
 

令 和 ２ 年 度 

（ ６ 月 補 正 予 算 ） 

 

 

主 要 事 項 一 覧 
 
 

 

 

 

総   務   部  



 



主要事項

地域交流部
（単位：千円）

新規 自動車運転代行業者支援事業費

自動車運転代行業者支援事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための外出自粛要請や飲食店の夜間の営業時間短縮等に伴い、

利用者が激減し、事業継続が困難な状況にある自動車運転代行業者を支援する。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要　　

内　　容 予　算　額

公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者に対する支援（５万円/業者） 9,000
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事 項 名 予　算　額 9,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 32 交通政策課



主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

文化振興事業費

新規 JAXAGA宇宙教育文化振興事業費

１　目　　　的  JAXA（※）と連携して宇宙教育アクションプランを策定し、子どもたちの学びの機会を創出することにより、次代を担う

子どもたちの科学に関する興味を育むとともに、様々な視点が培われることで郷土への愛着の醸成を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度～（2020年度～）

（２）事業概要

※ JAXA（国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構）：政府における宇宙開発利用を技術で支える中核的実施機関
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区　　分 内　　容 予 算 額

宇宙教育アクションプラン
の策定

宇宙教育の構想及び小学生から高校生までの年次に合わせ
た宇宙授業などに係る行動計画の策定

7,000

フォーラム及び企画展の開
催

・宇宙飛行士による講演
・はやぶさ２をテーマとした企画展の開催

16,000

合　　計 23,000

事 項 名 予　算　額 23,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 23,000 32 文化課



主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

県立博物館施設整備費

新規 九州陶磁文化館展示リニューアル事業費

１　目　　　的 九州陶磁文化館の常設展示について、海外からの来館者にも有田焼のすばらしさが伝わるようリニューアルを

行うことにより、同館が、本県の重要な資源である有田焼をはじめとするやきものの魅力を、世界へ発信する拠点

となることを目指す。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度～令和３年度（2020年度～2021年度）

（２）事業概要

※令和３年度　第４展示室等の改修

内　　容 予 算 額

第４展示室等の展示リニューアルに係る実施設計 21,780
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事 項 名 予　算　額 21,780 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 780 71 文化課



主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

スポーツイベント等開催推進事業費

新規 誇りつなぐプロスポーツ支援事業費

１　目　　　的 　 新型コロナウイルス感染症で深刻な影響を受けている現状を踏まえ、SSP構想に掲げる「スポーツのチカラを

活かした人づくり、地域づくり」を実現するためには不可欠な存在であり、佐賀の「宝」、「誇り」であるプロスポーツ

チームに対して支援することにより、スポーツの灯「ひ」を絶やすことなく、県民に夢や希望を与え続ける。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要 県内プロスポーツチームに対して支援金を交付する。

　

細事項名 一般財源 0 32 スポーツ課

事 項 名 予　算　額 230,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

対　象　団　体 予　算　額

サガン鳥栖
（株式会社サガン・ドリームス）

100,000

久光製薬スプリングス
（SAGA久光スプリングス株式会社）

70,000
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佐賀バルーナーズ
（株式会社サガスポーツクラブ）

50,000

唐津レオブラックス・レオナイナーズ
（株式会社マッシヴドライヴ）

10,000

合　　計 230,000



主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催事業費

国スポ・全障スポ市町有施設整備事業費補助

１　目　　　的 令和５年に開催する第78回国民スポーツ大会、第23回全国障害者スポーツ大会の競技会場となる市町有施設

の整備に対する補助を行うことにより、両大会の円滑な運営及び本県のスポーツ環境の整備を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 平成29年度～令和５年度（2017年度～2023年度）

（２）事業概要
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神埼市 神埼中央公園体育館 照明改修設計 2,723

