
令和元年度 4億 34百万円
令和２年度 1,167億 20百万円
令和３年度 974億 13百万円

令和３年度９月補正予算（案）の概要

Ⅰ 補正予算編成の柱

１ 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費 〔125億 70百万円〕

２ 国庫補助事業の内示等に伴う事業費の追加 〔 32億 80百万円〕

３ その他緊急を要する経費 〔 3億 10百万円〕

主な

歳入

・国庫支出金 143億 93百万円

・県 債 13億 48百万円

・分担金・負担金 2億 31百万円
◆ 一般会計補正予算 161億 60百万円

[１]重点医療機関等の病床確保支援 99億 99百万円

○新型コロナウイルス感染症患者の受入体制強化のため、重点医療機関等における感染症患者
専用病床の確保等を支援
〔主な内容〕 新型コロナウイルス専用病床の空床補てん及び休止病床補てんに係る予算の増額

[２]軽症者等向け宿泊療養施設の確保 13億 34百万円

○軽症者や無症状者が療養するための宿泊施設を確保（2施設 213室を追加）
〔主な内容〕 現状：12施設 433室 → 追加後：14施設 646室

[３]ＤＭＡＴ・ＣｏｖＭＡＴ等の派遣 31百万円

○高齢者施設等におけるクラスター発生時の医療支援チーム派遣経費の追加
[４]感染症スクリーニング対策費 3億 51百万円

○医療機関や入所系の介護・障害者施設等における入院・入所前のPCR検査費用等の支援
〔主な内容〕 医療機関 294百万円 高齢者・障害者施設等 57百万円

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

〔主な事業〕

医療政策課
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Ⅱ 補正予算の規模

2,145億 67百万円
新型コロナウイルス感染症

対策予算累計

　　　　　［単位：百万円、％］

　　　年　度 令和２年度 増減額 伸　率

 会　計

９月現計
①

現計
②

９月補正
③

計
②＋③ ④

④-①  ⑤ ⑤／①

840,537 793,097 16,160 809,257 △ 31,279 △ 3.7

（注）表示単位未満四捨五入の関係で、集計が一致しない箇所がある。

令　和　３　年　度

 一 般 会 計

医療政策課

１ 感染症の予防・拡大防止と県民生活の安全・安心確保対策

医療政策課

医療政策課・長寿社会課・障害福祉課

[空床補てん］
1床あたり 約2万円～44万円/日

確保病床
ｺﾛﾅ患者用

[休止病床補てん]
1床あたり 約2万円～44万円/日

休止とし
た病床
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[５]生活福祉資金貸付原資等の補助 13億 29百万円

○新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で収入減となっている世帯の資金需要に対応す
るため、生活福祉資金の貸付を行う県社会福祉協議会への貸付原資等の追加補助を実施
〔貸付原資等〕 約99億円 → 約112億円 ※申請期間延長（8月末→11月末）に伴うもの

[１]製造業の雇用や生産性向上等への支援 5億 30百万円

○新型コロナウイルス感染症の長期化により厳しい状況にある地域経済や雇用を下支えするととも
に、今後の成長産業の礎を強化するため、県内製造業企業が行う設備投資等を支援

〔対象分野〕 半導体、航空機、造船・プラント、ロボット（産業用機械）、医療

[２]サービス産業事業者の業態転換等支援 50百万円

○長期化する新型コロナウイルス感染症の影響からの脱却を図るため、新分野展開による経営
多角化などサービス事業の再構築に向けた先進的な取組を支援
〔補助対象〕 サービス産業を営む県内中小企業者 〔補助上限〕 100万円

〔対象経費〕 経営多角化や事業・業種転換に要する設備整備等 〔補助率〕 ２／３

[３]中小企業者等の各種支援制度活用へのサポート 7百万円

○中小企業者に対する各種支援制度の周知や申請サポート等の相談体制を整備
〔主な内容〕 中小企業診断士協会への委託により、相談会開催や各種支援制度に係る書類作成

等を支援

[４]県産水産物の販売促進対策 70百万円

○新型コロナウイルス感染症の影響により、荷動きの悪化が続いている天然魚及び養殖魚等の
販売促進を支援
〔主な内容〕 量販店等における販売促進キャンペーン実施にかかる食材費等を支援

〔補助対象〕 天然魚、養殖魚、水産加工品 〔補助率〕 １／２

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

① 緊急小口資金：新型コロナの影響による休業等を理由に一時的に資金が必要な方への緊急貸付

② 総合支援資金：失業等により生活に困窮する方の生活の建て直しのための資金の貸付

生活福祉資金貸付金

福祉保健課

２ 県内の社会経済活動の回復・拡大対策

企業振興課

〔補助対象〕 研究開発費、設備投資費、生産効率化経費等 〔補助上限〕 100万円

〔補 助 率〕 ２／３ 〔補助要件〕 雇用維持計画の策定

① 県内中小製造業企業の研究開発等支援 30百万円

〔補助対象〕 設備投資費（建物・機械等） 〔補助上限〕 1億円

〔補 助 率〕 中小企業 ２／３ （大企業 １／２） 〔補助要件〕 雇用維持計画及び県内企業への
波及計画の策定

② 県内製造業企業の設備投資支援 5億円

製造業支援

中小企業者支援

経営支援課

農水産業支援

経営支援課

水産加工流通課
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[５]花き生産農家の新たな取組等の支援 45百万円

○新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい環境にある花き（きく類、ストック）生産農家へ
の支援を実施

[６]公共交通事業継続への支援 52百万円

○新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少する中でも運航を継続している定期
航路・航空路事業者の係船料・着陸料等を支援
〔対象期間〕 令和３年４月～令和４年３月

〔支援内容〕 売上高が前年度同月比30％～50％未満の減収 係船料等相当額の1/2を支援

〃 50％以上の減収 係船料等相当額の10/10を支援

[７]（新）外国人材受入に対する支援 57百万円

○海外から技能実習生等を受け入れる際に受入事業者等が負担する新型コロナウイルス感染症
に係る水際対策（宿泊施設での約２週間待機等）に要する経費を支援（約500人分）

〔補助率〕 ３／４ 〔補助上限〕 100千円／人

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

農産園芸課

公共交通支援

雇用労働政策課

人材確保支援

港湾課

[１]介護施設における非常用自家発電設備等整備支援 44百万円

○災害時における施設機能の維持を図るため、介護施設における非常用自家発電設備等の
整備を支援
〔主な内容〕 非常用自家発電設備（４施設）、給水設備（１施設）、換気設備（２施設）

[２]公共事業費の追加 32億 36百万円

Ⅱ 国庫補助事業の内示等に伴う事業費の追加

長寿社会課

[１]（新）ミカンコミバエ防除対策費 1億 10百万円

○ ミカンコミバエのまん延防止のため、地上防除及び航空防除を実施
〔財 源〕 国１０／１０

[２]保育所施設整備支援 10百万円

○保育所の施設整備に対する補助を実施
〔補助対象〕 島原市 〔事業内容〕 外壁改修及び防水工事

〔財 源〕 国（県安心こども基金） ５．５／１０、市１／４、事業者１／５

Ⅲ その他緊急を要する経費

農産園芸課

こども未来課

〔補助対象〕 新品目・品種への転換や設備整備等 〔補助率〕 １／２

① 花き生産農家の新たな取組への支援 35百万円

〔主な内容〕 学校でのアレンジメント教室や県産きくのフェア開催等を支援

② 県内花きの需要創出に向けた取組への支援 10百万円
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