
令和３年９月１０日

（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

１　新型コロナウイルス感染症への対応 5,836

（１）地方創生臨時交付金（事業者支援分（追加交付分））を活用した事業者支援

724

新型コロナの影響を大きく受けている事業者への家賃等の支援

産業労働部
商工産業政策課
023-630-2134

303

・雇用調整助成金の特例措置期間が延長されたこと受けて、引き続き９
月末まで県が単独で1/20を上乗せ支給

・雇用調整助成金の申請代行費用への支援について、支援の対象となる
休業期間を９月末まで延長

産業労働部
雇用・コロナ失業対策
課
023-630-2377

令和３年度９月補正予算の概要

 ① 飲食関連事業者（飲食業・飲食料品卸売業・運転
　代行業）への家賃等支援

 ② 雇用調整助成金の特例措置の延長に伴う助成金利
　用促進に向けた支援
　（助成金の県単上乗せ、申請代行支援の継続）

対 象 者
県内の飲食業、飲食料品卸売業、運転代行業者（中小企
業・小規模事業者に限る）

補 助 率 10/10

補助上限
法　　　人：40万円
個人事業主：20万円

対象経費
令和３年７～９月までの間に負担した家賃・地代、リース
料等の固定経費

補助要件

・令和３年７～９月のいずれかの売上げが前年同月比
　または前々年同月比で50％以上減少
・新型コロナ感染拡大防止対策の実施
・今後の事業継続



（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

309

テレワーク等への対応やデジタル化による生産性の向上に対する支援

産業労働部
中小企業・創業支援課
023-630-2393

282

コロナ禍で観光客数が減少し、厳しい経営状況にある観光立寄施設の誘
客促進の取組みを支援

観光文化スポーツ部
観光復活戦略課
023-630-2486

167

コロナ禍における乗合バスや貸切バス、タクシー事業者の厳しい経営状
況を踏まえ、地域の移動手段を確保するため、バス、タクシーの保有台
数に応じた支援を実施（乗合バス20万円／台、貸切バス10万円／台、タ
クシー５万円／台）

みらい企画創造部
総合交通政策課
023-630-2161

149

厳しい経営状況が続く飲食店の新サービスの展開を支援

産業労働部
商業・県産品振興課
023-630-3243

 ③ 中小企業・小規模事業者や組合等が行うデジタル
　化対応への支援

 ④ 観光立寄施設が行う誘客促進策への支援

 ⑤ 地域の移動手段確保のための地域交通事業者（バ
　 ス・タクシー）への支援

 ⑥ 飲食店が行うテイクアウト・デリバリー等の新サ
  ービス展開への支援

対 象 者 県内観光立寄施設

補 助 率 2/3

補助上限 66万円

ポストコロナに向けた誘客促進に係る取組み

例）ＨＰの新設・改修、チラシの作成、バリアフリー環
境の整備、無料Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備、非接触型決済シ
ステムの導入　等

対象経費

①事業者支援型 ②企業グループ支援型

対 象 者 中小企業・小規模事業者
複数事業者で構成される連携
体（企業グループ、組合等）

補 助 率 2/3 2/3

補助上限 100万円 200万円

対象経費 例）テレワーク環境の整備、キャッシュレス機器の導入、受発
注システムの導入、ロボットシステムの導入　等

デジタル化の推進に係る経費

対 象 者
飲食店を営む中小企業・小規模事業者（県内に店舗があ
り、かつ、法人にあっては本社等、個人にあっては住所を
県内に有するもの）

補 助 率 2/3
補助上限 60万円

令和３年４月１日以降に開始したテイクアウト・デリバ
リー等に要する経費

例）印刷物作成、広告掲載、消耗品購入、備品購入、店舗
改修、会場又は備品の借上げ　等

対象経費



（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

34

団体利用の減少等により、特に大きな影響を受けている料亭のポストコ
ロナを見据えた取組みや、やまがた舞子・酒田舞娘の事業継続のための
支援
〈料亭文化支援〉

〈やまがた舞子・酒田舞娘文化支援〉

観光文化スポーツ部
観光復活戦略課
023-630-2486

18
コロナ禍における就労継続支援Ｂ型事業所の厳しい経営状況を踏まえ、
利用者の就労意欲の維持及び事業所の生産活動の継続や障がい者の雇用
機会を確保するため、利用者に対して定額５千円を給付

