
令和３年度９月補正予算（案）

１　補正予算（案）の概要

〇一般会計補正予算額   181億1,060万円

　　うち新型コロナ対策 　125億5,791万円
　　
○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・事業継続の支援

  (3)地域活性化に向けた取組み

  (4)安全・安心の確保、社会基盤・生活基盤の整備等

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 653,762,500 92,514,311 45,003,900 123,494,882 392,749,407

補正予定額 18,110,596 12,207,397 2,678,000 376,383 2,848,816

合　計 671,873,096 104,721,708 47,681,900 123,871,265 395,598,223

(2)特別会計 （単位：千円）

補正前の額 補正予定額 合計

83,659,740 5,556 83,665,296

歳　入 5,990,529 △8,903 5,981,626

歳　出 4,960,218 △5,431 4,954,787

4,938,165 10,000 4,948,165

歳　入 9,597,227 9,250 9,606,477

歳　出 9,842,038 9,250 9,851,288

流 域 下 水 道
事 業 会 計

下水道施設の老朽化対策等に
よる増額

会　　計　　名 備　考

令和３年９月２日
経営管理部財政課

区　分 金　額
財　　　　源　　　　内　　　　訳

備　考

国民健康保険特別会計
療養給付費等交付金の所要額
確定による超過交付分の返還

電気事業会計
富山駐車場跡地の土地貸付料
の減額

工業用水道事業会計（歳出）
Iot技術を活用した漏水探知
システムの試験的運用

(参考) 一般会計９月補正額等の推移 （単位：百万円）

Ｒ３ Ｒ２ Ｒ元 Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28 Ｈ27

18,111 66,722 11,650 10,990 10,191 9,821 9,612

671,873 714,872 566,500 559,744 557,632 568,037 570,228

９ 月 補 正 額

９ 月 現 計 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
（医務課）

（健康対策室） 6,961,091

[13,938,512]

事業内容

財　　源

拡 （健康対策室） 1,745,825

[2,303,825]

財　　源

拡 （健康対策室） 234,500

[433,831]

財　　源

拡 （教育企画課） 200,000

[1,106,746]

財　　源

拡 （県立学校課） 47,096

[119,884]

財　　源

新 （警・会計課） 16,000

財　　源

２　県民生活・事業継続の支援 （単位：千円）
［補正後現計］

拡 （厚生企画課） 600,000

[1,940,000]

財　　源

軽症者等宿泊療養施設の確保・運営

警察施設の感染症対策の強化

新型コロナ医療提供体制の強化等

特別支援学校通学バスの感染症対策

県立学校の感染症対策の強化

　感知式照明の設置やトイレの自動水栓化、空調の更新・設置（必要性の高い
特別教室等に緊急的に整備）など、学校における感染リスクを軽減

　特別支援学校の通学バスを増便し、児童生徒を分散乗車により密集状態を解
消（R3.11月～R4.3月分）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
学校保健特別対策事業費補助金

生活困窮者就労準備支援事業費等補助金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

新型コロナワクチン特設接種会場の設置・運営

　特設接種会場の設置期間を延長（9月末→11月末）するとともに、土曜日の
夜間運営を実施

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等

生活困窮者向け特例貸付の申請期限延長

　新型コロナ感染症患者を受け入れる医療機関に対する支援、体制確保を図る
もの（R3.10月～R4.3月分）

　軽症者、無症状者のための宿泊療養施設を運営
（R3.10月以降も継続する2施設に加え、1施設追加を想定した計3施設分）

　警察施設の感染症対策強化のため、空調の更新やトイレの洋式化等を実施

　新型コロナによる生活困窮者向けの特例貸付の申請期限の延長（8月末→11
月末）に伴い必要となる貸付原資を増額

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金等

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

①感染症患者等の入院病床の確保
②受診・相談センターの電話対応
③個人防護具等の備蓄・配送
④発熱外来等を設置する医療機関等の簡易診察室の設置・撤去費等の支援
⑤クラスター等発生時の医療支援チーム緊急派遣
⑥医療従事者の宿泊支援　等
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拡 （厚生企画課） 6,000

