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令和３年８月豪雨災害関係予算一覧
（単位：千円）

災害救助対応費【災害救助基金特別会計】 （△201,223）

災害援護資金貸付（△112,270）

経営体育成支援事業費（△248,400）

営農再開・草勢樹勢回復等対策事業費（△72,016）

地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費（120,000）

土木災害復旧費（△3,021,641）

農地等災害復旧費（△1,267,329）

災害関連緊急地すべり対策事業費(△598,200)

内水対策プロジェクト費（56,000）

ＣＡＴＶ災害情報発信等環境整備費補助（31,200）

20,211,353 △ 6,628,949 13,582,404

うち　一般会計 19,461,453 △ 6,427,726 13,033,727

うち　災害救助基金特別会計 749,900 △ 201,223 548,677

合　　計

 ５．内水対策
     （プロジェクトＩＦ）

160,311 ４．県有施設の復旧・対策 164,783 △ 4,472

780,93188,751

 ３．農地・林道・公共土木
　　施設等の復旧

△ 6,112,005 9,960,924

 １．被災者への支援 △ 313,493 623,507

 ２．生産者・中小企業者等
　　 への支援

△ 287,730 2,056,731

16,072,929

2,344,461

区　　分
２月補正
予 算 額

合　計 ２月補正予算の主な事業現計予算

937,000

692,180



（単位：千円）

共同利用施設災害復旧事業費 50,000 △ 47,644 2,356

農地等災害復旧費 2,207,000 1,505,815 △ 1,267,329 2,445,486

災害復旧査定設計委託費補助 250,605 250,605
林道災害復旧費 1,300,000 △ 266,718 1,033,282
土木災害復旧費 3,800,000 1,082,301 △ 3,021,641 1,860,660
社会福祉施設等災害復旧費補助 95,581 △ 92,147 3,434

小　　計 7,357,000 2,683,697 △ 4,444,874 5,595,823
県単林道災害復旧費 3,000 17,666 △ 7,030 13,636
災害復旧緊急対応費 1,150,000 △ 620,000 530,000
社会教育施設災害復旧費 23,123 △ 1,174 21,949
農林水産施設災害復旧費 49,000 6,223 0 55,223
一般単独災害復旧事業費 53,200 △ 37,055 16,145
庁舎等災害復旧費 2,548 △ 58 2,490
警察施設災害復旧費 73,360 △ 3,240 70,120

小　　計 1,301,031 77,089 △ 668,557 709,563

直轄災害復旧事業負担金 8,100 △ 8,100 0
小　　計 0 8,100 △ 8,100 0

農地海岸漂着ごみ緊急対策費 37,000 △ 16,000 21,000

県営地すべり対策事業費 122,400 △ 107,100 15,300

農業用施設災害関連事業費 1,243 1,243
緊急治山事業費 533,000 204,757 △ 45,850 691,907
林地崩壊防止事業費 4,400 △ 1,332 3,068
建設海岸漂着ごみ緊急対策費 20,000 △ 20,000 0
災害関連緊急砂防事業費 600,000 △ 140,000 460,000
災害関連緊急地すべり対策事業費 1,920,000 △ 598,200 1,321,800
急傾斜地崩壊防止費（災害関連） 254,790 △ 40,500 214,290

小　　計 3,110,000 586,347 △ 967,739 2,728,608

有害鳥獣対策費 8,000 △ 6,141 1,859

県営地すべり対策事業費 90,000 0 90,000
漁港海岸漂着ごみ緊急対策費 20,000 0 20,000
県営林管理費 5,000 △ 1,500 3,500
県営治山事業費 85,000 15,000 0 100,000
農林地崩壊防止事業費 106,000 56,000 △ 73,351 88,649
渓流等県土保全緊急対策事業費 383,000 324,519 0 707,519
森林基幹道等維持管理費 13,000 6,000 0 19,000
漁場環境保全推進事業費 15,000 0 15,000
急傾斜地崩壊防止費（災害関連） 12,400 0 12,400

