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主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症に対応する介護施設及び障害者福祉施設等の環境を整備することにより、

高齢者や障害児（者）等を支えるサービスの継続を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要　　

※予算額には会計年度任用職員に係る給与費を含む

合　　計 5,258,446
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全障害者福祉施設・事業所 663,691 障害福祉課

慰労金の支給
感染のリスクを抱えながら介護施設及び障害者福祉施設等で働く方
への慰労金　:　５万円/人

2,722,198
長寿社会課
障害福祉課

感染防止対策
支援

感染防止対策に対する補助（※）

・消毒液やマスクなどの購入
・外部専門家による研修実施　など

全介護施設・事業所 1,872,557 長寿社会課

区　　分 内　　容 対　　象 予　算　額 担　当　課

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名
新規
新規

介護施設等における感染症防止対策等事業費
障害者福祉施設等における感染症防止対策等事業費

一般財源 0 17・18
長寿社会課
障害福祉課

事 項 名
地域ケア推進事業費
障害福祉サービス継続支援事業費

予　算　額 5,258,446 予算説明書頁



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

授産事業パワーアップ支援事業費

新規 就労継続支援事業所生産活動活性化支援事業費

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している就労継続支援事業所（※）を支援することにより、

障害者の就労を維持・確保する。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度 （2020年度）

（２）事業概要

※障害者総合支援法に基づき、障害者に就労機会を提供し、技能訓練などを行う事業所
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内　　容 対　　象
補 助 額

予 算 額
（上限額）

事業所の継続に必要な経
費に対する補助

令和２年１月以降に収入が減少した事業所

（対象となる事業所）
・１ヶ月の収入が前年同月比で50％以上減少
・連続する３ヶ月の収入が前年同期比で30％以上減少
 （ただし、持続化給付金など他の支援を受けている事業所
を除く）

50万円/事業所 18,000

事 項 名 予　算　額 18,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 17
障害福祉課
（就労支援室）



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症に対応する感染症指定医療機関をはじめ病院や薬局の環境を整備することにより、

医療及び医薬品提供の体制維持・確保を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※予算額には会計年度任用職員に係る給与費を含む

新型コロナウイルス感染症専用の医
療提供設備等の整備に対する補助

重症患者等の治療を行う入院医療
機関、帰国者・接触者外来等

1,202,123 健康増進課

感染防止対策
等への支援

医療機関及び薬局の感染防止対策に
対する補助（※）

感染疑い患者を診療する救急・周
産期・小児医療機関

1,606,811
医務課

病院、診療所及び助産所の全て 1,833,857

全薬局 394,432 薬務課
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慰労金の支給

感染のリスクを抱えながら医療機関で働く方への慰労金

・感染症患者を受け入れた医療機関：20万円/人
・県から感染症患者の受入れを要請された医療機関：10万円/人
・上記以外の病院、診療所及び助産所：５万円/人

2,719,692 医務課

合　　計 7,756,915

区　　分 内　　容 対　　象 予　算　額 担　当　課

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名

新規
新規
新規

医療従事者慰労金交付事業費
救急・周産期・小児医療機関支援金事業費
医療機関における感染拡大防止等支援事業費
感染症対策環境整備支援事業費補助
薬局の感染拡大防止支援事業費

一般財源 0 21・22
医務課
健康増進課
薬務課

事 項 名
新規

新型コロナウイルス感染症対応医療提供体制強化事業費
感染症対策設備整備費
新型コロナウイルス感染防止対策事業費

予　算　額 7,756,915 予算説明書頁



主要事項

健康福祉部（男女参画・こども局）
（単位：千円）

新規 ひとり親世帯支援給付費

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症により収入面で深刻な影響を受けているひとり親世帯を支援することにより、

経済的な負担の軽減を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※予算額には会計年度任用職員に係る給与費を含む

細事項名
ひとり親世帯臨時特別給付金給付費
ひとり親世帯臨時特別給付金事務費

一般財源 0 19

事 項 名 予　算　額 179,842 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

こども家庭課

区　　分
内　　容

予　算　額
対　　象 給 付 額

基本給付
・児童扶養手当の支給対象世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が児童扶養
 手当の支給対象となる水準に下がった世帯 　など

５万円/世帯（第２子以降は
３万円/人を加算）

117,452

追加給付
児童扶養手当等の支給対象者のうち、新型コロナウイルス
感染症の影響により収入が大きく減少している世帯

５万円/世帯 59,400

給付事務等（※） 2,990

合　　計 179,842
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主要事項

産業労働部
（単位：千円）

 １　目　 　的 新型コロナウイルス感染症により深刻な影響を受けている中小企業者を金融面から支援するために、本年５月に創設した

「新型コロナウイルス感染症対応資金」について、当初の見込みを大幅に上回ることから融資枠を増額し、中小企業者の資金

繰りの円滑化を推進する。

（１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

　

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名

中小企業事業資金貸付金（新規貸付分）
信用保証料補給費補助
新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給
（債務負担行為）中小企業事業資金損失補償
（債務負担行為）新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給

