
◎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を含む）

１　医療提供体制の確保と感染拡大防止対策
（１）相談・検査体制の確保

○ ＰＣＲ検査・抗原検査の実施

○ 保健所における積極的疫学調査等の実施

○ 地域外来・検査センターの運営

○ 妊婦に対する感染症検査への支援

○ コールセンター及び受診・相談センターにおける住民からの相談受付

（２）医療提供体制の確保

○ 感染症患者の入院病床の確保

○ 宿泊施設における軽症患者の受け入れ

○ 感染症患者の入院医療費負担

新○ ワクチン接種に係る体制整備

○ 感染症に係る検査・医療機器等整備に対する支援

○ 感染症患者等を診察した医療機関における消毒に対する支援

○ 県立病院における患者受け入れのための資機材の整備等

○ 医療従事者の宿泊施設確保に対する支援

○ 感染症に関する医療提供体制に係る対策会議の運営

（３）感染の予防と拡大防止

◎ 感染症に係る注意喚起や「新しい生活様式」の定着等に係る情報発信

○ 保護施設等における感染拡大防止対策に対する支援

○ クラスター発生時等における感染拡大防止対策に係る専門家の派遣

○ 介護施設等における感染拡大防止対策とサービス継続に対する支援

○ 児童養護施設及び認可外保育施設等における感染拡大防止対策

○ 一時保護所や児童養護施設等に対する看護師の配置・派遣

○ 市が実施するひとり親家庭等の学習支援等における感染拡大防止のための資機材購入へ
の支援

○ 障害福祉サービス事業所等における感染拡大防止対策とサービス継続に対する支援

◎ 療育福祉・医療療育センター及び精神保健福祉センターにおける感染拡大防止のための
資機材の整備

○◎ 教育・文化・スポーツ施設等における感染拡大防止のための資機材の整備等

◎ 県庁舎等における感染拡大防止のための資機材の購入等

新型コロナウイルス感染症対策関連経費の概要
（令和３年度当初予算案及び令和２年度２月補正予算案）

392,061千円 

11,900千円 

34,074千円 

7,596千円 

103,146千円 

16,016,777千円 

1,103,582千円 

42,667千円 

22,356千円 

1,583,150千円 

55,567千円 

46,400千円 

62,916千円 

5,209千円 

54,296千円 

1,500千円 

20,342千円 

1,134,745千円 

197,000千円 

7,179千円 

375千円 

44,038千円 

18,013千円 

420,379千円 
155,166千円 
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新○ 東京オリンピック・パラリンピックの県内ホストタウンにおける感染拡大防止対策に対
する支援（うち基金積立金41,056千円）