合　　計 4,257

事業主体 施　設　名 内　　容 予　算　額 備　　考

小城市 芦刈文化体育館 床・照明改修設計 1,534

補助率１/２

課　　　　名
（室　　　名）

ＳＡＧＡ２０２３施設調整課細事項名 一般財源 4,257 33

事 項 名 予　算　額 4,257 予算説明書頁



主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

観光連盟補助

観光需要緊急対策事業費（観光連盟補助）

１　目　　　的  豪雨災害、日韓関係の悪化に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大により、県内の観光業が深刻な影響

を受けている状況を踏まえ、新たな「観光スタイル」に取り組む支援や、近県からの誘客を強化すること等により、

県内観光需要の速やかな回復を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要　

※ 観光施設：主に観光客の利用に供されるテーマパーク等

細事項名 一般財源 観光課570

事 項 名 予　算　額
課　　　　名
（室　　　名）

予算説明書頁133,500

区　　分 内　　容 予 算 額

新たなスタイルで実施する
観光イベント等への支援

・地域が行う新たなスタイルの観光イベントの開催支援
・自宅で佐賀の魅力を体感できる観光商品の開発支援

32,500

合　　計 133,500
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県内・九州域内からの観光
誘客強化

・県民を対象とした旅行商品の造成・販売を強化
・九州域内の方を対象とした旅行商品の造成等を強化

90,000

観光施設（※）への支援
県内観光施設が実施する、観光需要の回復を図る取組を
支援

11,000



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

新規 あん摩等施術所支援事業費

あん摩等施術所支援事業費

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症の拡大により、深刻な影響を受けているあん摩等の医業類似行為を行う施術所

に対し支援を行うことにより、施術所の感染症防止対策の強化及び県民の健康増進を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要
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区　　分

施術所への支援

内　　容

・対　 象：あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び
　　　　　　柔道整復を行う施術所

・交付額：10万円/店舗

予 算 額

79,898

事 項 名 予　算　額 79,898 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 39 福祉課



主要事項

健康福祉部（男女参画・こども局）
（単位：千円）

少子化対策推進事業費

新規 さがウェディング祝福事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の影響により、結婚式等が延期又は中止となった夫婦等が改めて開催できるよう

支援する。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要　　

※令和２年３月から６月までに、県内で開催を予定していた結婚式をはじめとするセレモニーを延期又は
　 中止した夫婦やカップル

合　　計 63,324
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区　　分 内　　容 予　算　額

夫婦等（※）への支援

支援金 100千円/組 60,000

花のギフトカード贈呈 ５千円/組 3,324

事 項 名 予　算　額 63,324 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 37 こども未来課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

地域商業活性化対策事業費

新規 新たなまちづくりチャレンジ支援事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の影響により観光客や来店客が大幅に減少する中、地域コミュニティの担い手として

新たなまちづくりに取り組む商業者グループ等を支援することにより、地域における持続的な賑わいの創出を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要
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区    分 内　　容 予　算　額　

商業者グループや
商店街への支援

新たなまちづくりへの取組に要する経費に対する補助

　・補助率：３/４以内
　・補助額：30万円～150万円/グループ

30,000

事務費 広報費等 1,500

合　　計 31,500

事 項 名 予　算　額 31,500 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 55 産業政策課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

トライアル発注事業費

トライアル発注事業費（拡充分）

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の影響による市場環境の変化を踏まえ、ビジネスの再建や拡大に資する県内ベンチャー

企業等の独創的なサービス等を県内企業が試験的に活用する機会を創出することにより、県内ベンチャー企業等の販

路拡大を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要
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内　　容

・ビジネス再建や拡大に資する県内ベンチャー企業等のサービスや製品の公募
 選定に要する経費
・県内企業が試験的に無償で利用するために必要となる経費を県が負担

予　算　額

15,000

事 項 名 予　算　額 15,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 56
産業政策課
（DX・スタートアップ推進室）



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

地域産業支援対策事業費

新規 さがものづくり企業販路拡大支援事業費

１　目　　　的 本県の産業を支えているものづくりに携わる中小企業者に対し、展示会への出展支援などを行うことにより、

新型コロナウイルス感染症の影響で大幅に減少した中小企業者の売上げの回復及び販路拡大を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要
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区　　分 内　　容 予 算 額

