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主要事項

地域交流部
（単位：千円）

空港振興対策費

ＡＮＡ連携促進事業費

１　目　　　的  ＡＮＡグループ（※）と県の様々な政策分野での連携を推進することにより、ＡＮＡとの関係深化及び県政の活性化を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度～（2020年度～）

（２）事業概要

※ＡＮＡグループ：全日本空輸㈱、㈱ＡＮＡ総合研究所、全日空商事㈱、ＡＮＡセールス㈱等の各事業会社
で構成される航空事業を中心としたエアライングループ。

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 新規 一般財源 0 39 空港課
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事 項 名 予　算　額 10,750 予算説明書頁

内　　容 予 算 額

ＡＮＡグループからの出向社員受入に要する経費の一部負担

 ・受入人数：10名程度
 ・受入期間：令和３年１月～

10,750



主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

県立社会福祉施設施設設備整備費

勤労身体障害者教養文化体育館施設設備整備費

１　目　　　的  障害者スポーツの活動拠点である勤労身体障害者教養文化体育館を改修することにより、競技活動の発展を図るとともに、

新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策を講じる。

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

改修工事 トイレ及び更衣室の床乾式化、トイレの洋式化　等 67,295

事 項 名 予　算　額 67,295 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 43 スポーツ課



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

新規 ＳＡＧＡ２０２４市町運営費補助

１　目　　　的  国民体育大会（鹿児島大会）の開催延期により生じた市町の増嵩経費の一部を補助することにより、ＳＡＧＡ２０２４

に向けた円滑な運営を図る。

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 39 ＳＡＧＡ２０２４総務企画課

事 項 名 予　算　額 62,500 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

内　　容 予 算 額

大会の延期により負担が増嵩する市町の準備経費に対する補助

（補助対象経費の例）
・広報物を再度作成する経費
・会議の開催、ホームページの運営に要する経費　等

62,500
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主要事項

地域交流部（文化・スポーツ交流局）
（単位：千円）

１　目　　　的  本県で開催される国民スポーツ大会、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

及び県有施設の整備を行うことにより、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６年度 （2017年度～2024年度）

（２）事業概要

競技会場となる市町有施設の整備に対する補助（１市１施設）

競技会場となる県有施設の整備（１施設）

（３）債務負担行為を設定する理由
　両施設の整備は令和２～３年度の複数年度にわたって実施されるため、債務負担行為を設定するもの。

ＳＡＧＡ２０２４施設調
整課

事 項 名 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会開催事業費    予　算　額
（債務負担）

499,801
予算説明書頁

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名
（債務負担行為）国スポ・全障スポ市町有施設整備事業費補助
（債務負担行為）国スポ・全障スポ県有競技施設整備費

一般財源
（債務負担）

100,801
（その一）8・9

区　　分 内　　容 債務負担行為限度額

市町有施設整備
事業費補助

100,000市町名 施設名 補正額
武雄市 武雄市新球場 100,000

合　　計 499,801
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施設名
伊万里実業高等学校

整備内容
ホッケー場の人工芝化

県有競技施設整
備費

399,801所在地 補正額
伊万里市 399,801



主要事項

県民環境部
（単位：千円）

人権啓発活動推進費

新規 「佐賀誓いの鐘（仮称）」事業費

１　目　　　的  新型コロナウイルス感染症により、誹謗中傷などが問題となっている中、「希望の鐘（※）」を設置した経緯を踏まえ、

同じ鐘を県庁に設置することにより、県民に対して、偏見・差別と断絶する意識の醸成を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※　「希望の鐘」
　 ハンセン病患者の方々が強制隔離されていた歴史を振り返り、また、ハンセン病問題の理解啓発及び人権教育
に資するため、平成29年に県が国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」（熊本県）に復元設置したもの。

細事項名 一般財源 0 43 人権・同和対策課

事 項 名 予　算　額 7,788 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

内　　容 予 算 額

「佐賀誓いの鐘（仮称）」の製作 7,788
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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

チャレンジ事業者持続化支援事業費

１　目　　　的 新型コロナウイルス感染症対策として国が創設した持続化給付金制度及び家賃支援給付金制度の対象とならない

チャレンジ事業者（※）に対し、県独自の支援金を交付し、持続的な経営を支援する。

２　事業内容 （１）事業期間　　令和２年度（2020年度）

（２）事業概要

※チャレンジ事業者：令和２年４月に創業した事業者、令和２年１月から４月に店舗拡大した事業者など
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事務費 広報費 7,800 5,000 2,800

