
○ 部局別主要事業 

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

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔保健福祉部〕 

 1感染拡大防止対策事業

費 

 

      531,447 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策支援に要する経

費の補正 

  補正前   101,755 → 補正後    633,202 

・事業内容 マスク及び消毒液等の一括購入・配布等 

1 障害者支援施設等               386,272 

2 児童養護施設等                145,175 

 

 2生活福祉資金貸付事業

費 

      419,000 

 

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に対する助成 

・実施主体 (福)栃木県社会福祉協議会 

・補助率  国 10/10 

 

 3介護施設等感染拡大防

止対策事業費 

      672,115 

 

介護施設等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止

対策支援に要する経費の補正 

補正前     375,858 → 補正後   1,047,973 

・事業内容 マスク及び消毒液等の一括購入・配布 

 

 4感染症対策費        33,579 

 

感染症対策に要する経費の補正 

 補正前    51,446 → 補正後    85,025 

・事業内容 感染症診査協議会の開催、患者移送等 

 

 5感染症医療費        35,003 

 

 感染症入院患者への医療費助成に要する経費の補正 

  補正前    33,387 → 補正後    68,390 

 

 

 6帰国者・接触者相談セ

ンター運営費 

       50,493 

 

 新型コロナウイルス感染症の相談業務等を担う帰国者・接

触者相談センターの強化に要する経費の補正 

  補正前    14,540 → 補正後    65,033 

・事業内容 外部委託による24時間電話相談の実施 

 

 

 7新型コロナウイルス感

染症医療提供体制等整

備事業費 

     2,200,347 

 

 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  2,721,018 → 補正後  4,921,365 

1 入院協力医療機関設備整備費         1,968,430 

 ・整備内容 個人防護具等 

 ・補助率  10/10（国 1/2、県 1/2） 

2 ＰＣＲ検査体制強化等事業費           231,917 

 (1)ＰＣＲ検査実施事業費            59,180  

 (2)ＰＣＲ検査体制強化事業費         172,737  

 

 

8地域外来・検査センタ

ー整備事業費 

 

       90,000 

 

 地域外来・検査センターの運営等に要する経費の補正 

  補正前   300,000 → 補正後   390,000 

・事業内容 診察・検査等の実施 

 

 



                                           （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

 9新型コロナウイルス感

染症対応心のケア支援

事業費 

       20,735 

 

 新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア支援体制の

整備に要する経費の補正 

  補正前    13,749 → 補正後    34,484 

1 心のケア相談窓口設置費                         5,197 

・事業内容 公認心理師等と連携した相談窓口の設置 

・設置場所 精神保健福祉センター 

2 ＳＮＳ相談事業費                              15,538 

・事業内容 ＳＮＳを活用したオンライン相談体制の整備 

 

〔産業労働観光部・農政

部〕 

10地域企業再起支援事業

費 

 

 

     500,000 

 

 

 

 

 

 中小企業や農畜産物生産者が環境変化に対応するための支

援に要する経費の補正 

  補正前   100,000 → 補正後   600,000 

1 地域企業再起支援事業費（産業労働観光部）     389,500 

 (1)地域企業再起支援事業費補助金       360,000 

・補助対象  機械装置費、商品開発費等 

・補助率   2/3（国 4/9、県 2/9） 

・補助限度額 10,000千円 

 (2)受付センター事業費            29,500 

2 とちぎの農畜産物等スマイルアップ事業費（農政部） 

110,500 

 ・事業内容  インターネット通販サイト等を通じた県産

農畜産物等(牛肉、花き、果物、加工品等)

の販売、生産者がインターネット通販を開

始するための研修等 

・実施期間  令和２（2020）年８月～令和３（2021）年

２月（予定） 

・割引率   ３割 

・割引限度額 55,000千円 

〔農政部〕 

11国産農産物供給力強靱

化対策事業費 

 

      30,000 

 

 

 農産物の継続的・安定的な供給体制に必要な設備の整備へ

の助成 

・事業主体 農協等 

・補助対象  冷凍野菜処理設備 

・補助率    国 1/2 

 

〔教育委員会〕 

12県立学校ＩＣＴ環境整

備事業費 

 

68,648 

 

 

 

