
令和３年度６月補正予算（案）

１　補正予算（案）の概要

(1)一般会計補正予算額   76億1,156万円

(2)特別会計補正予算額  　　 4,200万円

　　

○主な内容

　(1)医療提供体制と感染拡大防止策の強化

  (2)県民生活の支援

  (3)事業継続・雇用維持の支援

  (4)経済活性化に向けた取組みへの支援

２　補正予定額

(1)一般会計 （単位：千円）

国支出金 地方債 その他 一般財源

補正前の額 636,434,940 75,296,769 45,003,900 123,439,083 392,695,188

補正予定額 7,611,560 7,503,542 55,799 52,219

合　計 644,046,500 82,800,311 45,003,900 123,494,882 392,747,407

(2)特別会計 （単位：千円）

補正前の額 補正予定額 合計会　　計　　名 備　考

令和３年６月７日
経営管理部財政課

区　分 金　額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

備　考

母子父子寡婦福祉資金特別会計 77,721 42,000 119,721
ひとり親等向け貸付資金の貸
付原資の増額
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１　医療提供体制と感染拡大防止策の強化 （単位：千円）
［補正後現計］

拡 （健康対策室） 683,307

[1,049,307]

事業内容

財　　源

新 （健康対策室） 1,170,000

事業内容

財　　源

拡 （健康対策室） 38,394

[50,394]

財　　源

新
（障害福祉課・

高齢福祉課） 37,500

事業内容

財　　源

新 （総合交通政策室） 18,000

財　　源

新 （農業技術課） 21,000

整備内容

財　　源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナ患者受入医療機関等における設備整備支援事業

　新型コロナ感染症患者受入医療機関等において必要となる設備整備を支援

新型コロナ患者の受入れ等の際に必要な入院・外来設備、高
度医療設備、検査機器等の整備費を補助（補助率10/10）

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

①診療所における接種回数底上げ支援
（週100回以上の接種など一定の要件を満たした診療所に接種1回あ
たり2,000円～3,000円を支給）
②接種施設数の増加に向けた支援
（1日50回以上接種した医療機関に10万円/日を支給）
③病院における接種体制の強化支援
（通常診療とは別に特別な接種体制を確保した病院に、医師1人1時
間当たり7,550円、看護師等1人1時間あたり2,760円を支給）

新型コロナウイルス対策応援基金への積み立て

富山空港施設新型コロナ感染緊急対策工事への支援

　空港ターミナルビルにおける新型コロナ対応設備改修（国内線・国際線空調
調和機）を支援

食肉流通施設効率化緊急整備事業

施設内療養者１人につき、最大15万円（施設内療養期間に応
じ1万円/日）を日割り補助

新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業

　新型コロナウイルスワクチンの個別接種促進のために接種医療機関を支援

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

　県内唯一の食肉処理施設である㈱富山食肉総合センターが行う新型コロナ感
染防止のための作業環境改善に必要な施設機械整備を支援

豚係留施設の改修、自動追込装置の新設
内臓洗浄用シンク及び作業台の設置

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　寄付申込みの増加に対応し、積み増すもの
（議員の６月分の期末手当減額分7,439千円を含む）

寄附金等

障害者入所施設等でのコロナ療養支援

　障害者施設及び介護施設等において、新型コロナに感染した入所者がやむを
得ず施設内で療養する場合に必要となる費用を支援

地域医療介護総合確保基金（10/10 ※国2/3）等
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２　県民生活の支援

新 （厚生企画課） 4,250

事業内容

財　　源

拡 （厚生企画課） 400,000

[1,340,000]

財　　源

新 （厚生企画課） 16,200

財　　源

新 （働き方改革・女性活躍推進室） 10,000

事業内容

財　　源

拡 （子ども支援課） 5,800

[14,587]

対象資格

財　　源

拡 （子ども支援課） 42,000

[119,265]