[22,200]

財　　源

拡 （総合交通政策室） 263,000

[600,253]

補 助 額

財　　源

拡 （総合交通政策室） 141,000

[311,880]

補 助 額

財　　源

拡 （総合交通政策室） 36,500

[112,500]

補 助 額

財　　源

新 （総合交通政策室） 27,000

事業内容

財　　源

新 （総合交通政策室） 28,000

事業内容

財　　源

拡 （観光振興室） 120,000

[700,000]

事業内容

財　　源

　新型コロナの影響を大きく受けるタクシー、高速バス、貸切バス事業者等の
事業継続のため、車両維持費を支援（R3.10月～R4.2月分）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

国内線利用促進の強化

貸切バスの利用促進

　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
光ツアー及び地域・法人での利用等に対して支援（R3.11月～R4.2月分）

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期限延長

　新型コロナの影響を大きく受ける鉄軌道、路線バス事業者に対して、運行経
費の一部を支援（R3.10月～R4.2月分）

①県内宿泊施設に宿泊したグループに、富山の冬の特産品
（新酒、海産物等）をプレゼント
②本県独自の旅行代金割引の実施　　等

運行経費に収入減少率を乗じた金額の1/2

貸切バス料金の1/2（上限額7万5千円）

観光需要等の回復に向けた支援

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

　コロナ禍で航空需要が落ち込むなか、富山－羽田便の利用促進を図るため、
富山きときと空港サポーターズクラブの登録者向けキャンペーンを実施し、新
規登録にもつなげるもの

タクシー・高速バス等の事業継続への支援

　生活困窮者向け特例貸付の利用が限度額に達した世帯のうち、一定の要件を
満たす困窮世帯を対象とした当面の生活費給付の申請期限の延長（8月末→11
月末）に伴い必要な給付金を増額

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

富山－羽田便乗継利用の促進

　コロナ禍で航空需要が落ち込むなか、富山空港発着便の搭乗率向上を図るた
め、県外からの羽田空港経由での乗継利用を促進

①富山空港発着便を含む乗継旅行（11月～2月）を造成した
県外旅行会社に対し、送客実績に応じ、１万円/人分を助成
②県外（中国、四国、九州等）の旅行会社及び一般の方に乗
継の利便性を広く周知

令和3年11月～令和4年2月までの間、富山－羽田便を2回以上
利用した登録者に対し旅行券を配布

公共交通運行維持への支援

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

タクシー1台あたり6万円、バス1台あたり17万円

　冬の特産品プレゼント等の実施により、感染状況改善後の速やかな観光・宿
泊需要回復を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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拡 （観光振興室） 500,000

[540,000]

補 助 額

財　　源

新 （観光振興室） 30,000

実施内容

財　　源

新 （商工企画課） 370,000

要　　件

給 付 額

財　　源

新 （労働政策課） 4,300

事業内容

財　　源

新 （労働政策課） 4,500

事業内容

財　　源

新 （商工企画課） 22,000

事業内容

財　　源

中小企業等のデジタル化の促進

　県内中小企業等におけるデジタル化の促進を支援するため、県新世紀産業機
構の体制を強化

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

8月分、9月分の売上げがそれぞれ前（々）年同月比で50％以
上減少し、国の「月次支援金」の給付決定を受けた事業者

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

企業や労働者に対する助成金・支援金等の相談体制の強化

　マイクロツーリズム推進による新たな観光需要の創出に向けた課題の整理や
目標の明確化等を行うための検討を実施

近隣県向け富山旅行ＰＲの試行及びアンケート調査　等

立山黒部アルペンルート運行維持への支援

　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
ルートの運行維持に係る経費を緊急支援

①県新世紀産業機構における電子申請システムの構築等
②デジタル技術導入支援や産学官の交流拠点として「デジタ
ルハブ（仮称）」を整備

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　人手不足分野業種（介護、建設、運輸等）を対象とした合同企業説明会を開
催し、人材確保支援を集中的に実施