一般財源
0

（債務負担）2,477,978
23

（その四）4・5
産業政策課

事 項 名 中小企業事業資金貸付金 予　算　額
40,829,925

（債務負担）4,976,415
予算説明書頁

 ２　事業内容

区　　分 内　　容
年間

所要額
現計

予算額
うち一般財源

預託額
既存の融資枠を増額し1,350億円とする（600億円→1,350億円）
（金融機関の貸出原資の一部を県が預託）

70,536,000 31,350,000 39,186,000 -

６月補正
予算額

-

利子補給 1,755,000 780,000 975,000

信用保証料補助 （一部を除き、国が全額負担）
セーフティネット保証５号認定者の一部について、国庫補助対象外分を
県で負担

692,550 23,625 668,925

-

（債務負担行為）損失補償
信用保証の実施により佐賀県信用保証協会が損失を受けた場合の損
失補償を令和３～23年度に行うため、債務負担行為限度額を設定する

3,473,173 1,543,633 1,929,540

全体

1,929,540

5,484,375 2,437,500 3,046,875 548,438令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

4,021,875

債務負担行為限度額

　※国の二次補正により融資限度額が４千万円(＋１千万円)に引上げ 5

（債務負担行為）利子補給

利子補給が令和２～６年度の複数年度にわたるため、債務負担行為限
度額を設定する

975,000 975,000 975,000 877,500 219,375

年度別事業費



主要事項

教育委員会事務局
（単位：千円）

学校管理運営費

新規 県立学校感染症・学習保障対策事業費

１　目　　　的  学校における新型コロナウイルス感染防止対策を講じることにより、子供たちが安心して学ぶことができる

学校教育環境を整備し、学習機会の確保を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

細事項名 一般財源 0 26・27 教育総務課

事 項 名 予　算　額 132,500 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

中学校

消毒液や保健衛生用品の追加購入等の感染防止対策
に要する経費

150万円/校 6,000

高等学校

区　　分 対　象　経　費
交　付　額

予 算 額
（ 上 限 額 ）

6

200万～
300万円/校

86,500

特別支援学校 400万円/校 40,000

合　　計 132,500



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ＩＣＴ利活用教育推進
事業費補助

私立専修学校においてオンライン授業を実施するために必要とな
るＩＣＴ機器の整備に対する補助

1,957 0 法務私学課

奨学のための給付金事業 高校生等の家庭学習を支えるための通信費に対する支援 38,000 0
法務私学課、教育総
務課

救護施設職員慰労金支給事
業費

救護施設職員への慰労金の支給 4,000 0 福祉課

介護・障害者福祉施設等にお
ける感染症防止対策等事業

介護施設や障害者福祉施設等における感染防止対策に対する支
援、慰労金の支給

5,258,446 0
長寿社会課、障害福
祉課

新型コロナウイルス感染症対
応医療提供体制強化事業費

感染症受入医療機関への空床・休止病床補償 533,600 0 医務課

感染症検査体制整備費 医療機関における検査機器及び感染症患者移送用車両の購入 228,308 0 健康増進課

医療機関・薬局等における感
染症防止対策等事業

医療機関や薬局等における感染防止対策に対する支援、慰労金
の支給

7,756,915 0
医務課、健康増進
課、薬務課

薬剤師派遣及び薬局の休業
再開支援事業費

薬剤師が感染した場合の代替薬剤師の派遣、休業した薬局の再
開・継続に必要な取組に対する支援

19,918 0 薬務課

児童福祉施設等感染防止対
策事業費補助

児童福祉施設等における感染防止対策に要する経費に対する補
助

461,000 0
こども未来課、こども
家庭課

妊婦の新型コロナウイルス検
査等事業費

妊婦が希望する場合にウイルス検査を実施、ウイルスに感染した
妊産婦への退院後の相談支援

121,911 0 こども家庭課

県立学校感染症・学習保障対
策事業費

県立学校における感染防止及び学習保障対策のための取組に対
する支援

132,500 0 教育総務課

放課後等補充学習支援事業
費補助

小中学校における臨時休業中の未指導分の授業時間確保のた
めに実施する補習等に要する経費に対する補助

4,906 0 教育振興課

スクール・サポート・スタッフ配
置事業費

児童生徒の感染症対策等を行うスクール・サポート・スタッフを県
立学校へ配置及び配置する市町に対する支援

50,129 0 教職員課

14,611,590 0

１．感染拡大防
止策と医療提供
体制の整備

小　　計

担当課項　　目 概　　要
予算額



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
担当課項　　目 概　　要

予算額

生活福祉資金貸付事業費補
助

感染症の影響により収入が減少する世帯等への貸付を行う社会
福祉協議会に対する補助

470,000 0 福祉課

就労継続支援事業所生産活
動活性化支援事業費

就労継続支援事業所を継続するために必要となる経費に対する
補助

18,000 0 障害福祉課

ひとり親世帯臨時特別給付金
給付事業

ひとり親世帯への財政的な支援 179,842 0 こども家庭課

40,829,925 0

4,976,415 2,477,978

一時借入金利子
中小企業事業資金貸付金の融資枠の増額に伴う歳計現金の不
足に対応するための一時借入金の利子

96,000 0 会計課

41,593,767 0

4,976,415 2,477,978

56,205,357 0

4,976,415 2,477,978

合　　計

産業政策課

小　　計

中小企業事業資金貸付金
「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資枠・融資限度額の
増額

２．雇用の維持と
事業の継続

（債務負担）

（債務負担）

（債務負担）