財　　源

拡 （障害福祉課） 10,000

事業内容

財　　源

①生活保護業務強化のための支援
②保護施設の衛生物品等の購入支援

　ひとり親が、生活の安定に資する資格取得のために養成機関で修業する間の
給付金について、対象となる資格を拡充

従来：1年以上の修業を要する国家資格等
→拡充（Ｒ③限り）6か月以上の修業を要する民間資格等

母子父子寡婦福祉資金貸付金の増額

　新型コロナの影響による資金需要の高まりに対応するため、貸付原資を増額

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

国貸付金（国の予算等貸付金債）等

母子家庭等対策総合支援事業費補助金（国3/4）

生活保護対策への支援

コロナ禍における女性のつながりサポート事業

　コロナ禍の中、孤独・孤立の状態にあり不安を抱える女性に対し、ＮＰＯ法
人等の知見やネットワークを活用して支援

・カウンセラーによる専門相談や訪問相談等の実施
・生理用品・衛生用品の配布

地域女性活躍推進交付金（国3/4）等

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

生活困窮者向けの特例貸付の申請期間延長に伴う対応

　新型コロナによる生活困窮者向けの特例貸付の延長（６月末→８月末）に伴
い必要となる貸付原資を県社協へ追加交付

①生産性向上に資するICT機器の導入を支援（上限100万円）
②介護支援等に必要な機器購入を支援（上限210万円）

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（国3/4）等

新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金

　生活保護決定件数等の増加に対応するための体制強化や保護施設の衛生管理
体制確保に必要な経費を支援

障害福祉分野におけるＩＣＴ・ロボット導入支援

　障害者施設の業務負担軽減に向けたＩＣＴ及び介護ロボットの導入を支援

障害者総合支援事業費補助金（国2/3）等

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（仮称）の給付

　生活困窮者向け特例貸付の利用世帯のうち、一定の要件を満たす困窮世帯を
対象に当面の生活費を給付（最大30万円/7月以降の申請月から3か月間）

特別会計
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新 （厚生企画課） 11,250

財　　源

３　事業継続・雇用維持の支援 （単位：千円）
［補正後現計］

新 （総合交通政策室） 240,000

補助対象

補 助 率

財　　源

拡 （総合交通政策室） 24,000

期　　間

補 助 率

財　　源

新 （総合交通政策室） 40,000

補 助 額

財　　源

新 （観光振興室） 719,000

補 助 率

財　　源

新 （観光振興室） 120,000

補 助 先 県内観光協会（観光協会から各施設へ委託）

補 助 額

財　　源

貸切バス料金の1/2（上限額7万5千円）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

①送迎支援事業の支援：初乗り運賃相当額
②夜間営業の支援：１事業者あたり45万円（上限）

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金　等

5/6（国1/2、県1/3）（上限833万円）

10/10（国1/2、県1/2※）
　　　（※R2事業スキーム国1/2、県1/4、事業者1/4（市町村独自支援））

　観光施設の人材・資産（新型コロナの影響による休業施設や営業中の空きス
ペース）を活用した、地域・観光情報等の発信や企画展示等の活動を支援

１施設あたりで最大100万円
（内訳）観光施設への委託90万円（3か月分）、事務費10万円

宿泊事業者感染防止対策等支援事業

　宿泊事業者が取り組む感染拡大防止策の強化等に要する費用や新たな観光需
要に対応するための前向きな投資を支援するとともに、富山県ホテル・旅館生
活衛生同業組合が行う感染防止対策施設の認証を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

貸切バス利用促進事業

　新型コロナの影響により利用が減少している貸切バスの利用促進のため、観
光ツアーに加え、地域・法人での旅行利用等に対して支援

県内事業者（鉄軌道、乗合バス、貸切バス、タクシー）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

令和3年7月～10月

観光施設継続支援事業

タクシー事業継続協力支援事業

　タクシー協会が実施する高齢者等の県ワクチン接種特設会場への送迎支援事
業を支援するとともに、公共交通機関の利用が困難な夜間帯に営業を行うタク
シー事業者を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

ポスト・コロナ時代を見据えた公共交通の活性化支援事業

　公共交通事業者の感染拡大防止対策のための設備導入や車内等の密度を上げ
ないよう配慮した実証運行等の実施に係る経費等を支援

災害弔慰金の支給

　令和３年１月の大雪により亡くなられた方の遺族に対する弔慰金の支払い

災害弔慰金等国庫負担金（国2/3）等
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新 （観光振興室） 40,000

期　　間

補 助 額

財　　源

拡 （労働政策課） 48,800

[52,200]

補助対象

補助単価

財　　源

新 （農業経営課） 14,500

助成対象

助成内容

財　　源

４　経済活性化に向けた取組みへの支援 （単位：千円）
［補正後現計］

拡 （地域産業支援課） 500,000

補助対象

補 助 率

財　　源

新 （地域産業支援課） 500,000

補 助 率

補 助 額

財　　源

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

立山黒部アルペンルート緊急運行支援事業

　新型コロナの影響により、利用者が大幅に減少している立山黒部アルペン
ルートの運行経費の一部を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

10万円～30万円（事業規模13.4万円以上が対象）

　企業の雇用維持・継続に向けた人材融通の活性化を図るため、国が創設した
「産業雇用安定助成金」に県独自の上乗せ助成を実施

農業保険加入促進支援事業

　新型コロナウイルス感染症が長期化するなか、農業収入の減少を補填する収
入保険の加入促進を支援

通常枠：中小企業者・組合2/3、小規模企業者3/4（上限100万円、下限30万円）
特別枠：中小企業者・組合3/4、小規模企業者4/5（上限200万円、下限50万円）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

