
（単位：千円）

事業名
生活福祉資金貸付費補助

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事
業費【新規】

低所得のひとり親世帯向けの給付金【新規】

ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業費補助【新規】

事業費

国庫

事業内容

一般財源

670,000

670,000

0

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業又は失業により収入が減少した
世帯に対し、生活資金を貸付

15,000

15,000

0

生活福祉資金の特例貸付を終了してもなお生活に困窮している世帯に対し、自
立支援金を給付

227,941

227,941

0

町村部の低所得のひとり親世帯に対し、「子育て世帯生活支援特別給付金」を
支給

6,550

5,895

655 自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の親に対し、住宅支援資金を貸付

1

Ｒ３年度６⽉補正予算

健康福祉部 保健衛生課

新型コロナウイルスワクチン接種促進事業費
現状

現状と課題

◆R3年4⽉30日に、菅総理が、本年7⽉末ま
でに高齢者向け接種の完了をめざす旨表明

事業内容

【概要】
7⽉末までの⾼齢者向け接種完了に向けて、集団接種及び個
別接種を促進するために、以下の取組を実施する。

集団接種に係る医療機関への支援
補助金：473,907千円（国10/10）

・時間外・休⽇の医療機関の集団接種会場への医師・看護師等の派遣

【7⽉末完了⾃治体数(総務省・厚労省調査結果)】
について、派遣元への財政的支援を実施
・⻘森県(6/1現在)︓40⾃治体（100％）
・医師１人１時間当たり7,550円
・全国(5/21現在) ︓1,616⾃治体（92.8％）
・看護師等１人１時間当たり2,760円

2,619,978千円

事業効果
〇集団接種に協⼒する医療
機関の増加
〇個別接種における１施設
当たり接種回数の増加と接
種施設数の増加

・対象期間︓R3.4.1〜R3.7.31

【市町村実施分】
・接種費用の上乗せ（時間外・休日加算）
・接種計画前倒しに伴い追加で発生する経費
（会場借上料、医療機関への協⼒⾦など）
の支援
【都道府県実施分】
・集団接種に係る医療機関への支援
・個別接種に係る医療機関への支援
・集団接種会場の設置等に係る設備整備等
の支援

課題
◆接種促進に向けて、医療機関の更なる協⼒が
不可⽋

→ 高齢者向けワクチン接
個別接種に係る医療機関への支援
種の着実な実施、スピード
補助金：2,146,071千円（国10/10） アップにつながる。
①「診療所」における接種回数の底上げ
・週１００回以上の接種を７⽉末までに４週間以上⾏う場合
⇒ ＋2,000円／回を交付
・週１５０回以上の接種を７⽉末までに４週間以上⾏う場合
⇒ ＋3,000円／回を交付

【今後の方向性】

②接種施設数の増加（診療所・病院共通）
・医療機関が５０回以上／⽇のまとまった規模の接種を⾏った場合は、 ■引き続き、国の動向を注視し、
１０万円／⽇（定額）を交付（①とは重複しない）

必要な対応を⾏う。

③「病院」における接種体制の強化
・特別な体制（通常時とは異なる人員体制）を組んで、５０回以上／
⽇の接種を週１⽇以上７⽉末までに４週間以上⾏う場合に、上記の
集団接種会場への医療従事者派遣と同様の仕組みを活⽤し、②に加
えて追加交付

・対象期間︓R3.5.10〜R3.7.31（①②③）
※いずれも制度の詳細は国に確認中
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■⾼齢者向け接種の早期完了に
向けて、引き続き、市町村と
連携し、ワクチン接種を着実
に実施していく。

R3年度６⽉補正予算

担当︓商工労働部

商工政策課

中⼩企業者等事業継続支援⾦給付事業費

企画調整G

内線3620

予算額︓4,290,537千円

新型コロナウイルス感染症の感染拡⼤の影響により、１年以上にわたり幅広い業種において極めて厳しい
経営環境が続いていることから、事業継続に意欲的に取り組む県内中⼩企業者等に対し、支援⾦を給付する。
名称

⻘森県中⼩企業者等事業継続支援⾦

対象

飲食店や取引事業者、観光関連事業者をはじめとした幅広い業種の中⼩企業者等
（県内に事業所を有する⼤企業以外の法人及び個人事業主）

要件

①感染症の影響により、令和３年１⽉から６⽉の間で、連続する２か⽉の合計
事業収⼊が前年⼜は前々年同期⽐で30%以上減少していること。
②現に事業活動を⾏っているとともに、事業継続に向けたプランを有していること。

