
○ 部局別主要事業 

（国経済対策分（新型コロナウイルス感染症対応分））                （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔総合政策部〕  

 1ホストタウン等新型コ

ロナウイルス感染症対

策基金積立金 

 

160,720 

  

   

 

 ホストタウン等新型コロナウイルス感染症対策交付金によ

る基金の積立に要する経費 

・目的 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の 

    選手等を県内において受け入れるに際しての新型コ 

ロナウイルス感染症対策 

 

 

〔経営管理部〕  

 2奨学のための給付金

（私立）事業費 

 

 

 44,192 

  

   

 

授業料以外の教育費負担の軽減を目的とした低所得世帯の

生徒に対する奨学のための給付金の支給に要する経費の補正 

  補正前   260,524 → 補正後   304,716 

・事業内容 国の給付金単価引上げに伴う既受給者への追加

支援の実施 

・負担割合 国 10/10 

〔保健福祉部〕 

 3生活福祉資金貸付事業

費 

 

     1,500,000 

 

 

 生活福祉資金貸付事業（緊急小口資金及び総合支援資金）

の実施に伴う貸付原資等への助成に要する経費の補正 

  補正前 14,319,000 → 補正後 15,819,000 

・実施主体 (福)栃木県社会福祉協議会 

・補助率  国 10/10 

 

 

 4新型コロナウイルス感

染症対策重点医療機関

体制等整備事業費 

     8,000,000 

 

 新型コロナウイルス感染症対策のための重点医療機関（専

用の病院や病棟を設定する医療機関）の体制等整備への助成

に要する経費の補正 

  補正前  5,865,010 → 補正後 13,865,010 

・補助対象 患者専用のために確保した病床 

・補助額  特定機能病院等 ＩＣＵ   436千円／床・日 

              ＨＣＵ   211千円／床・日 

              その他    74千円／床・日 

      一般病院    ＩＣＵ   301千円／床・日 

              ＨＣＵ   211千円／床・日 

              その他    71千円／床・日 

 

 5介護施設等感染症緊急

包括支援事業費 

       821,450 

 

 介護施設・事業所における継続的なサービス提供の支援に

要する経費の補正 

  補正前  5,137,475 → 補正後  5,958,925 

1 新型コロナウイルス感染症対策介護施設等職員慰労金 

                        316,650 

 ・支給額 新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触 

      者に対応した施設に勤務する職員   20万円 

      上記以外の施設・事業所に勤務する職員５万円

2 在宅サービス環境整備助成費                 504,800 

・補助対象  飛沫防止パネル、換気設備の購入経費等 

・補助率   国 10/10 

・補助限度額 200千円 

 



                                 （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

 6介護福祉士等修学資金

等貸付事業助成費 

       260,000 

 

 栃木県社会福祉協議会が行う介護福祉士等修学資金貸付事

業等に対する助成 

1 介護福祉士等修学資金貸付事業費               180,810 

 ・貸付内容 月額50千円、入学準備金 200千円、就職準備 

       金 200千円、国家試験受験対策費用40千円 

2 実務者研修貸付事業費                   13,500 

 ・貸付内容 実務者研修受講料 200千円 

3 再就職準備金貸付事業費                       27,000 

・貸付内容 再就職準備金 400千円 

4 福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業費      10,935 

 ・貸付内容 修学準備金30千円、介護実習費30千円、国家 

試験受験対策費用40千円、就職準備金 200千 

円 

5 障害福祉分野就職支援金貸付事業費              18,000 

 ・貸付内容 就職支援金 200千円 

6 事務費                                         9,755 

 

 

 7障害者支援施設等ロボ

ット等導入支援事業費 

        18,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 障害者支援施設等におけるロボット等の導入への助成に要

する経費の補正 

補正前     15,000 → 補正後     33,000 

・補助対象  日常生活支援に係る機器の購入等 

・補助率   10/10 （国 2/3、県 1/3） 

・補助限度額 障害者支援施設 1,500千円 

       グループホーム  600千円 

 8障害者支援施設等個室

化等整備助成費 

       163,152 

 

 

 

 

 

 障害者支援施設等における個室化等の整備に対する助成 

・補助対象  多床室の個室化改修、陰圧装置等の設置 

・補助率   3/4 （国 1/2、県 1/4） 

・補助限度額 個室化改修      5,868千円 

       陰圧装置等の設置 3,240千円 

 