雇用維持・継続のための人事交流支援事業

県農業共済組合が実施する「収入保険等加入加速化ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
（仮称）」にあわせ、加入事務費を2万円を限度に助成

4月15日～6月30日

1/2

国の産業雇用安定助成金の支給決定を受けた県内事業所

新型コロナの影響を受け、売り上げが減少した県内中小企業
者、小規模企業者、中小企業等経営強化法に基づく組合※
　※対象を拡大（第２次募集から適用）

富山県小規模企業者緊急支援補助金（ミニリバイバル補助金）

　現行の富山県中小企業リバイバル補助金について、小規模企業者のみを対象
とした補助金を創設し、その取組みを支援

3/4

　ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた「新しい生活様式」やデジタル化
に対応し、事業活動を再建し成長発展を図るための意欲的な取組みを支援
（第３次募集分）

富山県中小企業リバイバル補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

出向者１人あたり上限1,500円/日

令和3年度中の収入保険新規加入者
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新 （地域産業支援課） 285,000

補助対象

補 助 率

財　　源

新 （立地通商課） 10,500

事業内容

財　　源

新 （地域産業支援課） 4,000

事業内容

財　　源

新 （農林水産企画課） 110,000

補助対象

対象事業

補 助 率

財　　源

新 （農林水産企画課） 25,000

財　　源

新 （農業経営課） 10,000

事業内容

財　　源

ネット販売用ＨＰの整備、ＥＣモール出品登録、商品開発、
感染防止対策等に要する経費

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

農福連携導入チャレンジ支援事業

　コロナ禍で受託作業が減少している福祉施設の就労機会創出や人手確保に支
障が生じている経営体を支援するため、農福連携の導入を促進

　IoT推進コンソーシアムにおいて構築した「共有型とやまものづくりIoTプ
ラットフォーム」の利用を促進

①試行的に取り組む農業者に対し、工賃等を助成
②導入促進に向けた調査を実施
③作業のポイント等を紹介する動画・ガイドブックを作成　等

　県産食材の生産者等と実需者とのマッチングを促進するため、越中とやま食
の王国フェスタのバーチャル展示場やオンラインショップを開設

「とやまの食」販売等緊急支援事業

　県産農林水産物・食品の生産・販売事業者のインターネットを活用した販売
チャネルの新規開設・改良による販売拡大や感染防止対策等の取組みを支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

共有型とやまものづくりIoTプラットフォーム利用促進事業

富山県事業再構築支援補助金

　新分野展開、業態転換、事業再編等、思い切った事業再構築を図る中小企業
を支援するため、国の事業再構築補助金に県独自の上乗せ支援を実施

国の事業再構築補助金に採択された県内事業者

3/4(国2/3、県1/12)（県補助分上限200万円）

　県内企業の非対面・遠隔での販路開拓を促進するため、海外見本市へのオン
ライン参加や越境ＥＣへの参入を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

①オンライン海外販路開拓支援セミナー等の実施
②海外見本市やＥＣモール出店等に係る経費に対する補助
③伴走支援（専門家からのアドバイス、マッチング支援等）

ネットで食の王国発信・発見事業

オンライン海外販路開拓伴走支援モデル事業

県産農林水産物やその加工品（食品に限る）を生産・販売す
る中小企業者、農事組合法人、協同組合等

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

①IoT導入ＰＲ動画等の作成
②IoT導入事例講習会や活用セミナーの開催等

中小企業者2/3、小規模企業者3/4（上限100万円）
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新 （農産食品課） 2,000

事業内容

財　　源

新 （ワンチームとやま推進室） 3,000

補助対象

補 助 率

財　　源

新 （観光振興室） 534,000

補助対象

割引期間

財　　源

拡 （観光振興室） 1,804,000

[2,494,000]

実施内容

割引期間

財　　源

新 （成長戦略室） 8,000

財　　源

新 （スポーツ振興課） 4,500

　 補助対象

財　　源

　「富山湾岸サイクリングコース」がナショナルサイクルルートに指定された
ことから、アフターコロナを見据え、県内外へのＰＲを強化し、利用を促進

地域観光促進事業

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光支援）

県内の学校が県内を行先として実施する教育旅行（宿泊・日帰り）
　1人当たり　教育旅行割引（旅行代金の50％、上限5,000円）等

加工業務用野菜安定出荷支援事業

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

ナショナルサイクルルート利用促進事業

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　新型コロナウイルスの感染拡大に伴い需要が減少した加工業務用野菜の販売
促進を支援

　新型コロナの影響により、旅行需要が落ち込んでいる中、7月以降の県民向
け県内観光を促進

県民が県内で宿泊・日帰り旅行を行う際に割引等を実施
・宿泊割引（旅行代金の50％、上限5,000円）
・日帰り旅行割引（旅行代金の50％、上限5,000円）
・おみやげクーポン券の配布（上限2,000円）

