
１　新型コロナウイルス感染症対策

新規 担当部局
９月補正
(千円)

備　　　　考

保健福祉部 676,258 重点医療機関等における病床の確保

保健福祉部 420,125 ドライブスルー形式等ＰＣＲ検査体制の構築等

保健福祉部 353,302 地域外来・検査センターの運営等

保健福祉部 3,400 介護職員の応援派遣

保健福祉部 566,000 介護施設等に勤務する職員への慰労金

保健福祉部 508,597 障害福祉施設に勤務する職員への慰労金

保健福祉部 179,000 衛生資材の購入等（介護施設等）

保健福祉部 218,000 介護施設等における簡易陰圧装置等整備への助成

保健福祉部 13,012 障害福祉サービス事業所等におけるＩＣＴ等導入への助成

総務部ほか 94,000

総務部 73,000 私立幼稚園等の衛生資材購入費等への助成

教育庁 21,000 公立幼稚園等の衛生資材購入費等への助成

新 総務部 18,000 家計急変に伴う授業料減免への助成

経済商工観光部 [412,000] 中小企業経営安定資金等貸付に伴う損失補償

経済商工観光部 573,384 中小企業経営安定資金等貸付に伴う利子補給

経済商工観光部 [9,393,000]

経済商工観光部 283,000 保証料助成

経済商工観光部 1,207,000 中小企業等の集客回復・感染防止対策への助成

農政部 5,744 農業近代化資金貸付に伴う利子補給

農政部 [119,853]

医療提供体制と感染拡大防止策の強化

生活・雇用の維持と事業の継続

幼稚園感染症対策費

私立学校緊急環境整備支援費

教育支援体制整備費

要介護高齢者支援費

公立大学法人宮城大学授業料軽減支援
費

ＩＣＴ・ロボット等導入支援費

中小企業等再起支援費

令和２年度９月補正予算（第５号）案の主要項目

検査体制構築費

地域外来体制整備費

［債務負担行為］

事業等の名称

医療提供体制整備費

介護施設等職員慰労金

障害福祉施設職員慰労金

社会福祉施設等感染症対策費

介護基盤整備等支援費

中小企業経営安定資金等貸付金損失補
償［債務負担行為］

被災中小企業者対策資金利子補給

［債務負担行為］

農業近代化資金利子補給

信用保証協会経営基盤強化対策費



新規 担当部局
９月補正
(千円)

備　　　　考

環境生活部 20,023 消費生活情報の提供と消費者教育等

保健福祉部 4,000
医療関係職種養成施設における遠隔教育の支援体制
整備

新 保健福祉部 7,000 全国障害者スポーツ大会代替大会開催への助成

農政部 84,710 農業大学校への空調設備整備

教育庁 2,664,000 普通教室への空調設備整備

新 農政部 13,000 県産農林水産物の消費拡大への支援

総務部 19,769 本庁舎及び議会庁舎等における感染症対策の強化

総務部ほか 37,431

総務部 2,712 県業務におけるＷｅｂ会議システムの利用環境整備

新 警察本部 34,719 警察業務におけるＷｅｂ会議システムの利用環境整備

新 震災復興・企画部 84,822 後年度負担となる事業費の積立

環境生活部ほか 181,910 施設利用制限等に伴う指定管理者への支援

警察本部 13,404 警察施設等の感染症対策の強化

２　東日本大震災関連

新規 担当部局
９月補正
(千円)

備　　　　考

農政部 1,044,420 津波被害農地のほ場整備等

農政部 135,850 農地・農業用施設の復旧工事等

水産林政部 151,788 漁港の局部改修及び県管理漁港の施設台帳電子化

土木部 144,333 三陸縦貫自動車道等

土木部 1,737,213 復興関連道路等

土木部 300,760 河川改修及び水門・陸閘等の遠隔操作・監視

土木部 164,800 津波及び高潮浸水想定の設定

「新しい生活様式」への対応

経済活動の回復と強靱な経済構造の構築

その他（県庁での取組等）

全国障害者スポーツ大会代替開催支援
費

消費者啓発費

事業等の名称

復興関連道路整備費（公共事業）

海岸保全復興費（公共事業）

高規格幹線道路整備費（公共事業）

河川改良復興費（公共事業）

農山漁村地域復興基盤総合整備費

農地等災害復旧費

事業等の名称

漁業集落防災機能強化効果促進費

新型コロナウイルス感染症対応地方創
生臨時基金造成費

公共施設利用制限等協力金

Ｗｅｂ会議システム利用環境整備費

警察施設情報管理費

警察施設等感染症対策費

Ｗｅｂ会議システム環境整備費

遠隔教育支援体制整備費

県立高等学校空調設備整備費

県庁舎感染症対策費

首都圏県産品需要回復支援費

農業大学校管理費



３　令和元年東日本台風関連

新規 担当部局
９月補正
(千円)

備　　　　考

震災復興・企画部 127,439 阿武隈急行線の施設復旧等への助成

新 農政部 16,000 被災ため池の災害復旧事業と合わせた災害関連事業

新 農政部 [64,000]

水産林政部 1,713,600 林道施設の復旧への助成

土木部 304,500 市町村からの受託事業

土木部 2,563,675 国直轄事業負担金

土木部 [4,487,000] 公共土木施設の復旧

土木部 [1,900,000] 二次災害防止のための緊急砂防

４　その他

新規 担当部局
９月補正
(千円)

備　　　　考

震災復興・企画部 [162,000] 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の推進

新 環境生活部 58,691 代替避難経路となる防災広場整備への助成

新 保健福祉部 9,920
災害時歯科保健活動に必要な資機材の整備への助
成

保健福祉部 251,161 社会福祉法人等の施設整備等への助成

農政部 46,950
豚熱対策に係る野生動物侵入防止柵設置への助成
等

農政部 31,500 既存ダムの洪水調節に伴う検証等

水産林政部 23,500 乾海苔入札システム整備への助成

水産林政部 84,500 漁港施設整備

水産林政部 40,892 立木補償金収入に伴う分収交付金

県有林基金積立金（特別会計） 水産林政部 50,044 立木補償金収入に伴う県有林基金積立金

土木部 142,167 防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策

土木部 235,164 国道4号等

土木部 168,000 河川改修等

警察本部 [116,000] 駐車監視員による放置車両確認事務委託

災害時歯科保健医療提供体制整備支援
費

砂防激甚災害対策特別緊急事業費［債
務負担行為］

事業等の名称

道路橋りょう受託費

河川等災害復旧費

阿武隈急行復旧支援費

事業等の名称

農業用施設等災害関連事業費

[債務負担行為]

違法駐車対策費
［債務負担行為］

原子力災害時避難円滑化モデル実証費

河川等災害復旧費[債務負担行為]

水利施設整備費

家畜衛生対策費

オリンピック・パラリンピック推進費［債務
負担行為］

障害者福祉施設整備支援費

防災・減災・国土強靱化対策費（公共事
業）

河川事業費（公共事業）

高規格幹線道路等整備費（公共事業）

県有林分収交付金（特別会計）

漁港漁場整備費（公共事業）

水産業競争力強化緊急施設整備費

林道施設災害復旧費


