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主要事項

総務部・地域交流部・健康福祉部・産業労働部・農林水産部・教育委員会事務局
（単位：千円）

１　目　　　的  水道の蛇口を自動水栓等に切り替えることにより、接触に伴う新型コロナウイルスの感染リスクを軽減する

とともに、児童や生徒たちの衛生面での不安を解消する。

２　背　　　景  多くの子どもが日中の大半を集団で過ごす学校等においては、きめ細かな感染防止対策が重要である。

児童や生徒、職員からは、多数の手が触れた蛇口を利用するのは不安との声がある。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

（※）会計年度任用職員に係る給与費を含む

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名
水栓タッチレス化推進事業費補助
水栓タッチレス化推進事業費

一般財源 650

35・42・43・
44・50・54・
56・63・77・

78・79

法務私学課（私立中高・専修学校支援室）、国
際課、障害福祉課、医務課、こども未来課、こど
も家庭課、産業人材課、農産課、水産課、教育
総務課

事 項 名
新規
新規

水栓タッチレス化推進事業費補助
水栓タッチレス化推進事業費

予　算　額 259,240 予算説明書頁

区　　分 内　　容 予 算 額 対象施設

県有施設
県立学校及び学校に類する県有施設における自動水栓
又はレバー式水栓工事

113,729

県立学校、療育支援センター、九
千部学園、虹の松原学園、産業
技術学院、農業大学校、高等水
産講習所

1

私立学校等

私立学校及び学校に類する施設における自動水栓又は
レバー式水栓工事に対する補助
○補助率
  保育所・幼稚園等：３/４、その他：５/６

145,511

私立学校、日本語学校、看護学
校、歯科衛生士学校、保育所、
幼保連携型認定こども園、幼稚
園等

合　　計 259,240



主要事項

地域交流部・産業労働部
（単位：千円）

１　目　　　的  外国人材・留学生を受け入れる県内の企業や学校に対し、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策に係る経費

を支援し、受け入れを円滑にすることにより、県内企業による外国人材の活用及び県内学校の外国人留学生の確保を図る。

２　背　　　景  外国人材・留学生を受け入れる県内の企業や学校にとって、入国時の宿泊待機や出国時のPCR検査等の

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策に係る経費が負担となっている。

 現在は外国人の出入国が制限されているが、今後、再開したときに迅速に対応できるようにしておく。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要
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6,600

企業への訪問
支援

訪問支援員による法令遵守確認や就労環境整備に関する
アドバイスの実施

補助金申請企業 7,148

合　　計 58,748

補助金

・外国人労働者・留学生の入国時の待機に係る宿泊費・交
通費に対する補助

外国人留学生受入学校 22,500 国際課

外国人材受入企業 22,500

産業人材課
・外国人労働者の帰国時のＰＣＲ検査費・陰性証明書取得
費に対する補助

外国人材受入企業

国際課
産業人材課

区　　分 内　　容 対　　象 予 算 額 担 当 課

35・53細事項名
新規
新規

外国人留学生受入支援事業費
外国人材受入支援事業費

一般財源 0

課　　　名
（室　　　名）

事 項 名
留学生支援事業費
産業人材確保プロジェクト事業費

予　算　額 58,748 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）

新規 SSPアスリート寮整備支援事業費

SSPアスリート寮整備支援事業費

１　目　　　的  民間企業等と官民連携プロジェクトとして高校生アスリートの寮を整備することにより、優秀な中高生アスリートの県外流出を

防止するとともに県内流入を促進し、佐賀から世界を目指すアスリートを育成するSSP構想の推進を図り、スポーツのチカラを

活かした人づくり地域づくりを進める。

２　背　　　景  県立高校には寮がなく、アスリートを指導者の自宅に下宿させるなど、指導者個人に依存しているケースがあり、県内外の

有望なアスリートが進学する環境として十分とは言えない状況にある。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度～（2021年度～）

（２）事業概要

合　　計 350,041
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久光製薬株式会社の社員寮を活用した寮の整備に
係る負担金