12月31日まで（予約期間は8月31日まで）

①エンドユーザー（食品業者等）との商談会、マッチング
②ＪＡ等の販売促進活動（商談会、商品開発等）への支援

訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金（地域観光支援）

12月31日まで（予約期間は8月31日まで）

「とやまの酒」需要回復キャンペーン事業

　新型コロナ感染拡大防止の取組みに伴う全国的な酒類の消費低迷の中、需要
回復に向けたイメージアップキャンペーンなど関係団体が実施する事業を支援

富山県酒造組合

2/3

アフターコロナを見据えたプロスポーツチームの活動強化支援

　プロスポーツチームの経営改善の足掛かりとして、新規ファン層を拡大さ
せ、入場者数の回復につなげる地域密着型の取組み強化を支援

カターレ富山、富山グラウジーズ、富山ＧＲＮサンダーバーズ

　感染状況により、県外への教育旅行が難しい県内小・中・高・特別支援学校
に対し、県内での充実した教育旅行の機会を確保するとともに、ふるさと教育
に資するため、教育旅行の費用を支援

県内教育旅行支援事業
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新 （文化振興課） 6,000

財　　源

新 （成長戦略室） 3,000

財　　源

新 （デジタル化推進室） 5,000

事業内容

財　　源

一般財源

「官民連携シンポジウム」開催事業

　官民連携の必要性に関する理解を深め、官民連携推進の機運を醸成するため
のシンポジウムを開催

ＤＸ施策立案高度化事業

　シンガポール国立大学と共同で、ビヨンドコロナ時代を見据えたＤＸ施策の
立案を推進

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

文化芸術振興費補助金

大学の知見を活用し、データ利活用・デザイン思考を取り入
れた施策立案

　「国際工芸アワードとやま」に入賞した若手工芸作家を招き、県内工芸職人
と共に作品を制作し、その作品を県内の文化施設において展示

アフターコロナを見据えた工芸発信事業
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【参考：令和３年度専決での補正予算（4月補正、5月補正）】

新 （厚生企画課） 940,000

専決4/14

新 （子ども支援課） 35,750

専決4/14

給 付 額

新 （子ども支援課） 9,240

専決4/14

貸 付 額

新 （観光振興室） 690,000

専決4/14

新 499,440

（健康対策室） 専決5/26

　

（健康対策室）

（健康対策室）

　

新 （医務課） 18,000

専決5/26

新 （障害福祉課） 143,500

専決5/26

新 （生活衛生課） 524,000

専決5/26

・県によるワクチン接種の特設会場の設置・運営に要する経費

県民向け県内観光促進キャンペーンの実施〔4月補正〕

　新型コロナの影響により旅行需要が落ち込んでいる中、５月中の県民向け県
内観光を促進

　新型コロナの影響の長期化に伴い、厳しい状況にある低所得のひとり親世帯
に対し、給付金を支給（町村分）

ワクチン接種体制構築のための潜在看護師等の確保〔5月補正〕

　ワクチン接種業務に携わる潜在看護師等を確保するための広報を行うととも
に、市町村とのマッチング等を実施

障害者入所施設等の職員に対する一斉ＰＣＲ検査の実施〔5月補正〕

　大規模クラスター発生を踏まえ、障害者入所施設等の職員に対する一斉ＰＣ
Ｒ検査を実施

・時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣の支援

　市町村が設置する集団接種会場に対し、診療時間外や休日に医療従事
者を派遣する医療機関を支援

・高齢者福祉施設等におけるワクチン巡回接種の実施

　施設内クラスターの発生抑止の観点から、高齢者福祉施設等の利用者
及びスタッフのワクチン接種促進を図るため、巡回接種を実施

新型コロナ安心対策飲食店（仮称）の認証〔5月補正〕

　飲食店における感染防止対策の徹底強化に向け、「第三者認証制度」を導入
し、認証を受けた店舗に対し、認証応援金（10万円）を交付

新型コロナウイルスワクチン接種体制の支援〔5月補正〕

　ワクチン接種の迅速化を図るため、県による特設接種会場を設置

　自立に向けて意欲的に取り組む低所得のひとり親に対し、住居の借り上げ資
金を無利子で貸し付け、生活基盤の安定と自立を促進

入居している住宅の家賃の実費（上限月４万円・原則12か月以内）

児童一人当たり５万円（５月11日に給付予定）

ひとり親家庭への住宅支援資金の貸付〔4月補正〕

生活困窮者向けの特例貸付の申請期間延長に伴う対応〔4月補正〕

　新型コロナによる生活困窮者向けの特例貸付の延長（３月末→６月末）に伴
い必要となる貸付原資を県社協へ追加交付

子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）〔4月補正〕
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