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令和２年第３回岐阜県議会定例会提出議案の概要（予算関係） 

（令２．６．２４） 

 

令和２年度一般会計予算の補正 

 

歳入歳出補正予算の規模 

補 正 額     １１０，４７３，４０３千円 

既 定 額     ８６１，２１６，５４９千円 

累    計     ９７１，６８９，９５２千円 
 

 

 

 

 

  

＜参考１＞ 

前年度同期予算額    ８２６，６７９，９０８千円 

対  比    ＋ １４５，０１０，０４４千円 

伸  率            ＋ １７．５％ 
 

 

 

 

 

＜参考２＞ 

過去の６月補正予算規模  令 元  ８．２億円 

平３０  ３．２億円 

平２９   ２．６億円 

  平２８ １４．６億円 

             平２７ １０．２億円 

              
 

 

資料２ 
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（単位：千円） 

（ ）内は、既定額→補正後額を表す 

 

（１）歳入 

使用料及び手数料  36 （ 13,571,932 → 13,571,968 ） 
 

国 庫 支 出 金 58,898,544 （ 99,702,009 → 158,600,553 ） 
 

繰 入 金  88,678 （ 20,518,272 → 20,606,950 ） 
 

諸   収   入 51,486,145 （ 49,560,119 → 101,046,264 ） 
 

合 計 110,473,403 （ 861,216,549 → 971,689,952 ） 
 

 

（２）歳出（主なもの） 

・新型コロナウイルス感染症対策関連           110,375,516 
第２波の流行に備えつつ、新たな日常を創出 

 

 

 

◎印は補正新規事業を表す 

《総務委員会関係》  1,874,257 

＜総務部＞  1,544,396 

◎県庁デジタルトランスフォーメーションの推進  1,285,616 
テレワークやＷＥＢ会議の更なる拡大のための設備整備のほか、電子申請シ 

ステムの構築を検討 

 

◎ローカル５Ｇの環境整備への支援  200,000 
５Ｇ（第５世代移動通信システム）の県内への早期普及を目的に、ローカル 

５Ｇを活用した実証実験や基地局整備を行う企業等を支援 
 

＜危機管理部＞  284,649 

○災害時の避難所における感染防止対策の拡充  200,000 
 （100,000→300,000） 

避難所における感染防止対策のための資機材整備の補助金等の増額に加え、 

避難所の三密を回避するためのホテル等への宿泊費を新たに支援 
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《企画経済委員会関係》 59,163,821 

＜清流の国推進部＞  441,341 

◎移住定住の促進 290,000 
県内移住者に対して移住経費を支援するほか、「ぎふへの地方回帰促進キャン 

ペーン」として、オンライン移住フェア等を開催  

 

◎ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員の活動支援  50,000 
ＳＤＧｓ推進ネットワーク会員が実施する with コロナ、afterコロナ社会を 

見据えた店舗のデジタル活用や新分野への進出などに係る経費を支援 

 

＜商工労働部＞                   58,722,480 

○中小・小規模事業者への更なる金融支援の強化 51,334,000  
 （35,610,700→86,944,700） 

県内中小・小規模事業者の資金需要が急増している実質無利子・無担保の「新 

型コロナウイルス感染症対応資金」の融資枠・融資限度額を増額 
 

○新型コロナウイルス感染症対応事業応援補助金の拡充 1,200,000 
 （50,000→1,250,000） 

感染症の影響を受けた小規模事業者に対し、業態転換などの事業の継続に向 

けた取組みを支援する補助金の補助率や対象経費を拡充  

 

◎地場産業の販路開拓及び商品開発等への支援  1,042,321 
地場産業の産地組合等が開催する県内外での販売フェアを支援するほか、中 

小企業が取り組む新規商品開発などを支援  

 

◎サプライチェーンの見直しと新たな設備投資の支援  750,000 
サプライチェーンの見直しによる国内生産への切り替えや、「新たな日常」に 

より生じた需要に対応するための生産設備導入を支援  

 

◎サテライトオフィスへの支援  227,000 
市町村の遊休施設や民間の建物におけるサテライトオフィスの整備経費や、 

県内に新たに入居する企業の開設経費・入居経費を支援  

 