公益財団法人佐賀県ス
ポーツ協会

鳥栖市 20人～30人 90,041

民間のアパートを活用した寮の整備に必要となる管
理棟（共同食堂）の整備に対する補助

株式会社肥前電力 太良町 10人 10,000

内　　容 事業主体 所在地 受入規模 予 算 額

九州電力株式会社の旧社宅を活用した寮の整備に
係る負担金

合同会社ＳＡＧＡいくすと 佐賀市 70人～90人 250,000

事 項 名 予　算　額 350,041 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 350,041 37 ＳＡＧＡスポーツピラミッド推進グループ



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

新しい文化芸術表現モデル創出事業費

１　目　　　的  リアル公演とオンライン配信を組み合わせた新たな活動モデルである文化芸術祭「 LiveS Beyond 」 を開催することで、

コロナ禍にあってもミュージカル等の公演や伝承芸能など、多彩な文化芸術に接する機会を創出し、県民の暮らしに

必要不可欠な文化芸術の灯を灯し続ける。

２　背　　　景  新型コロナウイルス感染症の影響により、アーティストや文化芸術団体にとっては「披露する場」、県民にとっては文化芸術に

「触れる場」が減少している。昨年度好評だった「 LiveS Beyond 」 を再び開催して欲しいという声が数多く寄せられている。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要　　

合　　計 97,983
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ライブハウスによる
フェスの開催

ライブハウスが協力して実施するフェスの開催 13,900

ミニシアターによる
イベントの開催

ミニシアターによる映画祭などのイベントの開催 4,165

区　　分 内　　容 予 算 額

公演などの開催や
オンライン配信

・文化芸術団体によるミュージカルなどの公演やワークショップの
  開催及び配信
・伝承芸能団体による公演の開催及び配信
・地元ミュージシャンによるライブの配信

79,918

事 項 名 予　算　額 97,983 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 37 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）

ＳＡＧＡ２０２４開催事業費

ＳＡＧＡ２０２４県有競技施設整備費

１　目　　　的  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　背　　　景  国民スポーツ大会の競技の開催が決定した県有施設において、国スポ競技を開催するために必要とされる施設の整備を行う。

３　事業内容 （１）事業期間 令和元年度～令和６年度（2019年度～2024年度）

（２）事業概要
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所 在 地 施 設 名 整備内容 予 算 額

伊万里市
（伊万里人工海浜公園）

ビーチハウス
オープンウォータースイミングやビーチバレーボールの
選手が利用する更衣室のシャワー設備の更新、トイレ
の洋式化等

114,220

事 項 名 予　算　額 114,220 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 220 37 ＳＡＧＡ２０２４施設調整課



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

新規 地域観光支援事業費（観光連盟補助）

１　目　　　的  国が実施する「地域観光事業支援」を活用し、新型コロナウイルス感染症の深刻な影響を受けている宿泊事業者に対して、

感染防止対策及び新たな需要に対応するための取組を支援することにより、ウィズコロナ・アフターコロナにおける

誘客強化を図る。　

２　背　　　景  コロナの影響による、感染症対策の徹底や旅行の分散化、OPEN-AIRなど旅行スタイルの変化に対応した受入環境

を整備する。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要
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区　　分 内　　容 予 算 額

補助金

感染防止対策に要する物品購入及び新型コロナウイルス収束後を見据
えた新たな観光スタイルに対応したコンテンツ開発などの取組に対する
補助
 ・補助率：３/４以内
 ・補助額：施設規模に応じて、補助上限額を設定（30万円～）
　※令和２年５月14日以降であれば既に支出した費用も補助対象

750,000

その他 申請受付事務等 62,567

合　　計 812,567

事 項 名 予　算　額 812,567 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 67 観光課



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

生活困窮者自立支援事業費

生活困窮者自立支援事業費

１　目　　　的  緊急事態宣言の延長等を踏まえ国が創設した「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」（仮称）の

支給及び自立相談支援を行うことにより、コロナ禍で収入が減少した困窮世帯の生活の安定を図る。

２　背　　　景  新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、生活が困窮しているにもかかわらず、借入限度額に達している等