小　　計 725,000 413,919 △ 80,992 1,057,927

12,493,031 3,769,152 △ 6,170,262 10,091,921

災害復旧工事等一覧

区　　分 事　項　名

予算額

９月補正
（第11号） １１月補正 ２月補正 計

災害関連

公共

単独

合　計

災害復旧

公共

単独

直轄



主要事項

政策部（危機管理・報道局）・総務部
（単位：千円）

内水対策プロジェクト費（令和３年度国補正）

CATV災害情報発信等環境整備費補助（令和３年度国補正）

１　目的・背景  豪雨災害時における内水氾濫状況の把握や市町及び実動機関との情報共有、県民への情報発信を推進するため、

内水監視カメラ等の整備を行う。

２　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）事業概要

1

区　　分 内　　容 予 算 額

内水監視センサー等整備
内水氾濫の状況をリアルタイムに把握するための内水監
視センサー等を整備

56,000

内水監視カメラ等整備 内水監視カメラ等の設置を行うCATV事業者に対する補助 31,200

合　　計 87,200

危機管理防災課、情報課
（デジタルイノベーション室）新規

事 項 名
災害対応対策等強化事業費
地域情報化推進費

予　算　額 87,200 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名
新規

一般財源 87,200 100・118



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

観光需要対策事業費（観光連盟補助）

１　目的・背景  国の事業を活用して県の観光需要対策事業を実施することにより、観光需要の回復を図る。

２　事業内容 （１）事業期間　 令和４年度（2022年度）

（２）事業概要

細事項名 新規 一般財源 0 222

事 項 名 予　算　額 4,875,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

観光課

区　　分 内　　容 予 算 額

宿泊旅行等割引

県内旅行に対する旅行代金の割引
　・割引率：旅行代金の20％
　・上限額：１人泊８千円（宿泊＋交通チケットの場合）
　　　　　　　１人泊５千円（宿泊のみの場合）

2,925,000

2

地域クーポン付与
地域のお土産店等で利用できるクーポンの付与
（最大２千円／人）

1,506,819

事務費 443,181

合　　計 4,875,000



主要事項

県民環境部・農林水産部
（単位：千円）

１　目的・背景  豊かな自然を活かし大空のもと多彩な自然体験などを楽しむスタイル「ＯＰＥＮ－ＡＩＲ佐賀（※１）」の環境整備の一環として、

「北山キャンプ場」と「21世紀県民の森」のある北山湖周辺を新しい魅力ある施設へ再整備することにより、県民の利用はもとより

近県からの交流人口の増加を図る。

２　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

※１：　ＯＰＥＮ－ＡＩＲ佐賀
　　　佐賀の様々な魅力を体験できる、感染リスクの少ない観光スタイル、多彩な自然体験、新たな生活スタイル、
　 場所や時間が自由になる働き方などを発信し、交流人口の増加等につなげる取組

※２：　地方創生拠点整備交付金を活用予定
　（不採択の場合は、事業内容を一部見直し）

合　　　計

3

540,777 193,270

259,049 52,524

346,000

982

1,507

有明海再生・
自然環境課

206,000 525 森林整備課

140,000
・オートサイトの造成
・ふるさと自然公園センター（管理棟）の改修

・総合案内センターの改修（ウッドデッキ拡
 張）
・サイクリングロード沿いのビュースポット等
 の整備
・自由に遊べる広場（草スキー等）等の整備

北山キャンプ場 281,728 140,746

21世紀県民の森

担 当 課
国庫 県債

157・199

一般財源
内　　容区　　分

1,507一般財源
ＯＰＥＮ－ＡＩＲ佐賀・北山国民休養地施設整備費（令和３年度国補正）
ＯＰＥＮ－ＡＩＲ佐賀・２１世紀県民の森環境整備事業費（令和３年度国補正）

予 算 額
財源内訳（※２）

細事項名

課　　　　名
（室　　　名）

事 項 名
北山国民休養地施設整備費
２１世紀県民の森総合整備事業費

予算説明書頁540,777予　算　額

有明海再生・自然環境課
森林整備課



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

佐賀型チャレンジ事業者事業復活支援事業費（令和３年度国補正）

１　目的・背景  国の事業復活支援金制度（令和３年度補正予算事業）の給付対象とならない事業者に対して、県独自の支援を行い、

チャレンジする事業者の持続的な経営を支援する。

２　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 0 212 産業政策課

事 項 名 地域商業活性化対策事業費 予　算　額 30,000 予算説明書頁

4

30,000

課　　　　名
（室　　　名）

予　算　額区    分

支援金

内　　容

○対象
　令和３年４月以降に店舗を拡大した事業者又は人格のない社団のうち、
　新型コロナの影響で令和３年11月～令和４年３月のいずれかの月の売上
　が30％以上減少した事業者

○交付額
　１．売上高減少率が50％以上
　　　（個人）　50万円
　　　（法人）年間売上高　　１億円以下　　　　　　 　100万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　１億円超、５億円以下　150万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　５億円超　　　　　　　　　250万円
　２．売上高減少率が30～50％
　　　（個人）　30万円
　　　（法人）年間売上高　　１億円以下　　　　　　 　 60万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　１億円超、５億円以下　 90万円
　　　　　　　　　　　　　　　　　５億円超　　　　　　　　　150万円



