
1　新型コロナウイルス感染症対策

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備

新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

新 経済商工観光部 5,800,000 市町村が支給した協力金への助成

新 環境生活部ほか 21,600

環境生活部 1,500 消費生活センターにおける消費者相談体制の強化

保健福祉部 20,100 衛生資材の購入等（県庁舎等）

新 保健福祉部 292,500

保健福祉部 56,500 衛生資材の購入等（介護施設等）

保健福祉部 58,000 衛生資材の購入等（認可外保育施設等）

保健福祉部 178,000 衛生資材の購入等（障害者福祉施設）

新 教育庁 91,953

総務部 72,953 私立幼稚園等の衛生資材購入費への助成

新 教育庁 19,000 公立幼稚園等の衛生資材購入費への助成

県立学校感染症対策費 新 教育庁 115,291 衛生資材の購入等

新 教育庁 4,664 衛生資材の購入

新 教育庁 3,007 衛生資材の購入

新 教育庁 3,007 衛生資材の購入

新 教育庁 914 衛生資材の購入

保健福祉部 2,256 感染症対策委員会の開催等

保健福祉部 500,000 健康電話相談窓口の運営

新 経済商工観光部 880 健康電話相談窓口の多言語対応

新 保健福祉部 12,675 保健所による疫学調査等

新 保健福祉部 1,177,017 ドライブスルー形式等ＰＣＲ検査体制の構築等

新 保健福祉部 1,975,706 診療支援のための防護具の配布等

新 保健福祉部 53,149 宮城県調整本部の体制整備等

新 保健福祉部 600,252 入院医療機関の設備整備への助成等

美術館感染症対策費

児童福祉施設感染症対策費

障害福祉施設感染症対策費

新型コロナウイルス感染症拡大防止
協力金

多言語コールセンター運営費

検査体制の強化と感染の早期発見

医療提供体制の強化

幼稚園感染症対策費

令和２年度５月補正予算（第１号）案の主要項目

事業等の名称

県庁舎等感染症対策費

消費生活相談費

庁舎管理費

社会福祉施設等感染症対策費

新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく休業要請等への対応

マスク・消毒液等の確保など感染防止
対策

介護施設等感染症対策費

県有体育施設等感染症対策費

図書館感染症対策費

患者入院体制確保費

東北歴史博物館感染症対策費

検査体制構築費

患者搬送調整費

私立学校緊急環境整備支援費

教育支援体制整備費

コールセンター運営費

帰国者・接触者相談センター費

医療機関資機材確保費

感染症発生動向調査費



新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

保健福祉部 891,832 病床の確保

新 保健福祉部 1,006,572 軽症患者等の療養体制の整備

保健福祉部 2,000 民間宿泊施設で療養する軽症者等への相談支援

新 保健福祉部 51,750

新 保健福祉部 15,000 通所介護事業所の安否確認等への助成

新 保健福祉部 20,750 通所サービス事業所の安否確認等への助成

新 保健福祉部 16,000 在宅障害児者の安否確認への助成

新 保健福祉部 9,000 介護職員等の応援派遣への助成

保健福祉部 259,200 介護施設等における簡易陰圧装置設置への助成

新 保健福祉部 10,000 遠隔手話通訳サービスシステム構築費等

保健福祉部 23,750 放課後等デイサービスの利用者負担への助成等

新 総務部 7,502 新聞紙面広報等による情報発信

新 教育庁 20,000 テレビ放送等を活用した家庭学習支援

教育庁 22,577 臨時休業に伴う給食中止に係る経費への助成

新 教育庁 3,727 臨時休業に伴う修学旅行等中止に係る経費への助成

教育庁 73,600 感染リスク低減のための増便

（２）雇用の維持と事業の継続

新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

新 経済商工観光部 2,000 内定取消・解雇された若年者等の就職支援

新 経済商工観光部 105,000 雇用維持のため休業等を実施した事業主への助成

新 経済商工観光部 3,600 オンライン会議システムを活用した合同企業説明会の開催

経済商工観光部 46,000,000 融資枠1,200億円

[584,000]

経済商工観光部 312,000 中小企業経営安定資金等貸付に伴う利子補給

[4,089,000]