の事情により生活福祉資金特例貸付（※１）を利用できない状況が生じている。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

※１：新型コロナウイルス感染症の影響によって失業するなどし減収した方への貸付。市町社協において受付。
※２：生活困窮者自立支援は、福祉事務所設置自治体である県及び市が事業主体となっているため、
　 　 県内１０町を対象区域としている。

○対象要件
　　 借入限度額に達している等により、特例貸付を利用できない世帯（生活保護
　受給世帯を除く）のうち下記の要件を満たす世帯
　・月収：市町村民税均等割非課税額の１/12（Ａ）＋住宅扶助基準額以下
　・資産：預貯金が（Ａ）に６を乗じた額又は100万円のいずれか低い方の額以下

○支給月額：単身 ６万円、２人世帯 ８万円、３人以上世帯 １０万円

○支給期間：３か月（申請受付は７月～８月末）

○対象区域：１０町（※２）

 ・就労等に関する相談
 ・自立支援計画の作成及び計画に基づく伴走支援

合　　計
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支援金

自立支援

45,500

10,844

56,344

課　　　　名
（室　　　名）

区　　分

事 項 名 新規 予　算　額 56,344 予算説明書頁

細事項名 一般財源 0 41 福祉課

予 算 額内　　容



主要事項

健康福祉部
（単位：千円）

感染症予防対策費

新規 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費

１　目　　　的  県民への新型コロナウイルスワクチンの接種が円滑に進むよう、県独自に「接種支援会場」を開設し、市町が行う高齢者への

接種を支援するとともに、高齢者以外への接種についても機動的かつ柔軟に対応していく。

２　背　　　景  新型コロナウイルスの感染拡大が続くなか、高齢者等への接種を促進することとあわせて、64歳以下への接種対象の拡大を

想定した機動的で柔軟なワクチン接種体制を構築することで、円滑なワクチン接種を進め、県全体の感染拡大防止につなげる。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

細事項名 一般財源 0 47 健康増進課

事 項 名 予　算　額 400,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

内　　容 予 算 額

○佐賀県接種支援会場の設置・運営

 　・場　所：佐賀県庁新館１階　県民ホール
 　・期　間：令和３年６月19日～８月８日の土曜日・日曜日
 　・対　象：65歳以上の高齢者
　　　　　　　福祉サービスの介護従事者等（64歳以下も可）
　　　　　　　※期間や接種対象の拡大については柔軟に対応する予定
 　・接種数：１日当たり　500人
   ・使用するワクチン：モデルナ製ワクチン

400,000
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主要事項

健康福祉部（男女参画・こども局）
（単位：千円）

男女共同参画推進事業費

女性に寄り添う「支援の輪」づくり事業費

１　目　　　的  孤独・孤立で悩まれている方に向けた様々な活動を行っているＮＰＯ等に対する国の緊急支援策を

活用し、コロナ禍で不安を抱える女性を適切な支援につなげていく。

２　背　　　景  コロナ禍により社会とのつながりが薄くなり不安を抱える女性に対し、ＮＰＯ等との連携による細やかな

支援を行う。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

男女参画・女性の活躍推進課

予 算 額

6,062
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内　　容

 ・ＮＰＯによる困りごとや悩みを相談できる場（サロン）の提供
 ・社会福祉士による相談支援
 ・関係団体との連絡協議会の開催
 ・女性用品等の配布

事 項 名 予　算　額 6,062 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 新規 一般財源 0 36



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

１　目　　　的 　 国の制度を活用し、県内中小企業の経営力強化による潜在的雇用ニーズの発掘や職場環境の改善を行うことにより、

雇用の拡大・県内就職の増加を図るとともに、人手不足企業の就労環境等の改善やマッチングを支援することにより労働

移動を促進し、県内雇用の安定を図る。

２　背　　　景 　 プロジェクト65により高校生の県内就職率が向上する中、 さらに若者の雇用拡大や県内就職増加を図るには、 企業の

経営力向上による採用増や魅力的な職場づくりにより県外流出を防ぐことが重要である。また、長引くコロナ禍により雇用

の維持が困難になる企業が想定される一方、人手不足の企業もある。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度～令和５年度 （2021年度～2023年度）