◎ 災害対策本部の運営

○ 感染症対策に係る専門家会議の運営

２　地域経済の回復とコロナの先を見据えた事業展開
（１）事業の継続と雇用の維持に向けた支援

◎ 青森県特別保証融資制度（経営安定化サポート資金「災害枠」）の融資枠の確保

○◎ 上記に対する保証料及び利子負担軽減のための支援（うち基金積立金910,800千円）

○◎ 新卒未就職者・離職者等を正規雇用したうえで人材育成を行う企業に対する支援

◎ 休業者の兼業・副業による雇用維持と離職者等の再就職に向けた就労機会の創出

（２）中小企業等の新しい事業展開等への支援

新◎ 感染症の影響等による購買動向の変化に関する調査と課題解決

新○ 中小企業等の経営相談支援体制の強化や地域の賑わいづくり及び消費喚起への支援

新◎ ＥＣサイトを活用した販売のための県内企業等のノウハウ取得支援及びテストマーケ
ティングの実施

新◎ ものづくり企業のスマート化・デジタル化の普及促進及び設備導入支援

新◎ 地域資源を活用した新商品・サービス等の開発や販路拡大に取り組む中小企業等への支
援

新◎ 新分野への展開や事業転換等に向けた中小企業等の取組に対する支援

新◎ 県内製造品（工業製品、加工食品、伝統工芸品等）の需要拡大を図るためのキャンペー
ンの実施

新◎ ＷＥＢ等による潜在的ＵＩＪターン希望者の掘り起こし及びマッチング機会の創出

（３）県産農林水産品等の需要喚起と県内外での販売促進

新◎ 食品売場における試食に替わる新たな消費宣伝活動の実施

◎ 県産品の需要拡大のための販売促進活動への支援及びキャンペーンの実施

◎ 県産米フェアの実施や学校給食における米粉パンの提供等による消費拡大

◎ 家庭食向け野菜等の需要に対応した県産野菜を供給するための設備導入に対する支援

新◎ 海外ＥＣ関連企業等との輸出商談の推進及びオンラインによる販売促進

◎ 県産りんごの輸出拡大に向けた海外での販売促進

（４）コロナの先を見据えた安全・安心な観光の推進

新◎ 観光客の県内滞在時間と消費の拡大に向けた観光コンテンツの開発及び情報発信

新◎ 「新しい生活様式」に対応した観光コンテンツの開発及び情報発信

82,112千円 
8,295千円 

1,688千円 

41,507,000千円 

3,664,690千円 

131,958千円 

32,348千円 

21,230千円 

98,658千円 

10,396千円 
39,698千円 

207,923千円 
200,000千円 

180,307千円 

21,458千円 

13,203千円 

40,645千円 

95,939千円 

125,694千円 
30,984千円 

17,392千円 

29,713千円 
5,191千円 
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新◎ 県内宿泊施設と県外企業の連携促進やワーケーション・テレワーク等の受入の推進