合　　計 355,800 305,000 50,800

区　　分 内　　容
年間

所要額
現計

予算額
11月補正
予算額

支援金

国の持続化給付金制度及び家賃支援給付金制度の対象とならない
チャレンジ事業者で、事業収入の減少要件に該当する者に対し、国と
同様の支援金を県独自に交付する。

（現行）チャレンジ事業者持続化支援金
　　　交付額　売上が減少した額
　　　上限額　法人200万円、個人事業者100万円（国と同額）

（拡充）チャレンジ事業者家賃支援金
　　　交付額　支払賃料×２/３×６月分
　　　上限額　法人600万円、個人事業者300万円（国と同額）

348,000 300,000 48,000

事 項 名 予　算　額 50,800 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 67 産業政策課



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 ウィズコロナ対策支援事業費

１　目　　　的  国のＧｏ Ｔｏ キャンペーン事業の実施により、消費が拡大することを捉え、事業者のウィズコロナ対策を支援する

ことにより、中小企業者の事業継続を図る。

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

細事項名 一般財源 0 67 産業政策課

事 項 名 予　算　額 35,526 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）
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区　　分 内　　容 予 算 額

事業者への支援

ウィズコロナ対策に係る経費に対する補助
・補助率：１/２以内
・補助額：１店舗につき５万円から15万円

（ただし、　「佐賀県新業態スタート支援事業補助金」との重複不可。）

30,000

事務費 申請処理・振込業務、広報費 5,526

合　　計 35,526



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

県産品ＰＲ・販売促進事業費

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旅客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

細事項名 一般財源 39,928 67 流通・貿易課

事 項 名 予　算　額 39,928 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）
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区　　分 内　　容 予 算 額

店舗改修
店舗の内装工事（壁面・天井工事、塗装工事、電
気工事等）

28,979

什器製作等
・商品棚、カウンター等の製作
・店舗備品等の購入

10,949

合　　計 39,928



主要事項

教育委員会事務局
（単位：千円）

体育大会費補助

新規 中高生スポーツ大会ＳＳＰ推進事業費

１　目　　　的  中高生が参加するスポーツ大会の環境を充実させることにより、「新しい生活様式」に対応した大会運営の実現

及びＳＳＰ構想の推進を図る。

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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内　　容 事業主体 予 算 額

　
視認性に優れた電光掲示板やスコアボード等の購入に要する
経費に対する補助（補助率：10/10）

県高等学校体育連盟 58,090

事 項 名 予　算　額 58,090 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 82 保健体育課



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

勤労身体障害者教養文化体
育館施設設備整備費

感染症対策を図るためのトイレ及び更衣室の改修工事　など 67,295 0 スポーツ課

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補償に係る病床確保料の増加　など 2,535,587 0 医務課

歯科感染症対応費補助
佐賀歯科衛生専門学校が行う遠隔授業実施のための備品購入に対
する補助

116 0 医務課

感染症対策環境整備支援事
業費

重症患者等の治療を行う入院医療機関の高度医療用設備整備に対
する支援（対象医療機関の増）

270,387 0 健康増進課

衛生薬業センター検査室整備
費

多検体を同時に処理するための検査室整備の実施設計　など 5,583 605 健康増進課

感染症対策事業費 ＰＣＲ検査委託の期間延長　など 422,074 197,302 健康増進課

児童自立支援施設（虹の松原
学園）施設設備整備費

唐津市立浜崎小学校及び唐津市立浜玉中学校の虹の松原分校の
小・中学生教室における空調設備の整備

8,128 0 こども家庭課

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（雇用期間の短縮）

△ 3,894 0 教職員課

「佐賀誓いの鐘（仮称）」事業
費

県民に対し、偏見・差別と断絶する意識の醸成を図るため、県庁に
「佐賀誓いの鐘（仮称）」を設置

7,788 0 人権・同和対策課

3,313,064 197,907

日本語学校等支援事業費 日本語学校等への財政的な支援 4,000 0 国際課

ＡＮＡ連携促進事業費 ＡＮＡグループからの出向社員受入に要する経費の一部負担 10,750 0 空港課

新しい文化芸術表現モデル創
出事業費

新たな文化芸術活動のモデルを創出するため、リアル公演とオンラ
イン配信を組み合わせた活動の支援

10,663 0 文化課

チャレンジ事業者持続化支援
事業費

国の家賃支援給付金制度の対象とならない事業者に対する支援金
の給付（拡充）

50,800 0 産業政策課

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

小　　計

２．雇用の維持と
事業の継続



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

ウィズコロナ対策支援事業費 中小企業者のウィズコロナ対策に係る経費に対する補助 35,526 0 産業政策課

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（対象者の減）

△ 49,735 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（対象面積
の増）

1,791 0 園芸課

63,795 0

中高生スポーツ大会ＳＳＰ推
進事業費

「新しい生活様式」に対応したスポーツ大会運営を実現するための
県高等学校体育連盟が行う電光掲示板等の整備に対する補助

58,090 0 保健体育課

58,090 0

3,434,949 197,907合　　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 小　　計