 

 9精神科病院医療体制確

保事業費 

         9,035 

 

 

 

 

 精神科病院内での新型コロナウイルス感染症患者が発生し

た場合における医療提供体制確保の支援に要する経費 

1 医療搬送体制等確保事業費             432 

・事業内容 感染症患者搬送のための転院調整 

2 災害派遣精神医療チーム派遣事業費               8,603 

 ・事業内容 クラスターが発生した精神科病院への災害派 

遣精神医療チーム派遣 

 

 

〔教育委員会〕 

10奨学のための給付金

（公立）事業費 

 

 

84,330 

 

 

 

授業料以外の教育費負担の軽減を目的とした低所得世帯の

生徒に対する奨学のための給付金の支給に要する経費の補正 

  補正前   466,797 → 補正後   551,127 

・事業内容 国の給付金単価引上げに伴う既受給者への追加

支援の実施 

・負担割合 国 10/10 

 

 



                                 （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

11県立学校感染症対策事

業費 

   178,000 

 

県立学校における新型コロナウイルス感染症対策に要する

経費の補正 

  補正前   375,535 → 補正後   553,535 

・事業内容 保健衛生用品及び三密対策備品の購入、教職員

研修等の実施 

・対象校  79校１分校（全県立学校） 

 

 

12県立学校ＩＣＴ環境整

備事業費 

      199,440 

 

国の「ＧＩＧＡスクール構想」に基づく、学びの保障のた

めのＩＣＴ環境整備に要する経費の補正 

  補正前  2,176,298 → 補正後  2,375,738 

・事業内容 タブレット端末の整備（低所得世帯高校生貸与

分） 

・対象校  75校（県立高校及び特別支援学校（高等部・専 

攻科）） 

・整備台数 4,432台 

・負担割合 国 10/10 

 

 

 



 

（国経済対策分（その他））                            （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔環境森林部〕  

1とちぎの元気な森づく

り県民税事業費 

 

80,875 

 

  

  

  

 

とちぎの元気な森づくり県民税による地籍調査に要する経

費の補正 

補正前   1,703,964  → 補正後   1,784,839 

・事業主体  森林組合等 

・補助率    国 2/3、県 1/3 

 

 

2カーボンニュートラル

推進事業費 

10,000 

 

  

   

 

  2050年のカーボンニュートラル実現を見据えた再生可能エ

ネルギーの導入拡大に向けた調査検討に要する経費 

・事業内容 県内地域において最大限導入可能な再生可能エ

ネルギーの種別・導入容量等の調査検討 

 

 

3国立公園満喫プロジェ

クト推進事業費 

35,500 

 

  

  

  

  日光国立公園満喫プロジェクトの推進に要する経費の補正 

    補正前     501,492  → 補正後     536,992 

・事業内容  地方創生拠点整備交付金を活用した、イタリア

大使館別荘記念公園副邸及び中禅寺湖畔ボート

ハウス内の厨房スペースの整備等 

 

 

4県営最終処分場整備運

営事業費 

 

791,673 

 

   

  

 

  那珂川町内に建設する県営最終処分場の整備等に要する経

費の補正 

補正前     403,657  →  補正後   1,195,330 

・事業内容 県営最終処分場建設に伴う交付金の交付 

 

 

5林業・木材産業体質強 

化事業費 

1,022,457 

  

  

  

 

 県が策定した「体質強化計画」に基づく川上から川下まで

の生産性向上に要する経費 

・事業主体 製材事業者、森林組合等 

・補助率  1/2以内（間伐及び路網整備は定額） 

1 間伐材生産力強化事業費                       303,120 

2 路網整備事業費                               204,606 

3 高性能林業機械整備事業費                      60,731 

4 木材加工流通施設等整備事業費                 454,000 

 

 

 

6森林資源情報高度デジ

タル化事業費 

136,000 

 

 

 

 

  スマート林業の推進に必要な森林資源情報の高度デジタル

化を図るための航空レーザ－計測等に要する経費 

・事業内容 航空レーザ－計測等のリモートセンシング技術

を活用した森林資源や地形情報の基盤整備 

 

 

7公共事業費 1,010,227 

 

  

  

1 治山事業費                         788,000 

2 造林事業費                         156,227 

3 自然公園等施設整備事業費                  66,000 

 