人手不足解消のための合同企業説明会の開催

運行維持に係る経費の2/3

社会保険労務士による相談体制を充実（実施期間：R3.10月～12月）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

※県飲食業関連事業者支援給付金(第2次)との併給可能。ただし、
当該給付金の受給月に係る県事業持続月次支援金の額は、当該給付
金額を控除（上記金額を限度）した額

マイクロツーリズム推進に向けた検討

　新型コロナの影響を受けた企業や労働者に対する助成金・支援金等の申請支
援をはじめとした相談体制を強化

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

社会人、第二新卒、コロナ離職者等を対象に、2回実施予定

富山県事業持続月次支援金

　国の「月次支援金」の対象となる事業者に対し、県独自で支援金を上乗せ

一般 酒類販売事業者

国の月次支援金
給付額の1/2

国の月次支援金給付額と同額（た
だし、月間売上額の減少割合が大
きい場合は給付額を割増し）

中小企業
等

10万円/月
△50％以上　20万円/月
△70％以上　40万円/月
△90％以上　60万円/月

個人事業
者等

5万円/月
△50％以上　10万円/月
△70％以上　20万円/月
△90％以上　30万円/月

金額
（8月分、9月分

それぞれ）

上
限
額
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新 （立地通商課） 6,000

財　　源

新 （農産食品課） 31,700

事業内容

財　　源

新 （農産食品課） 12,000

事業内容

財　　源

新 （地域産業支援課） 356,000

補 助 額

財　　源

拡 （農林水産企画課） 95,000

[163,000]

事業内容

財　　源

新 （畜産研究所） 5,000

財　　源

新 （森林政策課） 4,000

事業内容

財　　源

①飼料用米転換促進支援
　主食用米から飼料用米への転換に取り組む
　農業者等への支援

富山県消費喚起プロジェクト支援補助金

　地域経済の回復に向け、一定程度感染状況が落ち着いた後に、商工団体や商
店街等が行う消費喚起を目的としたプレミアム商品券や電子クーポン等の発
行・イベントの実施を支援

②飼料用米の県内流通実証の支援

地産地消ポイント制度の利用促進

　県産食材を利用している飲食店での地産地消を喚起し、新型コロナの影響を
受けている農林漁業者や飲食店を応援

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

飼料用米緊急転換支援事業

デジタル企業誘致プロモーションの実施

　新型コロナの影響に伴う米の在庫量の増加や米価下落への懸念を踏まえて、
緊急的な主食用米から飼料用米への転換の取組み等を支援

果樹産地ブランド維持の支援

　今年4月の霜や霰の被害により、出荷量が大幅に減少するなどの影響を受け
た県内果樹産地の凍霜害対策や次期作に向けての取組みなどを支援

①イベント事業　定額、上限500万円
②プレミアム商品券等の発行
　商工団体：定額、上限2,000万円（2団体以上で実施の場合5,000万円）
　商店街等：定額、上限200万円（2商店街等で実施の場合  500万円）

　木材利用促進法の改正や新型コロナ等の影響による木材需給のひっ迫に対応
するため、県産材の需給調整の促進や出材の加速化を図る取組みを支援

一般財源

①追加剪定に係る防除農薬代や剪定枝の処分費用への支援
②凍霜害対策として燃焼資材の実証・導入への支援 　等

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

①需給調整を担う人材育成に向けた取組み支援
②丸太検収システムの導入

県産材の利用促進

畜産農家へのデジタル化の普及

　畜産研究所における牛の繁殖管理自動監視システム等の導入・実証により、
県内農家へのデジタル化を普及

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　オンラインでの企業立地セミナーの開催や、ＨＰでの情報発信の強化などに
より、地方への移転に関心が高い情報通信系の企業等を誘致