（２）事業概要
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就労環境等の
改善・就職支援

・人手不足企業に対する支援員による個別訪問、専門家派遣
・労働局・産業雇用安定センターと連携した出向・転職等マッチング支援

21,463 17,170

合　　計 45,880 36,703

4,293 産業人材課

・商工団体、労働者団体、学識経験者等による協議会の設置
・経営リテラシー（経営管理、雇用管理 等）向上セミナーの開催
・潜在的雇用ニーズを抱える企業に対する個別相談の実施、専門家派遣

24,417 19,533 4,884

9,177

産業政策課

産業政策課
産業人材課

区　　分 内　　容 予 算 額
財源内訳

担 当 課
国庫 一般財源

細事項名 新規 地域活性化雇用創造プロジェクト事業費 一般財源 9,177 53・66

雇用拡大の
支援

課　　　　名
（室　　　名）

事 項 名
商工業対策推進活動事業費
地域雇用対策推進事業費

予　算　額 45,880 予算説明書頁



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

中小企業新事業チャレンジ支援事業費

中小企業新事業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による社会経済の変化に対応していくため、新分野への展開や業態転換、新商品の開発など、

コロナ後に向かって新たな発想で事業の変革に挑む企業を県独自に支援する。

２　背　　　景 　長引くコロナの影響により、社会経済が大きく変化している中、県内中小企業においても、こうした変化に対応し、前を向い

て新たなチャレンジをしていこうという動きが出てきている。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

事務費 200

合　　計 525,000
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区　　分 内　　容 予 算 額

佐賀県中小企業
団体中央会への
補助

中小企業が行う新分野への展開や業態転換、新商品の
開発などの取組に係る費用に対する補助
 ・補助率：２/３以内
 ・補助額：１事業者につき　50万円から200万円

500,000

事業執行経費 24,800

産業政策課

事 項 名 新規 予　算　額 525,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 66



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

佐賀支え愛食事券事業費

１　目　　　的 　プレミアム付き食事券を県独自に追加発行することにより飲食店を支援し、その取引業者を含めた県内経済の活性化を図る。

２　背　　　景  長引くコロナ禍により、県民等が飲食店の利用を控える傾向にあるため、国のGoToEat食事券事業の終了後も、飲食店及び

その取引業者は極めて厳しい経営状況が続くものと見込まれる。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要
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区　　分 内　　容 予 算 額

プレミアム付き
食事券の販売

 ・上乗せ率：購入金額の２５％
 ・販売価格：１冊　4,000円（5,000円分利用可）
 ・販売冊数：４０万冊
 ・額面総額：２０億円（うち県上乗せ分は４億円）

400,000

事業の実施に
係る委託経費

食事券の印刷費、販売手数料、換金手数料等 143,000

合　　計 543,000

産業政策課

事 項 名 予　算　額 543,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 新規 一般財源 0 65



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

産地再生支援事業費

さが伝統産業支援金事業費

１　目　　　的  コロナ禍により長期にわたり深刻な影響を受けている伝統産業の事業者を支援することで、永い歴史の中で築き上げ、

磨き上げられてきた佐賀の「本物」の地域資源を守り、次の世代へと継承する。

２　背　　　景  伊万里・有田焼や諸富家具などの伝統産業の多くは、コロナ禍で売り上げが大幅に減少しており、また、飲食・宿泊等

の業界の動向に大きく影響を受けるため、より回復が遅れる傾向にある。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

（※１）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
（※２）会計年度任用職員に係る給与費を含む
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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（※１）、県指定伝統的地場産品、及び
　その他の伝統的地場産品の製造等を生業とする事業者であっ
　て、令和３年３月～６月のいずれかの月の売上げが前年または
　前々年同月比で減少していること。