展示会出展への支援

ものづくりに携わる中小企業者グループの展示会出展に要する
経費に対する補助

・補助率
　２/３以内
　（ただし、セーフティネット保証４号、５号又は危機関連保証の
　市町の認定を受けている場合は、３/４以内）
・補助上限額
　出展企業数が５社から10社の場合：5,000千円/グループ
　出展企業数が11社以上の場合：10,000千円/グループ

31,450

マッチング支援 展示会に出展した企業とバイヤー等とのマッチングを支援 18,050

合　　計 49,500

事 項 名 予　算　額 49,500 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 56 ものづくり産業課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

地域産業支援対策事業費

新規 安心快適ファクトリー創造事業費

１　目　　　的 　本県の産業を支えているものづくりに携わる中小企業者の事業所における３密（※）状態の解消やテレワーク

環境の整備等の取組を推進することにより、新型コロナウイルス感染症流行下における事業の継続を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※ ３密：換気の悪い密閉空間、多数が集まる密集場所、間近で会話を発声をする密接場所の３つの条件
　　　 が重なる場

内　　容 予 算 額

生産設備のレイアウト変更や電子化対応等に要する経費に対する補助

・補助率
 ２/３以内
 （ただし、セーフティネット保証４号、５号又は危機関連保証の市町の
 認定を受けている場合は、３/４以内）
・補助上限額：3,000千円/事業者

45,619
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事 項 名 予　算　額 45,619 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 56 ものづくり産業課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

産地再生支援事業費

産地再生プロモーション事業費

新規 佐賀のやきものイベントＰＲ支援事業費

新規 諸富家具活用推進事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の影響により需要が大幅に減少している陶磁器や家具の産地に対し、イベントの広報

を支援することなどにより、売上の回復を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要
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0

合　　計 139,419 9,240 130,179 134,799 △ 4,620

家具産地への支援
特別支援学校及び県立図書館の備品として
諸富家具を購入

33,789 0 33,789 33,789

△ 4,620

・イベントの広報等に要する経費に対する補
助
・イベントでのまちなかバル等の開催

85,650 0 85,650 85,650 0

15,360

現計
予算額

６月補正
予算額

陶磁器産地への支援

展示会への出展に要する経費に対する補助
（拡充）

19,980 9,240 10,740

財源内訳
国庫 一般財源

事 項 名 予　算　額 130,179 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 △ 4,620 55 流通・貿易課

区　　分 内　　容
年間

所要額



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

産地再生支援事業費

新規 さが伝統産業等支援事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛や催事の中止等に伴う売上げの減少により、経営が悪化している

伝統的地場産業事業者等を支援することで、伝統的技術の存続を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※ 国指定伝統的工芸品については、原材料の製造等を生業とする事業者を含む。
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区　　分 内　　容 予　算　額

伝統的地場産業事業
者等への支援

・対　 象：国指定伝統的工芸品（※）、県指定伝統的地場産品、
　　　　　  及び佐賀酒の製造等を生業とする事業者

・交付額：10万円/事業者

85,000

事務費 申請処理業務等 3,700

合　　計 88,700

事 項 名 予　算　額 88,700 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 55 流通・貿易課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

県産品ＰＲ・販売促進事業費

新規 県産品ＰＲ・販売促進事業費補助

１　目　　　的 九州佐賀国際空港のターミナルビル拡張工事を契機として、テナントショップ「ＳＡＧＡ空港一番館」を移設リニューアル

することにより、店舗の魅力向上を図り、更なる県産品のPR・販売促進につなげる。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

合　　計 22,457
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内　　容 予　算　額

店舗のコンセプト策定、商品計画、ディスプレイ提案等のコンサルティング 8,470

移設リニューアルするための店舗デザイン・設計等 13,987

事 項 名 予　算　額 22,457 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 22,457 56 流通・貿易課



