
新型コロナウイルス感染症対策

（１）医療提供体制と感染拡大防止策の強化

新規 担当部局
６月補正
(千円)

備　　　　考

新 総務部 75,000 大学施設の感染症対策への助成

新 総務部 11,400 避難所における感染症対策関連物資の購入

新 環境生活部 4,560 文化施設等における感染症対策の強化

保健福祉部 6,680,300 衛生資材の購入等

新 土木部 41,600 スマイルサポーター活動に係る衛生資材の購入等

新 土木部 40,000 仙台空港における感染症対策強化への支援

教育庁 163,787 衛生資材の購入

教育庁 31,111 衛生資材の購入，空調設備の改修

保健福祉部 5,136,624 重点医療機関における病床の確保

新 保健福祉部 5,311,315

新 保健福祉部 5,148,000 医療機関等に勤務する医療従事者等への慰労金

新 保健福祉部 67,488 医療従事者への支援金

新 保健福祉部 95,827 医療従事者のための宿泊先の確保への助成

新 保健福祉部 8,218,880

新 保健福祉部 3,658,000 病院・診療所等の設備整備等への助成

新 保健福祉部 3,748,000 救急・周産期・小児医療機関の設備整備等への助成

新 保健福祉部 812,880 薬局の設備整備等への助成

令和２年度６月補正予算（第３号）案の主要項目

事業等の名称

仙台空港感染症対策強化支援費

公共土木施設環境美化活動等感染症
対策費

公立大学法人宮城大学感染症対策支
援費

避難施設等感染症対策費

感染拡大防止策の強化

医療機関等感染拡大防止対策費

県立学校感染症対策費

医療従事者宿泊施設確保費

病院・診療所等設備整備費

文化施設等感染症対策費

社会福祉施設等感染症対策費

医療提供体制整備費

医療従事者等支援費

医療従事者支援金（コロナ寄附・
議会費削減額充当予定事業）

救急医療機関等設備整備費

医療提供体制・検査体制の強化

社会教育施設感染症対策費

薬局設備整備費

医療従事者等慰労金



新規 担当部局
６月補正
(千円)

備　　　　考

保健福祉部 1,282,958 入院医療機関等の設備整備への助成等

新 保健福祉部 3,500 地域外来体制の検討

保健福祉部 96,480 軽症患者等の療養体制の整備

新 保健福祉部 198,500 妊産婦に対する相談・検査体制の構築

新 保健福祉部 15,000 薬剤師の派遣体制確保への助成等

（２）生活・雇用の維持と事業の継続

新規 担当部局
６月補正
(千円)

備　　　　考

保健福祉部 1,164,000 低所得世帯に対する貸付に係る原資の助成

保健福祉部 40,300 生活困窮者の自立支援

保健福祉部 10,000 フードバンク活動団体への助成

新 保健福祉部 30,000 子ども食堂に対する食堂再開等への助成

新 保健福祉部 25,000 介護サービス利用再開に向けた受入調整等

新 保健福祉部 5,600 介護職員の応援派遣

新 保健福祉部 2,973,000 介護施設等に勤務する職員への慰労金

新 保健福祉部 1,015,000 障害福祉施設に勤務する職員への慰労金

保健福祉部 820,000 介護施設等における簡易居室の整備への助成

新 保健福祉部 26,000 認可外保育施設に対する利用料減免への助成

保健福祉部 198,000 臨時休校に伴う放課後児童クラブ運営への助成

新 保健福祉部 361,000 児童扶養手当受給世帯等への臨時特別給付金

新 保健福祉部 13,000 訪問相談支援への助成

新 保健福祉部 20,000 就労継続支援事業所に対する生産活動再起への助成

保健福祉部 9,750
放課後等デイサービスの代替的支援に係る利用者負
担への助成等

保健福祉部 20,763 自死防止に関する相談体制の強化への助成

経済商工観光部 145,000 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 101,000 雇用調整助成金の上乗せ補助

新 経済商工観光部 131,000 非自発的失業者を雇用した事業主への助成

フードバンク支援費

中小企業等再起支援費

雇用維持対策費

正社員雇用奨励金

障害福祉サービス確保支援費

障害者工賃向上支援費

障害児入所給付費

地域子ども・子育て支援費

ひとり親世帯臨時特別給付金

介護施設等職員慰労金

認可外保育施設運営支援費

自死対策強化費

介護基盤整備等支援費

介護サービス利用再開支援費

検査体制構築費

地域外来体制整備費

子どもの食緊急支援費

要介護高齢者支援費

障害福祉施設職員慰労金

生活困窮者自立支援費

療養場所確保費

地域薬局体制強化費

妊産婦総合対策費

事業等の名称

生活福祉資金貸付費

事業等の名称



（３）「新しい生活様式」への支援

新規 担当部局
６月補正
(千円)

備　　　　考

保健福祉部ほか 60,349

新 保健福祉部 28,000 看護師等養成所における遠隔教育の支援体制整備

新 保健福祉部 1,000 高等看護学校における遠隔教育の支援体制整備

新 経済商工観光部 24,300 高等技術専門校における遠隔教育の支援体制整備

新 農政部 7,049 農業大学校における遠隔教育の支援体制整備

新 経済商工観光部 12,500 中小企業におけるテレワーク導入支援

総務部ほか 3,416 県立学校及び私立学校におけるＳＮＳ相談体制の整備

教育庁 197,852 公立小中学校への業務支援スタッフの配置

新 教育庁 702,625 公立学校への学習指導員の配置

新 教育庁 179,073 熱中症対策設備の購入等

新 教育庁 137,750 学習保障に必要な教材の購入等

新 教育庁 51,000 全国体育大会代替大会開催への助成等

（４）経済活動の回復と強靱な経済構造の構築

新規 担当部局
６月補正
(千円)

備　　　　考

新 経済商工観光部 18,000 観光客受入環境の整備

経済商工観光部 240,000 旅行商品造成等への助成

新 経済商工観光部 24,000 仙台空港からの直行便就航地での観光ＰＲイベント等

新 土木部 22,000 仙台空港国内線の需要回復に向けたＰＲの実施

新 農政部 541,000 コメ加工品の輸出拡大に向けた施設等整備への助成

教育相談体制整備費

スクールサポートスタッフ配置費

事業等の名称

安心な観光地づくり推進費

全国体育大会代替開催支援費

県立学校熱中症対策費

県立学校学習支援費

コメ加工品輸出拡大支援費

国内線を利用した宮城県への誘客プ
ロモーション費

仙台空港利用回復促進費

学習指導員配置費

事業等の名称

観光宿泊プラン造成支援費

働き方改革促進費

遠隔教育支援体制整備費

遠隔教育支援体制整備費（看護師
等養成所）

遠隔教育支援体制整備費（高等技
術専門校）

遠隔教育支援体制整備費（農業大
学校）

遠隔教育支援体制整備費（高等看
護学校）