①登録店舗で使えるクーポンを応募者全員に配布
②旬の食材など地産地消のＰＲへの協力金を登録店舗に交付　等

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
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拡 （建設技術企画課） 13,000

[23,400]

財　　源

３　地域活性化に向けた取組み （単位：千円）
［補正後現計］

新 （成長戦略室） 8,700

財　　源

新 （成長戦略室） 40,000

　
事業内容

財　　源

新 （デジタル化推進室） 28,000

財　　源

新 （働き方改革・女性活躍推進室） 4,500

事業内容

財　　源

新 （働き方改革・女性活躍推進室） 23,200

事業内容

財　　源

拡 （観光振興室） 5,000

[7,000]

財　　源

「趣味」×「婚活」支援事業

　コロナ禍において、外出の機会が減少している独身男女の出会いを支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

①体験型少人数イベントの実施
②マリッジサポートセンターの運営戦略等の策定

アフターコロナに向けたロケツーリズムの推進

　アフターコロナを見据え、映画等の積極的な誘致や、これらを活用した観光
誘客を推進するため、県内外に向けたＰＲ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

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

成長戦略ビジョンセッション・カンファレンスの開催

　成長戦略ビジョンを伝え、共に考え、意見交換を行う会議・イベントを開催

①先進性のある取組みを導入する県内企業への支援
　補助率1/2（上限25万円）
②女性活躍コーディネーターの配置
③導入事例の紹介サイトの作成・発信

デジタルソリューションの推進

　デジタルソリューションを活用した地域課題解決の実証事業を実施
（公募4件）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　建設業のデジタル化を推進するため、ＩＣＴ機器及びＷＥＢ会議システムの
導入を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

地域を支える建設業経営力強化支援事業

　成長戦略会議「中間報告」を受けて、具体の施策を検討するワーキンググ
ループを開催（新産業戦略ＷＧ、ブランディング戦略ＷＧなど）

①対話型ワークショップ等の実施（15市町村）
②県内外から仲間が集うトークイベント等の開催

女性活躍推進「先進性」モデリング事業

　女性活躍に係る民間企業の先進的な取組みを支援し、県内での普及を促進

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

「富山県成長戦略会議」ワーキンググループの開催
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新 （観光振興室） 2,500

事業内容

財　　源

新 （観光振興室） 12,000

財　　源

新 （道路課） 20,000

財　　源

新 （環境政策課） 4,200

財　　源

新 （自然保護課） 14,600

財　　源

４　安全・安心の確保、社会基盤・生活基盤の整備等 （単位：千円）
［補正後現計］

　　　　　　　　　　　　　　
新 （デジタル化推進室） 57,240

財　　源

拡 （高齢福祉課） 88,300

[148,300]

補 助 率

財　　源

新 （子ども支援課） 11,670

負担割合

対象経費 医療的ケアに従事する看護師の配置費等

財　　源

県民サービス向上に向けたデジタル化の推進

①県ＨＰや庁内ポータルにＡＩチャットボットを試行導入
②行政手続きのオンライン申請が可能な体制を早急に整備
③行政の各分野に必要なデジタル機器等を配備（デジタルホワイトボード等）

①ハイブリッド型ＭＩＣＥセミナーの開催
②学会キーマンの本県招待

富山湾岸サイクリングコースの走行環境整備

　富山湾岸サイクリングコース上へのカメラの設置により維持管理を充実し、
走行環境を改善するとともに、コース環境を広く情報発信

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　県内外・海外からのサイクリストの受入環境の向上を図るため、コース沿い
施設にバイクラックを設置、リニューアルするとともに、県内外のサイクリス
トへの本県の情報発信を強化