 



                                 （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔保健福祉部〕 

 8高齢者施設非常用自家

発電設備等整備支援事

業費 

 

        14,642 

 

 

 

 

 

 

高齢者施設における非常用自家発電設備等の整備への助成

に要する経費の補正 

 補正前     43,854 → 補正後     58,496 

1 非常用自家発電設備               10,270 

 ・補助率 3/4（国 1/2、県 1/4） 

2 給水設備                    4,372 

・補助率 3/4（国 1/2、県 1/4） 

 

 

 

 9不妊対策推進事業費        114,262 

 

 

 

 特定不妊治療への助成等に要する経費の補正 

  補正前    216,918 → 補正後    331,180 

1 不妊に悩む方への特定治療支援事業費           83,850 

・補助率   10/10（国 1/2、県 1/2） 

・補助限度額 300千円 

・助成回数  １子ごとに６回まで（40歳以上43歳未満は 

３回） 

・所得制限  なし 

(1)特定不妊治療費助成事業費              82,350 

   ・補助対象 特定不妊治療 

(2)男性不妊治療費助成事業費                   1,500 

  ・補助対象 特定不妊治療に至る過程の一環として、精 

子を精巣又は精巣上体から採取するための 

手術 

2 中核市特定不妊治療費助成事業費                30,412 

宇都宮市における特定不妊治療費助成事業実施分 

 

 

10安心こども基金積立金 

 

       436,915 

 

 

 

 

 

 子育て支援対策臨時特例交付金による基金の積立に要する

経費 

・目的 特定不妊治療への助成等 

〔産業労働観光部〕 

11産業技術支援拠点強化

事業費 

 

     188,687 

           

    

 

 地方創生拠点整備交付金を活用した、県内ものづくり企業

における生産性向上のための産業技術センターの施設整備等

に要する経費 

・事業内容 ３Ｄデータの活用による試作開発の効率化やＡ

Ｉ・ＩｏＴを活用した加工条件の最適化を支援

するための施設改修等 

 

 

〔農政部〕 

12地籍調査事業費 

 

       37,107 

 

 

 

市町が行う地籍調査に要する経費の補正 

  補正前   532,060 → 補正後   569,167 

・事業区域 ２町 

・補助率  3/4（国 1/2、県 1/4） 

 

 

 



                                 （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

13担い手確保・経営強化

支援事業費 

      300,000 

 

 

 先進的な農業経営の確立に意欲的な地域の担い手が行う農

業用機械・施設の導入に対する助成 

・事業主体 市町 

・補助率  融資残額（事業費の1/2上限） 

 

 

14競争力強化生産総合対

策費 

        16,260 

 

 

産地の競争力強化を目的とした共同利用施設の整備等への

助成に要する経費の補正 

 補正前    918,164 →  補正後    934,424 

・事業主体 生産組織、農業協同組合等 

・補助対象 事業継続計画の策定、農業用ハウスの補強、防

風ネットの設置等 

・補助率  国 定額又は1/2 

 

 

15牛肉輸出対応施設等整

備事業費 

        20,000 

 

 

牛肉の輸出拡大に必要な施設等の整備に対する助成 

・事業主体 (株)栃木県畜産公社 

・補助対象 輸出関係包材等保管施設の整備、輸出関係機器

の導入 

・補助率  国 1/2 

 

 

16公共事業費        2,957,000 

 

 

 土地改良事業費       

 

 

 

17直轄事業負担金 49,318 

 

 

 国営土地改良         

 

 

 

〔県土整備部〕 

18公共事業費 

      

19,934,091 

 

 

 

1 道路事業費                  6,200,000 

2 河川・砂防事業費                    12,868,591 

  うち河川改良復旧事業費               4,558,898 

3 都市計画事業費                      865,500 

 

 

19直轄事業負担金      2,627,180 

 

 

1 道路                           310,000 

2 河川                                      1,559,000 

3 砂防                                        366,000 

4 災害                            392,180 

 

 

〔教育委員会〕 

20県立学校産業教育設備

デジタル化事業費 

 

 

      813,172 

 

 

職業系専門高校におけるデジタル化に向けた産業教育設備

の整備に要する経費 

 

 

 



（通常分（新型コロナウイルス感染症対応分））                   （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔経営管理部〕 

1私立学校修学旅行追加

的費用支援事業費 

 