家庭学習支援費

雇用維持対策費

再就職に向けた若者緊急応援費

事業等の名称

情報発信の充実

新型コロナウイルス感染症対策関連
広報費

［債務負担行為］

被災中小企業者対策資金利子補給

福祉サービス提供体制の確保

学校の臨時休業及び学校再開を円滑に
進めるための環境整備

雇用の維持

資金繰り対策

事業等の名称

中小企業経営安定資金等貸付金

遠隔手話サービス体制構築費

精神保健福祉センター費

介護基盤整備等支援費

療養場所確保費

社会福祉施設等介護職員等確保支援
費

障害福祉サービス確保支援費

在宅障害者等安否確認等支援費

医療提供体制整備費

県立学校臨時休業対策学校給食支援
費

若年者等就職支援費

［債務負担行為］

特別支援学校スクールバス運行費

障害児入所給付費

県立学校臨時休業対策修学旅行等支
援費

福祉サービス確保支援費

通所介護事業者等サービス継続支
援費



新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

新 経済商工観光部 349,000

新 経済商工観光部 135,000 商店街等の集客回復・感染防止対策への助成

新 経済商工観光部 214,000 中小企業等の集客回復・感染防止対策への助成

経済商工観光部 6,100 経営に関する課題解決への支援

経済商工観光部 12,500 中小企業等の事業承継支援への助成

農政部 60,000 東京アンテナショップ運営法人への支援

農政部 70,197 即戦力となる人材育成のための研修用機械・設備の導入

新 農政部 2,000 花きＰＲ経費への負担金

新 農政部 605,000 学校給食への県産牛肉の提供への助成

新 水産林政部 276,000 学校給食への県産水産物の提供への助成

新 水産林政部 30,000 県産材の流通回復への助成

保健福祉部 658,000 低所得世帯に対する貸付原資の助成

保健福祉部 7,600 生活困窮者の自立支援

新 経済商工観光部 300,000 勤労者向け生活資金の融資制度

（３）次の段階としての官民を挙げた経済活動の回復

新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

新 経済商工観光部 19,000 クラウドファンディングによる資金調達への助成

（４）強靱な経済構造の構築

新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

新 経済商工観光部 100,000 海外の生産拠点を県内へ移転等する企業への助成

新 農政部 390,000 農産物処理加工施設等への助成

新 保健福祉部 28,000 障害福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ等導入への助成

新 保健福祉部 5,000 就労移行支援事業所等におけるテレワーク導入への助成

新 保健福祉部 1,500 発達障害児者支援におけるＩＣＴ導入への助成

新 経済商工観光部 8,300 中小ＩＴ企業におけるテレワーク導入への助成

新 教育庁 121,824 県立学校における遠隔教育の支援体制整備

農林水産物・食品の輸出力の維持・強
化及び国内供給力の強化支援

サプライチェーン改革

県産水産物学校給食提供支援費

生活福祉資金貸付費

リモート化等によるデジタル・トラン
スフォーメーションの加速

事業等の名称

就労移行支援事業所等テレワーク導
入支援費

発達障害児者総合支援費

ＩＣＴ・ロボット等導入支援費

県産花き活用拡大費

県産牛肉学校給食提供支援費

首都圏県産品販売等拠点運営費

中小企業相談助言費

事業承継支援費

遠隔教育支援体制整備費

中小企業等再起支援費

商店街等集客回復・感染防止対策支
援費

国産農産物供給力強靱化対策費

中小ＩＴ企業テレワーク導入支援費

県産材流通緊急支援費

事業継続に困っている中小・小規模事
業者等への支援

生活に困っている人々への支援

地域経済の活性化など観光業等に対す
る支援

サプライチェーン構築支援費

事業等の名称

事業等の名称

宿泊事業者クラウドファンディング
活用促進費

生活応援緊急資金預託金

農業大学校教育費

生活困窮者自立支援費

商店街スタンドアップ支援費



２　令和元年東日本台風関連

新規 担当部局
５月補正
(千円)

備　　　　考

保健福祉部 164,867 保育所の復旧への助成

農政部 17,089,154 農地及び農業用施設の復旧等

保育施設等復旧支援費

農地等災害復旧費

事業等の名称