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

サイクリスト受入環境の整備及び情報発信の強化

ハイブリッドＭＩＣＥ受入体制のＰＲ

　本県におけるリアルとオンラインを融合したハイブリッド型学会等の受入体
制を全国の学会主催者等へ発信

　資源循環を促進するため、県内排出の廃プラスチック類やバイオマス資源を
活用したプラスチック製品の再商品化の可能性を調査検討

プラスチック資源利用可能性調査

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

立山自然保護センターのリフレッシュ

　立山地域への観光誘客を図るため、映像投影装置の更新・高性能化を行い、
展示空間を充実

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

ロボット2/3、ＩＣＴ1/2(上限:200万円/法人)

医療的ケア児保育支援

　医療的ケア児を受け入れる保育所等の体制整備を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

国1/2（県経由）、県1/4、市町村1/4（保育所等へ間接補助）

介護施設等におけるロボット・ＩＣＴ導入への支援

　介護現場における業務負担の軽減と効率化を図るため、ロボットやＩＣＴの
導入を支援

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

保育対策総合支援事業費補助金
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新 （子ども支援課） 30,000

財　　源

拡 （自然保護課） 3,400

[4,956]

実施期間

対　　象 富山県内の小学4～中学3年生

財　　源

新 （労働政策課） 6,200

財　　源

新 （教育企画課） 266,500

事業内容

財　　源

新 （教育企画課） 107,500

整備する
設備の例

財　　源

新 （警・情報管理課） 58,000

財　　源

新 （警・運転免許センター） 2,300

財　　源

新 （企・水道課） 10,000

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

ジュニアナチュラリスト養成講座（秋冬編）の開催

高齢者講習予約オンライン連携の推進

　高齢者講習の予約情報システムを導入し、自動車教習所等とオンライン連携
によるワンストップ予約体制を整備

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

工業用水道事業会計（自己資金）

　コロナ禍で野外活動への参加機会が減少した子供たちに自然と親しむ機会を
提供するため、児童・生徒対象のジュニアナチュラリスト養成講座を追加実施

警察業務のデジタル化の推進

ＩｏＴ技術を活用した漏水探知システムの試験的運用

　漏水が表面化する前の計画的な修繕につなげるため、工業用水の異常管路を
早期に探知できるシステムを試験的に導入

　警察業務のデジタル化、リモート化により対人接触を最小限とし、感染リス
クを低減するため、県警用ＷＥＢ会議システム及び駐在所の情報ネットワーク
を整備

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

教育校務等のデジタル化の推進

令和3年10月～令和4年1月の土曜日、全8回（各回50名募集）

R④～R⑧債務負担
行為設定211,500

県立高校の産業教育設備のデジタル化対応等

　農業や工業等の職業系専門学科におけるデジタル化に対応した産業教育設備
の整備を進め、最先端の技術に対応した職業人材を育成

ドローンマッピング数値地形図作成装置、農業用ハウス内ク
ラウド環境制御装置、ＶＲ・ＡＲシステム開発装置　など

学校施設環境改善交付金（国1/3）ほか

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

技術専門学院訓練ニーズ調査

　校務等へＩＣＴを新たに導入するなど、業務の効率化を推進

①全県立学校でクラウドを活用した統合型の校務支援システ
ムの導入
②保護者向け緊急メール送信、学校ホームページの掲載・更
新、教職員研修申請等の教育ネットワークシステムの更新

　訓練科の見直しに向けて、ニーズ把握のためアンケート調査等を実施

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

　マスクの着用など感染症対策の難しい幼児が安心して施設を利用できるよう
遊具を充実

こどもみらい館の環境改善
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新 （消防課） 34,000

財　　源

（警・交通規制課） 50,000

財　　源

（管理課）
（農林水産企画課）

675,424

[65,135,724]

主な内訳 繰越明許費の設定
406,937

財　　源

（管理課）
（農林水産企画課）他

3,800,000

[19,635,000]

主な内訳

財　　源

新 （スポーツ振興課） 5,000

財　　源

（財政課） 330,000

財　　源

一般財源

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会メダリストお祝い事業

　東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会においてメダルを獲得した
本県関係選手に対し、その功績を顕彰し、祝賀事業を実施