◎「新たな日常」に対応する宿泊施設の改修等への支援 500,000 
県のガイドラインに沿って実施する県内宿泊施設の感染防止対策のための施 

設改修などを支援 
 

◎安心ステイ～ほっと一息、ぎふの旅～キャンペーン 686,211 
大手オンライン旅行会社と連携した県民向け宿泊クーポンや、交通事業者と 

連携した旅行商品の造成などの宿泊キャンペーンを展開 
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◎「新たな観光」の推進  299,261 
本県が誇る匠の技や自然を体験できるバーチャル映像を制作・配信するほか、 

戦国武将観光などといった「新たな観光」を展開 

 

◎インバウンド再開に向けたネットワーキング  98,000 
外国人の訪日需要回復期に向けたコンテンツ造成や海外メディアへのＰＲの 

ほか、現地旅行会社等のネットワークを活用した商品造成・販売促進等を実施 
 

◎テレワークの推進  559,650 
テレワーク導入や業務デジタル化が様々な段階にある中小企業に対して、段 

階に応じた支援を実施  

 

 

《厚生環境委員会関係》  41,521,668 

＜環境生活部＞  1,007,780 

◎私立学校等の再開に向けた感染症対策等の支援  217,000 
私立学校・幼稚園において感染症対策のための衛生機材の購入や空調の設備 

導入に係る経費等を支援   

 

◎私立高校等の教育ＩＣＴ化の支援 590,840 
私立高校、私立専修学校等における校内ＬＡＮなどの設備整備やタブレット 

端末などの購入費を支援   

 

○家計急変の影響を受けた児童生徒の私学授業料の軽減 10,804 
 （2,055→12,859） 

私立学校において、家計急変により授業料納付が困難となった児童生徒に対 

する授業料を軽減  

 

◎「コロナ社会を生き抜く」文化芸術活動の応援 160,000 
県内の芸術家等が行う発表活動に要する経費を支援するほか、音楽・アート 

等の公演や展示を県有文化施設等で開催しＷＥＢ上でも配信するとともに、地 

芝居の衣装や道具等を映像で紹介するＷＥＢサイトを開設 

 

＜健康福祉部＞ 40,513,888 

◎病院、診療所等の感染防止対策支援  7,692,116 
医療機関や薬局等における感染防止対策や、救急・周産期・小児医療機関に 

おける院内感染防止対策を支援  

 

○福祉施設等の感染防止対策支援  3,573,516 
 （51,600→3,625,116） 

福祉施設等における感染防止対策のために必要な衛生資材の購入や多機能型 

簡易居室設置に要する経費等を支援  
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◎理美容所・施術所の感染防止対策への支援  952,000 
利用者と近距離で長時間接するなど、高い感染リスクを負いながら事業を継 

続する理美容事業者等に対し、感染防止対策に要する経費を支援 
 

◎医療、介護・障がい福祉施設従事者等への慰労金 10,345,500 
感染症患者の治療等を行う医療機関の医療従事者や職員、利用者と接触する 

介護・障がい福祉施設の従事者や職員に対し、慰労金を支給  

 

○感染症患者受入病床の確保 9,744,793 
 （1,039,220→10,784,013） 

新型コロナウイルス感染症患者の病床確保経費を拡充して支援するほか、軽 

症者や無症状者を受け入れる民間施設を各圏域に拡大して確保 
 

○ＩＣＵの前室付陰圧室化などの入院・診察体制の強化 1,846,039 
 （292,166→2,138,205） 

入院・診察体制の強化に必要な機器整備の支援に加え、オンライン診療に係 

る資機材や集中治療室を前室付陰圧室に改修する経費等を新たに支援 
 

◎感染症患者受入医療機関への協力金の支給 644,000 
受入にかかる経費負担の軽減を図るため、新型コロナウイルス感染症患者の 

受入医療機関に対して協力金を支給  
 

◎在宅高齢者・障がい者へのサービス再開に向けた支援 162,200 
サービス利用を控えている方の利用再開支援のため、ケアマネージャー等に 

よるアセスメントやニーズ調査等を実施  
 

○緊急小口資金や住居確保給付金の確保  1,449,000 
 （522→1,449,522） 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入減があった世帯を対象とした貸 