66,487 

 

 

 

修学旅行の中止・延期による保護者の経済的負担軽減のた

めの助成 

・補助対象  私立小・中・高等・中等教育学校・専修学校 

       （高等課程）が負担した修学旅行の中止・延

期により発生したキャンセル料 

・補助率   定額 

・補助限度額 児童生徒１人当たり12,060円 

 

〔保健福祉部〕 

 2新型コロナウイルス感

染症対策医療従事者等

慰労金 

      

     1,000,000 

 

 

 

 

  

医療機関等に勤務する医療従事者や職員等への慰労金の支

給に要する経費の補正 

  補正前  5,397,597 → 補正後  6,397,597 

1 新型コロナウイルス感染症対策慰労金       910,000 

 ・支給額 役割を設定され、実際に患者に診療等を行った 

      医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や 

      職員等               20万円 

      役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接 

      する医療従事者や職員等（上記を除く）10万円 

      その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医 

      療従事者や職員等          ５万円 

2 支給事務費                    90,000 

 

 3新型コロナウイルス感

染症対策医療機関協力

金 

     2,110,000 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた医療機関への

協力金の支給に要する経費の補正 

  補正前  1,100,000 → 補正後  3,210,000 

・支給対象 新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた入 

      院協力医療機関等 

・支給額  １床当たり上限2,000千円 

 

4新型コロナウイルス感

染症対策救急等医療提

供体制確保事業費 

       854,000 

 

 

 

 

 

 院内感染防止対策を講じながら一定の救急・周産期医療体

制を確保する医療機関に対する助成 

・補助限度額 救急医療機関         50,000千円 

       周産期医療機関        30,000千円 

       とちぎ子ども医療センター  4,000千円／床 

 

 5介護施設等個室化改修

整備助成費 

        27,384 

 

 

 介護施設等における多床室の個室化改修に対する助成 

・補助率   国 10/10 

・補助限度額 978千円／床 

 

 6新型コロナウイルス感

染症医療提供体制等整

備事業費 

       739,497 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策のための医療機関の体制等

整備に要する経費の補正 

  補正前 10,763,139 → 補正後 11,502,636 

1 入院協力医療機関設備整備費          285,465 

 ・事業内容 空床補償、人工呼吸器、院内感染発生病院へ 

       の掛かり増し経費 

2 軽症者等療養体制確保事業費           454,032 

 ・事業内容 軽症者等に対する宿泊療養の提供のためのホ 

       テル借上げ等 

 

 



                                              （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔産業労働観光部〕 

7新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時 

  基金積立金 

 

 

1,534,015 

 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金による

基金の積立に要する経費                                              

・目的 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止並びにそ

のまん延の影響を受けている地域経済及び県民生活

への支援 

 

〔教育委員会〕 

 8修学旅行追加的費用支

援事業費  

 

    79,851 

 

 

 修学旅行の中止・延期による保護者の経済的負担軽減のた

めの助成に要する経費の補正 

  補正前        941 → 補正後     80,792  

・補助対象  県立学校における修学旅行の中止・延期によ

り発生したキャンセル料 

・補助率   定額 

・補助限度額 児童生徒１人当たり12,060円 

 

 

 

 

（通常分（その他））                               （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔経営管理部〕 

1積立金 

 

8,037,272 

 

  

 

 

 

 各基金の積立に要する経費の補正 

1 財政調整基金積立金             3,950,913 

2 県債管理基金積立金            ▲   1,581 

3 県有施設整備基金積立金           4,087,940 

 

〔産業労働観光部〕 

2信用保証協会助成費 

 

      101,283 

 

 

 

  栃木県信用保証協会への制度融資保証に係る損失補償に要

する経費 

 

〔国体・障害者スポーツ

大会局〕 

3国民体育大会・全国障

害者スポーツ大会開催

基金積立金  

 

 

 2,000,000 

  

 

 

 

 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会開催基金の積立に

要する経費 

・目的 国民体育大会・全国障害者スポーツ大会の開催 

 

〔共通〕 

4公共事業費 

 

▲ 1,692,637 

 

 

 

環境森林部       ▲ 1,140,908 

 農政部         ▲  497,130 

 県土整備部       ▲   54,599 

 

5直轄事業負担金 ▲ 1,718,798 

 

  県土整備部            ▲ 1,718,798 

 

 

 

 