緊急防災・減災事業債

県単独の道路橋りょう整備、河川海岸整備等〈一部再掲〉

　自然災害対策や通学路の交通安全対策など安全・安心な県土づくり、地域の
生活基盤の整備、富山湾岸サイクリングコースの走行空間の整備等

地方道路等整備事業債、緊急自然災害防止対策事業債等

令和２年度決算剰余金の基金への積立て

一般財源

交通安全施設（信号機）の新設

　千葉県八街市の事故を受け、通学路等の歩行者の安全確保のため、歩行者用
信号機を新設又は増灯（計10か所）

社会資本整備総合交付金等

港湾（310,500臨港道路東線橋りょう補修等）
林道（75,237南砺市高成1号線等）
治山（93,300黒部市尾ノ沼地区等）など

道路橋りょう整備等（2,142,000）河川海岸整備（498,000）
砂防施設整備（236,000）農業農村・治山・森林整備（200,000）
県立学校施設修繕（200,000）スポーツ施設修繕（50,000）など

地域活性化事業債等

公共事業の拡充

　港湾事業、林道・治山事業など公共事業の拡充

広域消防防災センター屋外訓練場の改修

　消防職員や消防団員が各種訓練を行う屋外訓練場の表面劣化等の老朽化に伴
う補修工事を実施

繰越明許費の設定

365,000
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【参考：専決での補正予算対応（6月補正以降）】

新 （健康対策室） 5,943,000

対　　象

内　　容

要請期間 令和３年８月20日～令和３年９月12日

財　　源

対　　象

支 給 額 １事業者あたり20万円

財　　源

新 （健康対策室） 990,000

対　　象 延床面積が1,000㎡を超えるイベント関連施設等（富山市内のみ）

支援内容

要請期間 令和３年８月20日～令和３年９月12日

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

大規模施設への時短要請に対する協力金〔8月補正〕

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

飲食店等への営業時間短縮要請に伴う協力金等〔8月補正〕

①飲食店への営業時間短縮要請に伴う協力金の支給

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

②飲食店への時短要請により影響を受けた事業者への支援

飲食店への時短要請により、直接的に影響を受けた事業者
で、飲食店と直接の取引がある事業者又は代行事業者（令和
3年8月又は9月の売り上げが前年又は前々年同月比50％以上
減少した事業者）

要請期間の全期間に営業時間短縮要請に協力いただけた店舗

富山県新型コロナ安心対策飲食店は１事業者10万円を上乗せ

拡 （地域産業支援課） 500,000

[1,000,000]

補助対象

補 助 率

財　　源

拡 （総合交通政策室） 52,000

[76,000]

期　　間

補 助 率

財　　源

富山県中小企業リバイバル補助金〔7月補正〕

　第２次募集において想定を大きく上回る申請があったことから、第３次募集
分の採択枠を拡充（5億円→10億円）

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

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

貸切バス利用促進事業〔7月補正〕

　貸切バスの利用促進のため、観光ツアー及び地域・法人での旅行利用等に対
して支援

令和3年7月～10月

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

富山市（措置区域） 県内全域（富山市除く）

営業時間等
午前5時～午後8時まで
（酒類提供は終日自粛）

午前5時～午後8時まで
（酒類提供は午後7時まで）

協力金
支給額

中小企業：売上高※の40％
　　　　　　　（3～10万円/日）
大企業等：売上減少額※の40％
　　　　　　　（～20万円/日）

中小企業：売上高※の30％
　　　　　　　（2.5～7．5万円/日）
大企業等：売上減少額※の40％
　　　　　　　（～20万円/日）

※前年度又は前々年度の1日あたりの売上高（大企業等は売上減少額）

大規模施設
（1,000㎡超の施設）

テナント
（左記大規模施設の一部を賃借する事業者）

時短営業した面積1,000㎡毎に
20万円/日×時短率※

時短営業した面積100㎡毎に
2万円/日×時短率※

※短縮した時間/本来の営業時間
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