給付額

１事業者あたり

対象数

約10,000者

法人 60万円

個人事業主 30万円

【定額】

＜実施体制＞
＜要件②の確認書類＞
事業継続の意思を確認するため、下記のいずれかの
県
業務委託
書類の提出を求める。
(1) 事業継続計画書(⾦融機関、税理⼠等の確認を受けたもの）
商工会議所・県商工会連合会
(2) コロナ関連融資や競争的資⾦の活⽤を証する書類の写し
給付
申請
(3) 雇⽤調整助成⾦の支給決定通知書の写し
(助言)
（相談）
(4) 飲食店感染防止対策認証の写し
中⼩企業者等
計画の確認
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金融機関
税理士等

観光国際戦略局
観光国際戦略局

誘客交流課（内４７８２） 県内旅⾏誘客促進キャンペーン事業費
観光企画課（内４７１８） 観光安全安心強化事業費

・県内旅⾏誘客促進キャンペーン事業費（3,303,300千円）
・観光安全安心強化事業費（201,000千円）
現状と課題
経緯

□現在全国で停止中のGoToトラベル
事業については再開時期が未定。
□国は、GoToトラベル事業の再開ま
での間、各県が実施する「県内旅⾏
の割引支援」や「宿泊事業者による
感染防止対策への支援」に対する補
助制度を創設。
国の制度概要

□支援内容
①割引支援
・同⼀県内の旅⾏を割引支援。
・制度設計は全て都道府県におい
て決定。1人泊当たり5千円･旅⾏
代⾦の50%を上限に支援。
・地域限定で旅⾏期間中に使⽤可
能なクーポン券の発⾏など、1人
泊当たり2千円を上限に追加支援。
②感染防止対策
・県を対象に、宿泊事業者が感染
防止対策の強化等に取り組む際
の費⽤を支援。
□支援条件
①割引支援
・感染症の状況がステージⅡ相当
以下と知事が判断していること。
②感染防止対策
・感染症の状況に関わらず実施可
能。

３,５０４,３００千円

事業内容

事業成果

GoToトラベル事業の再開が未定となり、本県観光事業
者の事業継続のために観光需要対策が重要であることから、
県⺠対象の｢⻘森県おでかけキャンペーン｣を実施する。
また、本県観光の需要回復に向けては、ハード・ソフト
の両面から観光客や従業員の安全安心の確保に努め、本県
宿泊事業者の前向きな事業継続を図る必要があることから、
感染症対策の強化に要する経費に対して支援する。

□あおもり宿泊キャンペーンでは
187,675人泊の観光需要を創出し
た実績がある。
□本事業により、これと同規模以
上の観光需要を、GoToトラベル事
業の停止期間中に創出する。
□また、感染症対策を強化するこ
とにより観光客等の安全安心を確
保する。

１．県内旅⾏誘客促進キャンペーン事業費

3,303,300千円
（国10/10）

(1)宿泊キャンペーンの実施 1,950,000千円
・キャンペーン対象施設に宿泊した場合の旅⾏代⾦を、
1人泊当たり50%(最⼤5,000円)割引。
・5,000円×目標39万人泊＝1,950,000千円
(2)おでかけクーポンキャンペーンの実施 780,000千円
・キャンペーン対象施設に宿泊した場合、1人泊当た
り2,000円のおでかけクーポンをプレゼント。
・2,000円×目標39万人泊＝780,000千円
(3)事務経費 573,300千円
・広報費及び管理費 273,000千円(上記経費の10%)
・消費税 300,300千円
＜実施時期等(予定)＞
・本県の感染症の状況を踏まえて判断

⻘森県おでかけ
キャンペーンによる
観光需要の回復

宿泊事業者による
感染症対策の強化

201,000千円

２．観光安全安心強化事業費 （国1/2 県1/4）
宿泊事業者が実施する感染防止対策を支援

補助率３／４、補助上限額 50室以上 7,500千円
30~49室 4,500千円

※現⾏の補助制度は、宿泊事業者、観光事業者、観光遊覧船事業者
を対象に、補助率3／4、補助上限額4,000千円（施設規模不問）
で実施。
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⻘森県の
観光需要の回復