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

中小企業者等被害対策事業費

１　目的・背景  令和３年８月豪雨により浸水や土砂災害等の被害を受けた県内の中小企業・小規模事業者が、今後も安定的に

事業を継続していくために取り組む防災対策の強靭化に要する費用の一部を支援することにより、地域経済の活性化

及び伝統産業の振興を後押しする。

２　事業内容 （１）事業期間 令和３年度～（2021年度～）

（２）事業概要

産業政策課213

5

区　　分 内　　容 　予 算 額　

防災対策の強靭
化に対する支援

　令和３年８月豪雨により被災された事業者が再度の被災を防止するために行う
取組に対して補助
・対象事業者：令和３年８月豪雨災害で被災した事業者
・対象事業：建物のピロティ化、防水壁の設置、浸水区域以外への移転など

①地域経済活性化分（補助率：１／４以内、補助上限額：1,000万円）
　要件：被災前の市町から移転せずに事業を再開する者
         市町から同種の補助金（補助率１／８以上）の交付決定を受けていること

②伝統産業支援分（補助率：１／２以内、補助上限額：2,000万円）
　要件：国指定伝統的工芸品又は県指定伝統的地場産品の製造・販売を
         主たる事業として営む事業者

※事業継続力強化支援事業費補助（令和３年度10月補正）との併用可
　 ただし、補助上限額は合算して①は1,000万円、②は2,000万円

（参考）事業継続力強化支援事業費補助（令和３年度10月補正）
　　対象事業：設備の嵩上げ、止水板の設置、排水ポンプの整備等
　　補助率：２／３以内、補助上限額：200万円

120,000

事 項 名
課　　　　名
（室　　　名）

予算説明書頁120,000予　算　額

細事項名 新規 120,000一般財源地域経済・伝統産業防災力強化支援事業費（令和３年度国補正）



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（令和３年度国補正）

１　目的・背景 　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　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 264,200

6

区　　分 内　　容 予 算 額

公益財団法人佐
賀県産業振興機
構への補助

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、SDGs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

240,000

事業執行経費 24,000

産業政策課

事 項 名 予　算　額 264,200 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

細事項名 一般財源 0 217



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

中小企業ＤＸフラッグシップモデル創出事業費（令和３年度国補正）

１　目的・背景  新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、デジタル技術によりビジネスモデルやライフスタイルを変革するＤＸ（※）

の取組が加速している状況を踏まえ、各産業分野に応じたフラッグシップモデルを創出し、県内全体に波及させること

により、県内中小企業の持続的な発展を図る。

２　事業内容 （１）事業期間 令和２年度～（2020年度～）

（２）事業概要

※ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）
　　　 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、

製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、
競争上の優位性を確立すること。

課　　　　名
（室　　　名）

区    分 内　　容 予　算　額

事 項 名 地域商業活性化対策事業費 予　算　額 42,400 予算説明書頁

細事項名 一般財源 0 212 産業政策課

7

補助金

県内産業において付加価値額が大きく企業数が多い小売業と飲食業を
対象に県内中小企業が実施するＤＸの取組に対する補助
・補助率：３/４以内
・補助上限額：（小売業）30,000千円、（飲食業）10,000千円

40,000

委託費 セミナー開催費、動画制作費等 2,000

事務費 需用費、役務費、旅費等 400

合　　計 42,400



主要事項

産業労働部
（単位：千円）

新エネルギー関連産業集積プロジェクト事業費

中小企業グリーンチャレンジ支援事業費補助（令和３年度国補正）

１　目的・背景  2050年カーボンニュートラル達成に向け、県内企業の使用エネルギーの脱炭素に向けた設備投資のモデル事例

を創出することで、他企業への投資を促し、産業活動に伴うCO2排出の低減を図る。

２　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）事業概要

細事項名 一般財源 48,000 218

県内中小企業における温室効果ガスの排出削減及び原油価格高騰の影響の軽減に資す
る設備導入の取組を支援する。

○未利用熱利用設備
　・地中熱採熱設備、太陽熱集熱設備、排熱回収用熱交換設備などの導入費の補助
　　（補助率２／３、補助上限額800万円）
○燃料転換設備
　・石油から電気又はガス燃料に転換する設備の導入費の補助
　　（補助率２／３、補助上限額800万円）