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   534,017 → 補正後   602,665 

1 障害児用入出力支援装置整備費                  27,095 

  ・対象校 14校１分校 

2 家庭でのオンライン学習環境整備費              41,553 

 (1)家庭学習用通信機器整備費                  22,653  

    ・事業内容 Ｗｉ－Ｆｉ環境未整備の家庭に貸与するた

めのモバイルルータの整備 

    ・整備台数 610台 

(2)遠隔学習機能強化費                        18,900  

    ・事業内容 学校からの遠隔学習に使用する通信装置等

の整備 

    ・対象校  79校１分校（全県立学校） 

 



 

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

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔保健福祉部〕 

 1感染拡大防止対策事業

費 

 

      210,773 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策支援に要する経

費の補正 

  補正前   207,764 → 補正後   418,537 

・事業内容 マスク及び消毒液等の一括購入・配布 

1 保護施設等                    4,549 

2 医療機関等                  202,099 

3 指定難病患者等                  4,125 

 

 

2新型コロナウイルス感

染症対策医療従事者応

援金 

       500,000 

 

新型コロナウイルス感染症患者の対応に当たる医療従事者

への応援金の支給に要する経費 

・支給対象 新型コロナウイルス感染症患者の対応に当たる

医療従事者 

・支給額  8,000円/日以内 

 

 

3新型コロナウイルス感

染症対策医療機関協力

金 

       500,000 

 

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 

・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   2,000千円/床程度 

・確保病床数 250床 

 

〔産業労働観光部〕 

4三密回避旅行商品造成 

促進事業費 

  

         55,000 

 

  

 

 

三密を回避し、県内を安全・安心に周遊できる旅行商品の

造成に要する経費 

1 旅行商品開発促進事業費            53,645 

・事業内容 観光協会等における三密回避旅行商品の開発 

2 旅行商品販売支援事業費             1,355 

 ・事業内容 開発した旅行商品の販売 

 

 

5県民一家族一旅行推進 

事業費 

          320,650 

                 

 観光需要の回復に向けた県民の県内宿泊旅行料金の割引等

に要する経費 

・委託先   旅行会社等 

・割引額   １人泊当たり上限５千円（６千円以上の宿泊 

       を対象とし、10千円未満の場合は上限３千 

円） 

・割引限度額 10千円（２泊分） 

 

 

〔農政部〕 

 6とちぎの花スマイルア

ップ事業費 

 

      2,400 

 

 

県産花きの活用拡大のための活動への助成 

・事業主体 花きの振興に取り組む団体 

・補助対象 花材の購入に要する経費 

・対象箇所 ６箇所（県有施設及び主要駅） 

・補助率  国 1/2（直接）、県 1/2 

 

 



                   （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

7県産花き経営継続緊急

支援対策事業費 

      29,290    

 

次期作に前向きに取り組む県産花き生産者に対する助成 

・事業主体  生産者等の組織する団体 

・補助対象  国の高収益作物次期作支援交付金の対象とな

る経費 

・補助率   定額 

・補助限度額 国 ５万円/10a（直接）、県 2.5万円/10a 

 

 

〔教育委員会〕 

8県立学校ＩＣＴ環境整

備事業費 

 

848,531 

 

 

 

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 

1 タブレット端末整備費                         696,105 

・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 15,469台 

2 電源キャビネット整備費                       152,426 

  ・対象校 75校 

 

〔警察本部〕 

9新型コロナウイルス感

染症対策装備資機材費 

 

2,993 

 

新型コロナウイルス感染症の対策に必要な装備資機材等の

整備に要する経費の補正 

補正前     19,603 → 補正後     22,596 

・整備内容 マスク、消毒液 

 

 

 

 

 

 

 

（その他）                                     （単位：千円） 

事      業      名 予    算    額 説         明 

〔経営管理部〕 

 1財政調整基金積立金 

 

         5,000,000 

 

 

 

 財政調整基金の積立に要する経費の補正 

  補正前    1,146  →  補正後  5,001,146 

 

  

〔環境森林部〕 

2県営最終処分場整備運

営事業費 

 

     141,656 

 

 

 

 

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     262,001  →  補正後     403,657 

・事業内容  県営最終処分場の工期の変更により、ＰＦＩ事

業者に生じた費用の負担 

 

 

 

 