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の影響により需要が大幅に減少している花きについて、県民が花に触れる機会を

増やすことにより、需要の喚起を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

園芸課

内　　容 予 算 額

県内公共施設でのフラワーアレンジの展示、フラワーフェスティバル等を
開催する佐賀県花づくり推進協議会への負担金

3,375
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46細事項名 新規 花き活用拡大応援対策費 一般財源 0

課　　　　名
（室　　　名）

事 項 名 花き生産振興対策推進費 予　算　額 3,375 予算説明書頁



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

園芸集団産地育成事業費

新規 佐賀たまねぎ再生産支援緊急対策事業費　

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症の影響により市場価格が急落していることに伴い、経営が悪化しているたまねぎ

生産農家に対し、次期作に向けた取組を支援することにより、営農意欲の維持と経営の安定化を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要
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事務費 補助金の交付事務 6,700
JA、集荷業者
への定額補助

合　　計 355,000

区　　分 内　　容 予 算 額 備　考

生産農家への支援

次期作のたまねぎ生産に要する経費に対する補助

（補助額）
　・青果用として市場に出荷した場合：70千円/10a
　・需給調整のために出荷しなかった場合：40千円/10a

348,300
JA、集荷業者を
通じた生産農家
への定額補助

事 項 名 予　算　額 355,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 46 園芸課



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

家畜防疫対策費

新規 豚熱等侵入防止緊急対策事業費補助（総合経済対策）

１　目　　　的 豚熱の国内における発生やアフリカ豚熱の国内への侵入リスクに対応するために必要な環境を整備することにより、

養豚農家における防疫対策の強化を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

　　　　　

18

内　　容 予 算 額
財源内訳

備　　考
国庫 一般財源

豚舎に設置する防鳥ネットの購入経費に
対する補助

80,850 53,900 26,950 補助率３/４（国２/４、県１/４）

事 項 名 予　算　額 80,850 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 26,950 47 畜産課



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

漁家経営改善支援事業費

新規 佐賀ん魚応援事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の影響により中高級魚種を中心とした県産水産物の需要が減少しているため、

県内の飲食店における取扱量を増加させることにより、需要の拡大を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要　　

予 算 額

14,500

内　　　容

県内の飲食店における県産水産物の新規導入、県内産への転換を支援、
消費喚起キャンペーンの実施
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課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 54 水産課

事 項 名 予　算　額 14,500 予算説明書頁



主要事項

教育委員会事務局
（単位：千円）

校舎等施設整備費

新規

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う臨時休業を契機に、夏季・冬季休業を活用し、授業日数を確保する

場合に備えて、新たに県立学校に空調を整備することにより、学習環境の改善を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※今夏については、仮設の空調で対応

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 校舎等施設整備費 一般財源 0 69 教育総務課
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事 項 名 予　算　額 242,877 予算説明書頁

内　　容 予　算　額

空調が設置されていない唐津商業高校、唐津青翔高校、嬉野高校（嬉野校舎・
塩田校舎）、白石高校（商業科キャンパス）に整備

242,877



新型コロナウイルス感染症・緊急経済対策一覧
（単位：千円）

総額 一般財源

私立学校修学旅行支援事業費補助
国の支援制度の対象とならない期間に修学旅行を中止又は延期した際の
キャンセル料に対する補助

1,930 0 法務私学課

介護サービス継続支援事業費補助 27,000 0 長寿社会課

障害福祉サービス継続支援事業費補
助

20,523 0 障害福祉課

校舎等施設整備事業
臨時休業を契機に、夏季・冬季休業を活用し、授業日数を確保する場合に備
えるための空調未設置校への空調整備

242,877 0 教育総務課

特別支援学校施設整備事業
衛生環境改善のためのトイレ改修及び学習環境改善のための空調未設置へ
の空調整備

119,016 0 教育総務課

411,346 0

自動車運転代行業者支援事業費 公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者への財政的な支援 9,000 0 交通政策課