事 項 名 予　算　額 48,000 予算説明書頁
課　　　　名
（室　　　名）

8

新規 新エネルギー産業課

内　　容 予 算 額

48,000



主要事項

農林水産部
（単位：千円）

佐賀県食肉センター施設設備整備費

１　目的・背景 牛肉の輸出促進により畜産業の振興を図るため、老朽化している佐賀県食肉センター（多久市）について、ＥＵ・米国

などへの輸出が可能となる高性能な牛処理施設を新設するとともに、豚処理施設の再整備などを実施する。

２　事業内容 （１）事業期間 平成26年度～令和６年度（2014年度～2024年度）

（２）事業概要

※上段（　　）書きは継続費設定額で内数 ◆ 5,484,432のうち4,998,689が令和３年度国補正対応分
　（牛処理施設、豚処理施設、事故畜棟工事費）

（３）継続費を設定する理由
豚処理施設の再整備に係る工事については、令和３年度～令和６年度にわたるため、継続費を設定するもの。

事 項 名 予　算　額
4,998,689

（継続費）5,958,102
予算説明書頁

課　　　　名
（室　　　名）

細事項名
佐賀県食肉センター施設設備整備費（令和３年度国補正）
（継続費）佐賀県食肉センター施設設備整備費

一 般 財源
969

（継続費）2,182
189

（その三）10

区　　分 内　　容
年 度 別 事 業 費

全体事業費
令和元年度 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

(3,063,301)
3,063,301

(2,610,467)
2,610,467

畜産課

(86,151)
86,151

(5,908,173)
5,908,173

(112,574)
112,574

(1,465,205)
1,465,205

　汚水処理施設 脱臭装置設置工事　等

　事故畜棟
建築工事、生産機械設備
工事、冷却防熱設備工事
等 (1,352,631)

1,352,631

　牛処理施設

　豚処理施設
生産機械設備工事、冷却
防熱設備工事、外構工事
等

合　　計
(148,254)

148,254

建築工事、生産機械設備
工事、冷却防熱設備工事、
外構工事　等

(148,254)
148,254

(13,331,480)
13,331,480

9

(1,521,334)
1,521,334

(67,687)
67,687

(3,923,674)
3,923,674

(445,407)
445,407

(5,958,102)
5,958,102

(3,063,301)
3,063,301

(5,484,432)
◆　5,484,432

(266,412)
266,412

(3,923,674)
3,923,674

(445,407)
445,407



新型コロナウイルス感染症対策等一覧
（単位：千円）

総額 一般財源

国際線多言語案内強化対策費（令和３年
度国補正）

国際線の旅客の諸手続きの円滑化を図るための多言語案内表示シ
ステムの導入

4,124 2,359 空港課

地域観光支援事業費（観光連盟補助）
（令和２年度国３次補正）

県内及び隣県を対象とした佐賀支え愛宿泊キャンペーンの実施 1,100,008 0 観光課

観光需要対策事業費（観光連盟補助） 全国を対象とした佐賀支え愛宿泊キャンペーンの実施 4,875,000 0 観光課

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

1,404,435 0 福祉課

住民税非課税世帯等臨時特別給付金事
務費（令和３年度国補正）

住民税非課税世帯等への臨時特別給付金について、感染症の影響
で収入が減少した世帯向けに広報を実施

1,500 0 福祉課

介護・障害福祉サービス継続支援事業費
補助

介護・障害福祉施設における感染防止対策に係る経費に対する補
助

45,407 846
長寿社会課、障害
福祉課

就労継続支援事業所生産活動拡大支援
事業費（令和３年度国補正）

感染症の影響で収入が減少している就労系障害福祉サービス事業
所に対し、新たな生産活動への転換や、販路開拓を支援

9,000 0 障害福祉課

ＩＣＴ・ロボット等導入支援事業費補助（令
和３年度国補正）

障害福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ・ロボット等の導入支援 33,079 0 障害福祉課

要保護児童サポート体制整備事業費
児童養護施設等におけるコロナ感染者が発生した場合の濃厚接触
者の隔離体制の整備

960 0 こども家庭課

佐賀型チャレンジ事業者事業復活支援
事業費（令和３年度国補正）

国の事業復活支援金の対象とならない事業者に対する支援金の給
付

30,000 0 産業政策課

中小企業新事業チャレンジ支援事業費
（令和３年度国補正）

新商品の開発、生産性向上への取組、SDGｓ等、前向きなチャレン
ジを行う中小企業を支援

264,200 0 産業政策課

中小企業DXフラッグシップモデル創出事
業費（令和３年度国補正）

県内中小企業が実施するＤＸの取組に対する補助 42,400 0 産業政策課

△13,389,143 165,945

△5,579,030 169,150

担当課

減額補正など

合　　計

事 業 名 概　　要
予　算　額



 