○交付額　　１事業者につき　法人２０万円、個人１５万円

131,500

事務費 申請処理業務（※２） 8,868

合　　計 140,368

事 項 名 予　算　額 140,368 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 65 流通・貿易課



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

１　目　　　的  農業大学校において、 先端技術を習得できるスマート牛舎を整備することにより、次代の本県畜産業を牽引していく

担い手を育成する。

２　背　　　景  現在、昭和60年に整備した乳牛舎で肉用牛を飼養しているが、老朽化が著しく、更新時期を迎えている。

 キャトルステーションやブリーディングステーションなどの生産基盤を活かし、稼げる肉用牛経営を実現するため、農業大学校

においては、ICT（※１）を活用して、繁殖から肥育までを一貫して飼養管理できる人材の育成が課題となっている。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度～令和４年度（2021年度～2022年度）（※２）

（２）事業概要　　

※１　ＩＣＴ：発情発見装置や牛分娩監視カメラ・分娩通報装置など。
※２　令和４年度　牛舎・堆肥舎・飼料倉庫の建設、スマート機器の導入。

課　　　　名
（室　　　名）

事 項 名 農業大学校施設設備整備費 予　算　額 65,934 予算説明書頁

細事項名 新規 農業大学校佐賀牛教育施設整備費 一般財源 10,934
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農産課

区　　分 内　　容 予 算 額

調査・設計
 ・測量・地質調査
 ・実施設計

25,729

56

解体・改修
 ・牛舎及びサイロの解体
 ・患畜舎の改修

40,205

合　　計 65,934



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 佐賀県園芸生産次期作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、飲食店での需要の減少などで売上が低迷した園芸農家に対し、

次期作に向けた支援を県独自に行うことにより、さが園芸８８８運動の目標達成に向け、園芸農家の生産意欲の

向上及び経営の安定化を図る。

２　背　　　景  園芸作物については、価格の大幅な下落に対する国の支援はあるものの、中には同様に厳しい状況にありながら

支援の対象外となっている作物がある。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要
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内　　容 予　算　額 備　　考

令和３年１月～３月において、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、国
の高収益作物次期作支援交付金の対象外となる園芸農家に対し、次期作
の生産に向けた取組に対する補助

○対象品目
　・市場販売金額の減少：トマト、チンゲンサイ、水菜
　・直接販売金額の減少：パクチー、空心菜、有機野菜

○補助額
　・平坦部：５万円/10a、中山間地域：５．５万円/10a
　・上限額：減収額の８割以内

19,300

地域農業再生協議
会、農業協同組合を
通じた園芸農家への
定額補助

事 項 名 予　算　額 19,300 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 56 園芸課



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

新規 県産木材供給体制整備事業費

県産木材供給体制整備事業費

１　目　　　的  県産木材の価格が上昇傾向にあるこの機を捉え、木材産出の拡大を支援することにより、森林所有者の所得向上や

担い手の確保を図る。

２　背　　　景  海外における経済活動の活性化により、国内における輸入材が不足し、国産材の価格が上昇しており、木材価格低迷

の影響を受けてきた本県林業にとって追い風となりうる。

３　事業内容 （１）事業期間 令和３年度（2021年度）

（２）事業概要

※財源は、森林環境譲与税を活用

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 22,300 61 林業課
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事 項 名 予　算　額 22,300 予算説明書頁

内　　容 予 算 額

林業機械の導入に対する補助
・補助率：６/10
・対象：木材の伐採・搬出に必要な林業機械
　　　　（グラップル、運搬用トラック、作業道整備用バックホウ　など）

22,300



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

水栓タッチレス化推進事業
感染リスク軽減と不安解消のため、学校や学校に類する施設におけ
る自動水栓又はレバー式水栓工事及び工事に対する補助

259,240 650 教育総務課他

博物館施設感染症対策事業
費

博物館施設の感染防止対策を充実させるための経費 38,312 0 文化課

国際大会事前キャンプ誘致推
進事業費

大会事前キャンプ地における選手等受入れ時のPCR検査の実施 22,334 0 スポーツ課

新型コロナウイルス感染症緊
急対応費

感染拡大により発生する資機材不足などに機動的に対応するため
の経費

200,000 0 福祉課

保護施設等衛生管理体制確
保支援事業費

地域子ども・子育て支援事業
費補助

児童福祉施設等感染防止対
策事業費補助

健康福祉部会計年度任用職
員給与費

長寿社会課、障害福祉課及び医務課の対応職員を増員 34,828 0 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