健康福祉部
障がい福祉課
023-630-2706

（２）地域経済活性化への対応

59
「やまがたGoToEatキャンペーン」のプレミアム付き食事券の利用期間
を９月30日から12月15日まで延長するために必要となる事務費の支援

産業労働部
商業・県産品振興課
023-630-3243

44
新型コロナの影響で落ち込んだ住宅需要の回復に加え、移住・定住促進
のため、市町村との連携による住宅リフォーム支援を増額

県土整備部
建築住宅課
023-630-2646

23
「やまがた文化応援キャンペーン」の対象施設に「料亭・料理屋」を追
加（プレミアム率25％、額面で100円割引の500円クーポン券20万枚（１
億円分）を発行）

観光文化スポーツ部
文化振興・文化財活用
課
023-630-2283

16
県産水産物の消費喚起及び魚価の下支えのため、県産水産物を学校給食
へ無償で提供

農林水産部
水産振興課
023-630-2477

 ④ 学校給食への県産水産物の無償提供

 ③ 「やまがた文化応援キャンペーン」の対象拡充
　（「料亭・料理屋」の追加）

 ⑦ 料亭文化及びやまがた舞子・酒田舞娘文化の維持
　継承等への支援

 ⑧ 就労継続支援Ｂ型事業所を利用する障がいのある
　方への支援金の給付

 ① 「やまがたGoToEatキャンペーン」の期間延長への
　対応

 ② 住宅産業の活性化等に向けた住宅リフォーム支援
　の拡充

補 助 率 10/10

補助上限 200万円

対象経費
技芸取得のための研修、道具や衣装等の更新及び修繕に係
る経費　等

補 助 率 10/10
補助上限 100万円

ポストコロナを見据えた取組みに要する経費

例）ＨＰの新設・改修、バリアフリー環境の整備、無料Ｗ
ｉ－Ｆｉ環境の整備、非接触型決済システムの導入、チラ
シの作成、庭園や客室等の改修　等

対象経費



（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

13
海外との段階的な往来の再開や、北京冬季五輪を契機としたウィンター
スポーツの誘客を見据えた、台湾・中国における現地旅行博への出展、
商談会の開催等

観光文化スポーツ部
観光復活戦略課
023-630-3385

8

ポストコロナを見据え、本県産業の一翼を担う高度外国人材の卵である
留学生の受入拡大のため、県内高等教育機関の情報を一元的に発信する
ポータルサイトの作成、県内高等教育機関による合同オンライン説明会
の開催等

みらい企画創造部
国際人材活躍・コンベ
ンション誘致推進課
023-630-2129

5
県内外から本県の魅力を認識してもらい、ポストコロナの観光誘客に繋
げるため、自宅で気軽に受検できる「山形県版ふるさと観光検定（仮
称）」を創設

観光文化スポーツ部
観光復活戦略課
023-630-2486

（３）県民生活への支援

386
新型コロナの影響を受けて、休業や失業等により収入が減少した世帯の
資金需要に対応するため、生活福祉資金貸付制度の特例貸付を行うため
の貸付原資の増額

健康福祉部
地域福祉推進課
023-630-2269

51
令和３年４月から令和４年３月までに、新型コロナの影響により解雇・
雇止めされた方を対象として、１人５万円の応援金を支給

産業労働部
雇用・コロナ失業対策
課
023-630-2377

10
罹患・重症化リスクが高い医療的ケア児や、休業・失業等を理由に緊急
小口資金等の特例貸付に係る再貸付を利用した生活困窮世帯に対し、県
産不織布マスクを配布

健康福祉部
【医療的ケア児】
障がい福祉課
023-630-2679
【生活困窮世帯】
地域福祉推進課
023-630-2269

（４）感染拡大防止への対応

1,862
新型コロナワクチン接種の一層の加速化を図るため、医療機関に対し、
個別接種の回数に応じた支援や、時間外・休日の集団接種会場への派遣
人数・時間に応じた支援等を実施