付金や住居確保給付金を確保  

 

◎ひとり親世帯、妊産婦への支援 477,166 
ひとり親世帯に対し臨時特別給付金を支給するほか、妊婦の不安解消のため、 

  ＰＣＲ検査を希望する際の経費を支援 

 

 

《農林委員会関係》  1,756,205 

＜農政部＞  1,385,722 

◎学校給食への飛騨牛・鮎等の提供支援  669,500 
学校給食等において、飛騨牛や鮎・ますを提供する経費を支援 
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○市場変化に対応した食品製造施設整備等の支援 285,000 
 （2,000,000→2,285,000） 

輸出先国の市場変化に対応した食品製造施設整備や外食産業のインバウンド 

需要回復に資する店舗改修の経費などを支援  

 

○スマート農業実証の加速  166,410 
 （55,000→221,410） 

外国人労働力が不足するなど新型コロナウイルス感染症の影響を受けた地域 

において、スマート農業を実証するとともに機械導入経費などを支援 
 

＜林政部＞  370,483 

◎木材需要減少に対応する原木ストックヤードの確保 32,000 
木材需要量の減少を背景に、原木供給量が過多とならないよう調整するため、 

原木を一時的に保管する場所を確保する経費を支援 
 

○県産材住宅の建設支援の拡充  28,600 
 （80,000→108,600） 

県内工務店が県内に県産材住宅を新築した場合、住宅建設者（施主）への助 

成額を拡大  

 

◎林業ＩＣＴ化の推進  133,902 
木材需要の回復に速やかに対応するため、森林組合や林業事業体のＩＣＴ機 

器導入等を支援するとともに、林業用無人化機械の技術検証などを実施 
 

 

《土木委員会関係》  369,470 

＜都市建築部＞  369,470 

◎地域公共交通事業者の感染防止対策の支援  182,610 
公共交通事業者の感染防止対策にかかる経費を支援 

 

◎県営都市公園におけるイベント再開と感染防止啓発 80,600 
新型コロナウイルス感染症防止の啓発や、withコロナに対応した多彩なイベ 

ントを展開  

 

 

《教育警察委員会関係》  5,787,982 

＜教育委員会＞  5,784,151 

◎県立高校等の生徒用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ導入やｵﾝﾗｲﾝ学習の充実 3,954,902 
県立高校等の全生徒に学習用タブレット端末を整備するとともに、オンライ 

ン学習環境を拡充するほか、全ての市町村立学校でのオンライン授業が実施で 

きるよう必要な環境整備を支援 
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◎学習指導の人的体制の充実  821,293 
学校教育活動の段階的な再開に伴う学習体制の充実などに対応するため、教 

員や学習指導員等を加配 
 

◎学校再開に伴うサポートスタッフの増員  269,994 
学校施設の消毒等の衛生対策や、感染予防などに対応するため、スクールサ 

  ポートスタッフ等を増員  

 

○県立高校等や公立幼稚園の感染症防止対策  286,000 
 （14,305→300,305） 

県立高校等や公立幼稚園における感染症対策で必要となる資機材を確保 
 

○臨時的なスクールバス増車による三密の回避  227,188 
 （247,000→474,188） 

送迎中の三密を解消するため、臨時的にスクールバスを増車 
 

◎高校総体等の代替大会開催の支援  9,920 
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった高校総体や全国高校野 

球選手権大会の代替大会実施にかかる運営費を支援  

 

＜警察本部＞  3,831 

◎警察における感染症対策の強化 3,831 
感染症に乗じた詐欺被害等を防止するバス車内の広報や、署内にて感染症が 

発生した場合に備えた屋外行政窓口を設置するための資機材整備を実施 
 

 

（３）債務負担行為補正   ２件（追加 １件、変更 １件） 

＜追加分＞ 

○総務委員会        １件 
外部ネットワーク通信機器整備及び保守管理委託  

 

＜変更分＞ 

○企画経済委員会      １件 
新型コロナウイルス感染症対応資金の利子補給  

 