宿泊療養施設の入退所者を搬送するバスの運行　など 349,115 0 医務課

新型コロナウイルスワクチン
接種体制確保事業費

県が設置するワクチンの接種支援会場の運営 400,000 0 健康増進課

ワクチン個別接種促進事業費 多くのワクチン接種に取り組む医療機関に対する補助 654,304 0 健康増進課

感染症入院医療費 感染症患者に係る医療費の公費負担 40,627 10,193 健康増進課

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

19,909 0 薬務課

2,092,538 10,843

外国人材・留学生受入支援事
業

県内の企業や学校が外国人材・留学生を受け入れる際の感染症の
水際対策に係る経費に対する補助

58,748 0
国際課、産業人材
課

便数確保・空港機能維持事業
費

空港ターミナルビル会社が空港ビル入居者（航空会社、テナント等）
に対し減免するビル使用料の一部を負担

31,215 0 空港課

新しい文化芸術表現モデル創
出事業費

文化芸術活動を継続させるため、リアル公演とオンライン配信を組
み合わせた文化芸術祭の開催

97,983 0 文化課

地域観光支援事業費（観光連
盟補助）

県内宿泊事業者の感染防止対策に要する経費及びウィズコロナ・ア
フターコロナを見据えた新たな取組に対する補助

812,567 0 観光課

項　　目 概　　要
予　算　額

担当課

保護施設、幼稚園、認可外保育施設、放課後児童クラブ等における
感染防止のためのかかり増し経費（衛生用品購入費、消毒作業）や
備品購入に対する補助　など

73,869 0
福祉課、こども未来
課

小　　計

１．感染拡大防
止策と医療提供
体制の整備

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

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

1,200,000 0 福祉課

生活困窮者自立支援事業費
生活福祉資金の特例貸付について、借入限度額に達している困窮
世帯への支援金の支給

56,344 0 福祉課

女性に寄り添う「支援の輪」づ
くり事業費

コロナ禍で様々な困難・課題を抱える女性に対するＮＰＯ等を活用し
た相談体制の強化

6,062 0
男女参画・女性の
活躍推進課

中小企業新事業チャレンジ支
援事業費

中小企業の新分野展開や業態転換、新商品の開発などの取組に対
する補助

525,000 0 産業政策課

さが伝統産業支援金事業費 伝統産業の製造等を生業とする事業者への支援金の支給 140,368 0 流通・貿易課

佐賀県園芸生産次期作支援
緊急対策事業費

園芸農家の次期作の生産に向けた取組に対する補助 19,300 0 園芸課

2,947,587 0

佐賀支え愛食事券事業費 県独自のプレミアム付き食事券の発行 543,000 0 産業政策課

543,000 0

佐賀の魅力ある修学旅行事
業

県立学校及び私立学校の県内修学旅行の実施に要する経費、修学
旅行中止等に伴うキャンセル料に対する負担及び補助

51,990 0
法務私学課、学校
教育課

私立学校オンライン会議ツー
ル導入費補助

私立学校においてオンラインによる交流・研修を実施するための環
境整備に必要な経費に対する補助

600 0 法務私学課

教育活動オンライン交流・情
報発信推進事業費

インターネット上での動画配信による各学校の特色の情報発信及び
オンラインによる交流・研修を実施するための環境整備

4,262 0 学校教育課

56,852 0

5,639,977 10,843

３．次の段階とし
ての官民を挙げ
た経済活動の回
復 小　　計

合　　計

小　　計

４．その他

小　　計

２．雇用の維持と
事業の継続



 