あん摩等施術所支援事業費
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を行う施設への財政的な
支援

79,898 0 福祉課

さが伝統産業等支援事業費
国指定伝統的工芸品、県指定伝統的地場産品及び佐賀酒の製造等を生業
とする事業者への財政的な支援

88,700 0 流通・貿易課

佐賀たまねぎ再生産支援緊急対策事
業費

たまねぎ生産農家の次期作に要する経費に対する補助 355,000 0 園芸課

花き活用拡大応援対策費
県内公共施設でのフラワーアレンジの展示及びフラワーフェスティバル等を
開催する佐賀県花づくり推進協議会への負担金

3,375 0 園芸課

佐賀ん魚応援事業費
県内の飲食店における県産水産物の新規導入、県内産への転換支援及び
消費喚起キャンペーンの実施

14,500 0 水産課

550,473 0

SSPトップアスリート育成好循環創出
事業費

高校総体の代替大会として開催する「SAGA2020SSP杯」の特集番組及び
DVDの制作

19,730 0
SAGAスポーツピラミッド
推進グループ

九州陶磁文化館展示リニューアル事
業費

海外からの来館者にやきものの魅力を伝えるために実施する、九州陶磁文
化館の常設展示のリニューアルに係る実施設計

21,780 780 文化課

誇りつなぐプロスポーツ支援事業費 県内プロスポーツチームへの財政的な支援 230,000 0 スポーツ課

観光需要緊急対策事業費（観光連盟
補助）

新たなスタイルで実施する観光イベント等への支援や県内・九州域内からの
誘客強化　など

133,500 0 観光課

さがウェディング祝福事業費
結婚式をはじめとするセレモニーが延期又は中止となった夫婦等への財政的
な支援

63,324 0 こども未来課

項　　目 概　　要
予 算 額

担当課

１．感染拡大防止策と
医療提供体制の整備

通常のサービスにおいては発生しないかかり増し経費（衛生用品購入費、賃
金等）に対する補助

小　　計

２．雇用の維持と事業
の継続

小　　計

３．次の段階としての
官民を挙げた経済活
動の回復



新型コロナウイルス感染症・緊急経済対策一覧
（単位：千円）

総額 一般財源
項　　目 概　　要

予 算 額
担当課

新たなまちづくりチャレンジ支援事業
費

商業者グループや商店街が実施する新たなまちづくりへの取組に要する経
費に対する補助

31,500 0 産業政策課

さがものづくり企業販路拡大支援事業
費

ものづくりに携わる中小企業者への展示会出展に要する経費に対する補助
及び出展企業とバイヤー等とのマッチング支援

49,500 0 ものづくり産業課

陶磁器・家具産地支援事業
展示会出展やイベントの広報等に要する経費に対する補助及び特別支援学
校や県立図書館の備品として諸富家具を購入

130,179 0 流通・貿易課

さが再興!吉野ヶ里歴史公園事業費
吉野ヶ里歴史公園におけるイベントの企画・開催、アドベンチャーバレー
SAGA等とのコラボ・ＰＲ

47,500 0 都市計画課

727,013 780

トライアル発注事業費
県内企業が県内ベンチャー企業の独創的なサービス等を試験的に活用する
機会を創出

15,000 0 産業政策課

やわらかBiz創出事業費
県内企業のビジネス再建・創出に向けた資金調達にクラウドファンディングの
活用を推進するため、成功報酬を拡充

5,000 0 産業政策課

創業等支援拠点活動促進事業費補助
県内企業のビジネス再建・創出に向けた佐賀県ベンチャー交流ネットワーク
の取組に対する補助

15,000 0 産業政策課

安心快適ファクトリー創造事業費
ものづくりに携わる中小企業者が実施する事務所の３密状態の解消やテレ
ワーク環境の整備等に対する補助

45,619 0 ものづくり産業課

80,619 0

1,769,451 780合　　計

３．次の段階としての
官民を挙げた経済活
動の回復

小　　計

４．強靭な経済構造の
構築

小　　計



 


