
令和２年６月９日

（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

１　医療提供体制強化・感染症拡大への備え 334

 (1) 医療従事者に対する特殊勤務手当の支給 224
新型コロナ感染症外来を設置した病院で、新型コロナ対策に従事した医
療従事者に対し、特殊勤務手当を支給

健康福祉部
健康福祉企画課
023-630-2246

 (2) 避難所における感染症対策物資の備蓄支援 98
災害時の避難所において、３密回避に必要なパーティション、非接触型
体温計など物資の備蓄を支援

防災くらし安心部
防災危機管理課
023-630-2230

 (3) 介護施設における感染症対策物資の備蓄 3
介護施設において集団感染が発生した場合に備え、感染症対策に必要と
なるガウン、フェイスシールド等を備蓄

健康福祉部
長寿社会政策課
023-630-3120

 (4) 感謝のガウン県民運動の展開 2
医療現場や高齢者施設等の福祉事業所等においてガウンが不足しないよ
うに「感謝のガウン県民運動」として、ガウン作製に係る材料を提供

防災くらし安心部
消費生活・地域安全課
023-630-3238

２　新・生活様式の定着関連 3,472

既決
予算
対応

○県内各所にのぼり旗を配置
○新型コロナ感染防止対策に取り組んでいる事業者に対し、市町
村と連携して「新型コロナ対策宣言店」の木製プレートを交付

【のぼり旗】
防災くらし安心部
防災危機管理課
023-630-2671
【宣言店木製ﾌﾟﾚｰﾄ】
防災くらし安心部
食品安全衛生課
023-630-2567

令和２年度６月補正予算案の事業概要

 (1) 新・生活様式の普及啓発
　（のぼり旗、宣言店木製プレートの設置）
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（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

2,076

中小企業・小規模事業者等が、新・生活様式に対応する店舗の改修や設
備を導入する経費に対する支援

産業労働部
中小企業振興課
023-630-2393

 (3) 事業者の職場環境オンライン化支援 153
中小企業・小規模事業者等が、在宅勤務やＷｅｂ商談会等を行うため
の、職場のテレワーク環境整備を支援

産業労働部
中小企業振興課
023-630-2393

 (4) 事業者の空調設備等更新支援 15
中小事業者の、従業員のマスク着用や換気により稼働が増える空調設備
等の更新費用に対し支援

環境エネルギー部
環境企画課
023-630-2921

5
新・生活様式を取り入れた接遇スキル向上のため「新ＯＭＯＴＥＮＡＳ
ＨＩ」研修として、オンライン研修を実施

観光文化スポーツ部
ｲﾝ･ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ推進課
023-630-3385

151
学校内や家庭において生徒が安心して学習を行えるよう、県立・私立高
校生のオンライン学習に向けたタブレット端末等を整備

 (7) 県立・私立高校のエアコンの段階的な整備 860
夏場の適切な学習環境の確保を図るため、県立・私立高校の教室のエア
コンについて、段階的に整備

 (8) 小学校における社会科見学の３密対策等への支援 20
小学校４年生の社会科で行われる公共施設の訪問・見学について、市町
村が３密対策として、バスの台数を増やすための掛増し経費や、文化芸
術に触れあう機会の創出を支援

教育庁
教育政策課
023-630-2908

 (2) 新・生活様式に対応する事業者の設備投資等
　への支援
　 ① ガイドライン対応型
 　② 中小企業支援型
　 ③ 小規模事業者支援型

 (5) 新・生活様式に対応した観光事業者向け研修の
　実施

 (6) 県立・私立高校のオンライン学習に向けた端末等
　整備

【県立高校】
教育庁
教育政策課
023-630-2908
【私立高校】
総務部
学事文書課
023-630-2191

①ガイドライン対応型 ②中小企業支援型 ③小規模事業者支援型
対 象 者 全事業者(大企業等を除く) 中小企業 小規模事業者
補 助 率 10/10 3/4 3/4
補 助 額

〔事業費〕
上限 20万円

90～450万円
〔120～600万円〕

30～60万円
〔40～80万円〕

負担割合 県1/2、市町村1/2 国1/2、県1/4 国1/2、県1/4

例）対面箇所へのアクリル
板、換気装置、出入口のく
つ消毒マット等の設置、マ
スク・消毒液の購入　等

件　　数 15,000件 50件 550件

対象経費

感染防止対策に係る経費
※ ４月７日〔政府の緊急事態宣言の発令日）まで遡及可能

例）店舗改装、機械・装置の導入、専門家からの指導・
助言、販路開拓の広告宣伝　等
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（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

 (9) 県庁における職場環境オンライン化推進 80
県庁自らも「新・生活様式」を実践していくため、モバイルＰＣ等を大
幅に拡充するなどによるテレワーク環境の整備

みらい企画創造部
ICT政策推進課
023-630-3110

３　雇用の維持・確保、経営の安定 841

 (1) 雇用調整助成金の申請代行支援、相談窓口の延長 51
雇用調整助成金の申請手続きを円滑に進めるため、事業者が社会保険労
務士等に申請事務を依頼する場合の手数料について、市町村と連携して
支援。さらに当初６月末までとしていた相談窓口を９月末まで延長

産業労働部
雇用対策課
023-630-2379

36 県外からの移住によって事業を引き継ぐ事業者等に対し奨励金を給付
産業労働部
中小企業振興課
023-630-3950

 (3) さくらんぼ緊急価格安定対策 501

価格低下が懸念されるさくらんぼについて、生産者の経営の安定化を図
るため、今年度に限り、現在運用されている価格安定制度のスキームを
活用し、生産者・ＪＡ等が公益社団法人 山形県青果物生産出荷安定基金
協会を通して行う独自の再生産対策に、県と市町村が連携して補助