健康福祉部
新型コロナワクチン接
種総合企画課
023-630-2219

589

新型コロナの急激な感染拡大により、直ちに入院先が決まらないほど確
保病床が逼迫した場合、症状が悪化した療養者に対し、入院調整の間に
酸素投与、生体モニターでの健康状態の確認等を行う酸素ステーション
を内陸地方と庄内地方の２箇所に設置

健康福祉部
新型コロナワクチン接
種総合企画課
023-630-2315

 ⑤ 段階的なインバウンド復活に向けた誘客プロモー
　ションの展開

 ⑥ 県内高等教育機関への留学生受入拡大のための留
　学オンラインフェア等の実施

 ⑦ 「山形県版ふるさと観光検定（仮称）」の創設

 ① 生活福祉資金の特例貸付期間延長への対応

 ② 解雇・雇止めされた方への応援金の給付

 ③ 医療的ケア児、生活困窮世帯への県産不織布マス
　クの配布

 ① ワクチン接種の促進（接種回数に応じた医療機関
　への支援等）

 ② 急激な感染拡大による病床逼迫時における酸素ス
　テーションの設置



（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

730
政府のＧＩＧＡスクール構想における、高校の１人１台端末の整備方針
を踏まえ、県立高等学校及び県立特別支援学校高等部の貸出用タブレッ
ト端末を整備

教育庁
【県立高等学校】
高校教育課
023-630-3016
【県立特別支援学校】
特別支援教育課
023-630-2873

２　凍霜害・雹害への対応 354

３　諸課題への対応等 14,818

280
令和４年１月以降に出生した新生児を対象として支給を予定していた
「出産支援給付金」（新生児１人当たり58千円）について、令和３年４
月２日～12月31日までに出生した新生児を対象に追加し、遡及して給付

しあわせ子育て応援部
しあわせ子育て政策課
023-630-2668

5

保育料負担を軽減することで、子育てと仕事の両立支援を促進すること
により、保育所等への入所希望者が増えることが想定されるため、民間
立保育所等による保育士用の宿舎借上げや、民間人材バンクを活用した
採用活動に要する経費を市町村と連携して支援

しあわせ子育て応援部
子ども保育支援課
023-630-2117

72
令和３年６月に千葉県八街市で発生した死傷事故を踏まえ、通学時の児
童を交通事故から守るため、県管理道路で早急に安全対策が必要な箇所
に対し、車両防護柵等を設置

県土整備部
道路整備課
023-630-2597

37

新たな雇用創出と経済波及効果が期待される将来のカーボンニュートラ
ルポート形成を見据え、酒田港について、国土交通大臣から洋上風力発
電の拠点となる基地港湾に指定されることを目指し、港湾施設の調査・
検討を実施

県土整備部
空港港湾課
023-630-2401

3
若者に対するがん検査（ワンコイン検診）について、追加の寄附金を踏
まえ、令和３年度分を無料で実施
　※令和２年度までは500円の自己負担あり

健康福祉部
がん対策・健康長寿日
本一推進課
023-630-3035

9,278
新型コロナ患者を受け入れるための空床補償や、軽症者等の宿泊療養の
ためのホテル借上げに必要な事業費が想定を下回ったこと等による新型
コロナ緊急包括支援交付金等の不用額の国庫への返還

健康福祉部
健康福祉企画課
023-630-3136

4,655
国庫補助金の増額内示を受けた公共事業の追加
　道路関係17億円、河川砂防関係２億円、農業農村整備関係16億円
　国直轄事業負担金８億円　等

農林水産部
農政企画課
023-630-2591
県土整備部
管理課
023-630-2515

　  合   計 21,008

 ③ 通学時の児童を交通事故から守るための県管理道
　路の安全対策の実施

 ④ 酒田港の洋上風力発電の基地港湾指定を目指した
　調査・検討

 ⑤ 若者のがん検査の無料化

 ⑥ 過年度に受け入れた新型コロナ緊急包括支援交付
　金等の国庫返還金

 ⑦ 国庫の内示に伴う公共事業の追加

 ② 民間立保育所等における保育士確保の取組みに対
　する支援

 ③ 県立高等学校・特別支援学校高等部における１人
　１台端末の整備

 ① 「出産支援給付金」の対象期間拡大

やちまたし