　◎ 地域の新たな祭り・イベントのあり方についての実証実験

新◎ 変化する観光ニーズに対応するための地域の観光リーダーの育成等

新◎ ビッグデータの分析・活用による観光ニーズ等の把握と事業立案等の推進

新◎ 域内・近隣道県からの誘客促進及び周遊型観光の定着に向けた情報発信等

新◎ 地図アプリやＳＮＳ等を活用した観光事業者による情報発信の促進

◎ 「リモート観光」推進のためのセミナーの開催及びモデル事例の創出

新◎ 県内各地域での県立美術館の魅力発信による来館促進

新◎ 観光物産館アスパムにおける公益的な観光拠点機能維持のための支援

◎ 観光事業者等が取り組む感染拡大防止対策に対する支援

新◎ 本県の観光の安全・安心や魅力についての全国向けＰＲ

◎ 国内旅行需要創出のための宿泊割引キャンペーン及び大規模観光プロモーションの実施

◎ 県観光情報サイト多言語版のコンテンツ充実及び利便性向上のための改修

◎ 農泊需要回復に向けた宿泊割引キャンペーンの実施

（５）生活と経済を支える公共交通の維持

◎ 青森空港・三沢空港発着国内航空路線の利用促進ＰＲ及び旅行商品造成支援等

◎ 青森空港国際定期便の運航再開・新規就航に向けた航空会社等への支援

新◎ 青森空港における国内定期便に係る着陸料の減免による航空会社への支援

新◎ 青森空港及び三沢空港の機能維持・利用促進対策

◎ 青い森鉄道の利用促進ＰＲ

◎ 地域公共交通におけるデジタル化対応、新サービスの提供等利用促進及び経営基盤強化
に対する支援

新◎ 感染症の影響により収益が悪化した青い森鉄道㈱における車両修繕に対する支援

新◎ 感染症の影響により収益が悪化したむつ湾フェリーの運航維持のための支援

（６）暮らしへの支援

○ 感染症の影響等に伴う収入減等により住居を失う恐れのある困窮者への支援

○ 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

○ 感染症の影響による生活困窮世帯の教育費の負担を軽減するための支援

３　デジタル化の推進や「新しい生活様式」等への対応
（１）官民におけるデジタル化の推進

◎ リモートワーカー等の移住促進モデルの構築及び移住体験拠点施設の整備支援

新○ 県内企業のテレワーク支援と県外ＩＴ関連企業等の本県への進出促進

新◎ 県内企業におけるオンライン採用促進のためのセミナーの開催等

7,923千円 
12,330千円 

13,120千円 

22,402千円 

22,634千円 

7,289千円 

13,543千円 

18,915千円 

147,341千円 

200,000千円 

10,393千円 

2,013,489千円 
125,477千円 

15,890千円 

99,211千円 
159,411千円 

61,798千円 

35,217千円 

10,772千円 

659,655千円 

144,156千円 

108,297千円 

9,072千円 

1,400,000千円 

110,430千円 

63,531千円 

17,804千円 
12,413千円 

12,593千円 
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新◎ 市町村における行政手続き等のデジタル化の推進と人材育成

新◎ 県庁におけるオンライン会議のための機器整備

新◎ 自治研修所におけるオンライン研修環境整備及び施設の感染拡大防止対策

新○ 認定こども園等におけるオンラインによる教員研修や保育参観、アプリを活用した家庭
との連絡などＩＣＴを活用した業務環境整備

○ ＩＣＴを活用したオンライン診療等の体制整備に対する支援

○ 子育て相談のＩＣＴ化や小学校の臨時休業等に対応するための放課後児童クラブ及び
ファミリーサポートセンターの運営等に対する支援

新○ 児童養護施設及び認可外保育施設におけるＩＣＴ化の推進に対する支援

○ 児童相談所における相談支援体制の強化

新○ 児童相談所等におけるオンライン会議実施等のための体制整備

新○ 保育士・保育所支援センターにおけるオンライン研修の環境整備

新◎ 療育福祉・医療療育センターにおける電子カルテの導入

新○ みちのく有料道路におけるＥＴＣ設備の整備に対する支援

○◎ 県立学校のデジタル化等に向けた産業教育設備の整備

○ 県立学校におけるＩＣＴ活用に係る支援員の配置

新◎ 県立図書館における電子図書導入等

（２）「新しい生活様式」とその他感染拡大を踏まえた対応

◎ 医療従事者等への感謝や感染症の克服、誹謗中傷防止に向けた気運醸成活動「あおもり
オベーション」による情報発信

◎ 学校における冷房設備の整備

◎ 県立学校の学校休業時等における家庭学習のための環境整備

新○ 生活保護決定の事務処理体制強化

○◎ 社会福祉施設等の職員が出勤困難となった場合の代替職員の確保等

新○ 感染症の影響による自殺を防止するための普及啓発

○ クラスター発生時における各種入所施設等への心のケア体制整備

○ 公立学校における補習等に対応するための学習指導員の配置

◎ 学校における修学旅行のキャンセル料への支援等

12,593千円 

43,696千円 

9,660千円 

2,250千円 
37,420千円 

212,852千円 
7,950千円 

12,138千円 

6,247千円 

4,000千円 

47,382千円 

615,313千円 

2,649,021千円 

22,138千円 

203,046千円 

40,528千円 
3,463,490千円 

25,116千円 

3,930千円 

17,773千円 

2,425千円 

4,059千円 

113,162千円 

44,136千円 
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○事業費総括表

（単位：千円）

金　額

１ 医療提供体制の確保と感染拡大防止対策 21,632,529

２ 地域経済の回復とコロナの先を見据えた事業展開 51,903,192

３ デジタル化の推進や「新しい生活様式」等への対応 7,694,073

81,229,794

区　　　　分

合　　　　計

（内訳） R3当初 R2.2月

一般会計 81,142,690 （ 65,988,057 15,154,633 ）

特別会計 40,704 （ 7,913 32,791 ）

企業会計 46,400 （ 0 46,400 ）

81,229,794 65,995,970 15,233,824
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