農林水産部
園芸農業推進課
023-630-2466

 (4) 花き農家の種苗経費補助 87
売り上げが大幅に減少した花きの再生産が可能となるよう、次期作に向
けた種苗更新に係る経費を市町村と連携して支援

農林水産部
園芸農業推進課
023-630-2466

45
肥育農家の経営安定と生産基盤の維持を図るため、肉用牛肥育経営安定
交付金制度（牛マルキン）で補填されない分を市町村と連携して上乗せ
支援

農林水産部
畜産振興課
023-630-2473

96
漁業者の経営安定を図るため、魚介類の流通に必要な魚箱に係る経費を
市町村と連携して支援するとともに、県産水産物の消費拡大を図るた
め、学校給食への無償提供

農林水産部
水産振興課
023-630-3330

 (2) 県外からの移住等による事業承継
　・雇用継続奨励金

 (5) 肥育農家の経営安定支援
　（牛マルキンの上乗せ）

 (6) 漁業者支援
　(資材費補助、県産水産物を小中学校等給食
　に無償提供)
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（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

４　産業振興、経済活性化 31,143

1,563

県民の県内での消費活動を喚起し、地域経済の回復につなげるため、飲
食店、小売店、生活関連サービス、文化芸術、プロスポーツ等で使え
る、２５０円割引の５００円クーポンを合計４８０万枚、額面にして
２４億円分を発行

【飲食店、小売店、
生活関連サービス】
産業労働部
商業・県産品振興課
023-630-3370
【文化芸術】
観光文化スポーツ部
文化振興・文化財課
023-630-2283
【プロスポーツ】
観光文化スポーツ部
スポーツ振興・地域活
性化推進課
023-630-3156

1,083

○第２弾の観光消費喚起に向け、「県民泊まって元気キャンペーン」と
して、県内宿泊施設で利用できる、５００円割引の１，０００円クーポ
ンを１５０万枚発行
○貸切バス・タクシーの需要回復を図るため、「『バス・タク旅』やま
がた巡り事業」として、県内貸切バス・タクシーを活用した旅行商品の
販売を促進

観光文化スポーツ部
観光立県推進課
023-630-2371

28,377

中小企業・小規模事業者等を支援するため、市町村、金融機関と連携し
ながら実施している無利子融資制度に係る資金需要の増加に対応し、４
月補正予算で増額した融資枠を、さらに大幅に増額
（７５０億→２，４１７億）

産業労働部
中小企業振興課
023-630-3950

 (4) わくわく「やまがたの山」自然体験ツアーの展開 24

外出自粛生活が長く続いた県民の心と体の健康づくりに資するととも
に、地域活力の回復を図るため、「やまがたの山」を核としたトレッキ
ングツアーや幼稚園児・保育園児等を対象とした日帰りバスツアーを実
施

環境エネルギー部
みどり自然課
023-630-3173

 (5) 山形空港及び庄内空港の利用回復・再生 20
航空需要の早期回復に向け、各航空会社の知見を活かして、航空便を利
用した旅行商品の割引や山形県の認知度向上・定着を図る取組み等を展
開

みらい企画創造部
総合交通政策課
023-630-3017

 (1) 飲食店、小売店、生活関連サービス等消費応援
　クーポン

 (2) 第２弾観光消費喚起に向けたキャンペーン事業
　（県民泊まって元気キャンペーン）
　（「バス・タク旅」やまがた巡り事業）

 (3) 商工業振興資金の拡充
　（無利子融資枠の拡大）

・政府による無利子融資制度(３年間)に先立ち、県と市町村、金融機関が
連携した無利子融資を制度化 (令和２年３月１６日から開始)

・全国的にも例を見ない「貸付期間の全期間(１０年間)を無利子・無保証
料制度」で県内中小企業・小規模事業者の資金繰りを支援
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（主なもの）
補正額
(百万)

事業内容
担当課
照会先

５　学生、困窮者等の支援 290

 (1) 県内・県外の学生や県内留学生への支援 147
経済的な影響を受けている県内の学生・留学生や県外に在住する本県出
身の学生に対し、県産米などの「食」を提供するとともに、県内の学
生・留学生に対しオンライン授業の環境整備や修学継続を支援

【県内学生･留学生】
総務部
学事文書課
023-630-3305
みらい企画創造部
国際人材活躍支援課
023－630-2124
【県外学生】
みらい企画創造部
移住・定住推進課
023-630-2235

 (2) 生活困窮者への食の支援 24
生活困窮者を支援するため、生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯に対
し、県産米を提供

健康福祉部
地域福祉推進課
023-630-2269

 (3) 解雇・雇止めされた労働者への生活支援 14 解雇・雇止めされた労働者への生活支援
産業労働部
雇用対策課
023-630-2379

６　「山形県新型コロナ対策応援金」の活用 44

6
医療従事者等への感謝と応援の気持ちを伝えるブルーライトアップや訪
問演奏

【ライトアップ】
防災くらし安心部
消費生活・地域安全課
023-630-3238
【訪問演奏】
観光文化スポーツ部
文化振興・文化財課
023-630-2283

 (2) 生活困窮者への食の支援〔再掲〕 24
生活困窮者を支援するため、生活福祉資金の特例貸付を受けた世帯に対
し、県産米を提供

健康福祉部
地域福祉推進課
023-630-2269

 (3) 解雇・雇止めされた労働者への生活支援〔再掲〕 14 解雇・雇止めされた労働者への生活支援
産業労働部
雇用対策課
023-630-2379

　  合   計 34,677

 (1) 医療従事者等への感謝と応援の気持ちを伝える
　ライトアップ、訪問演奏
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