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令和２年度６月補正予算(案)の概要 
（新型コロナウイルス感染症対応緊急経済対策関連） 

 

１ 補正予算編成の考え方 
 

今回の補正予算では、新型コロナウイルス感染症の第

２波、第３波の感染に備え、さらなる感染防止対策に取

り組むとともに、疲弊した県内経済を回復し活性化に導

く消費需要の喚起対策や、ＩＣＴ等の活用により、「新し

い生活様式」へ対応するための社会変革を推進する取組

など、国補正予算にも呼応し、県民や事業者の皆様が安

心して日常生活や経済活動を送っていただくために、現

下において実施すべき必要な取組を盛り込み編成した。 

 

２ 総括表 

令和２年度６月補正予算額 

２，１３２億円 （A） 

（うち国２次補正予算関連分 ６８３億円） 

※過去最大の補正予算 

令和２年度緊急対策関連既措置額  １，２１５億円 （B） 

（うち制度融資に係る６月専決額 ４５０億円 ） 

令 和 ２ 年度緊 急 対 策関連 総 額 ３，３４７億円 （A+B） 

（単位 億円） 

区 分 補正額 

Ⅰ 感染拡大の防止 ２２０ 

Ⅱ 県民生活の安定 ２２ 

Ⅲ 県内経済の下支え １，８１４ 

Ⅳ 消費需要の喚起 ２６ 

Ⅴ 社会変革の推進 ５０ 

合 計 ２，１３２           



 

  

 

 



３　関連事業一覧

※ ◇は国庫補助事業（一部単独含む）、◆は県単独事業（一部国庫補助含む）（単位　千円）

うち国２次
補正分

Ⅰ　感染拡大の防止 21,956,993 20,871,049

　１　感染拡大防止対策 13,175,750 12,248,596

◇ 感染症対応に係る医療従事者支援事業 （健康増進課） 61,200 61,200

◇ 保健所業務体制強化事業 （健康増進課） 4,500

◇ 医療関係法事務指導事業 （医務保険課） 5,970

◇ 歯と口腔の健康づくり推進事業 （健康増進課） 9,973

◇ 地域包括ケアシステム基盤整備事業 （長寿社会課） 14,436

◇ 障害者総合支援法施行事務費 （障害者支援課） 396,244 389,188

◇ 介護サービス事業者指導支援事業 （長寿社会課） 2,005,875 2,005,875

◇ 地域子ども・子育て支援事業 （こども政策課） 513,000 513,000

◇ 私立幼稚園等教育支援体制整備事業 （学事文書課） 71,000 71,000

◇ 一時保護所費 （こども家庭課） 30,395 30,395

◇ 一般指導対策事業（厚政課、薬務課、長寿社会課、障害者支援課） 87,984 87,984

児童養護施設等における感染症対策に必要な物品購入への支援等

保護施設・介護施設・障害者施設・児童養護施設等における感染
症対策に必要な消毒液の購入・備蓄

保育所等における感染症対策に必要な物品購入や設備整備への補
助

私立幼稚園等における感染症対策に必要な物品購入等への補助

障害福祉サービス事業所・施設における感染症対策に必要な物品
購入や設備整備への補助等

介護サービス事業所・施設における感染症対策に必要な物品購入
や設備整備への補助

大規模災害発生時の避難所設置数の増加に対応した歯科保健活動
で使用する携帯用ユニット等の追加整備への補助

介護サービス事業所における訪問サービスの安全性向上に資する
衛生資材の配布

医療機関等への医療資材配布を行う人員の県庁・保健所への配置

補 正 額

帰宅困難な医療従事者に対する入院医療機関の宿泊施設確保の取
組への補助

事　業　名　及　び　事　業　概　要

厚生労働省が導入する感染者等情報把握・管理支援システムに対
応したモバイル端末の整備
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

◇ 配偶者暴力等（ＤＶ）対策事業 （男女共同参画課） 2,678 2,678

◇ 新型コロナウイルス流行下における妊産婦総合対策事業 117,292 117,292

（こども政策課）

◇ 看護師等養成所実習補完事業 （医療政策課） 3,756 3,756

◇ 保育人材スキルアップ事業 （こども政策課） 4,000

◆ 山口宇部空港利用促進対策事業 （交通政策課） 7,000

◆ 岩国錦帯橋空港利用促進対策事業 （交通政策課） 5,000

◇ 特別支援学校スクールバス感染症対策事業 （高校教育課） 39,462 39,462

◇ 医療従事者慰労金支給事業 （医務保険課） 4,770,320 4,770,320

◇ 救護施設職員慰労金支給事業 （厚政課） 30,000 30,000

◇ 介護施設等職員慰労金支給事業 （長寿社会課） 3,049,200 3,049,200

◇ 障害者施設等職員慰労金支給事業 （障害者支援課） 1,077,246 1,077,246

◆ 保育所等職員応援給付金支給事業 （こども政策課） 454,219

障害福祉サービス事業所・施設で利用者に接する業務に従事する
職員に対する慰労金の支給（１人当たり５万円等）

国及び県からの要請に基づき運営を継続した私立保育所等の職員
に対する応援給付金の支給（１人当たり５万円）

救護施設で利用者に接する業務に従事する職員に対する慰労金の
支給（１人当たり５万円等）

介護サービス事業所・施設で利用者に接する業務に従事する職員
に対する慰労金の支給（１人当たり５万円等）

スクールバスに乗車する児童生徒の感染リスクの低減を図るため
の増便や車両の大型化等の実施

医療機関で新型コロナウイルス感染症患者の診療に従事する医療
従事者等への慰労金の支給（１人当たり５万円等）

山口宇部空港ターミナルビルにおける感染症対策に係る経費への
補助

岩国錦帯橋空港ターミナルビルにおける感染症対策に係る経費へ
の補助

看護師等養成所が行う医療機関等での臨地実習の代替として学内
実習を行うために必要な資器材等の貸出経費等への補助

ｅラーニング手法による保育士キャリアアップ研修の実施

男女共同参画相談センターにおけるＤＶ被害者等に対するオンラ
インによる面接相談環境等の整備や民間シェルターにおける感染
防止対策への補助

新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対する電話・訪問相談や
希望した妊婦に対するＰＣＲ検査の実施
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

◆ 幼稚園等教職員応援給付金支給事業 （学事文書課） 135,000

◆ 児童養護施設等職員応援給付金支給事業 （こども家庭課） 30,000

◆ 一般管理費 （財政課） 250,000

　２　相談窓口の設置 14,558 14,558

◇ 感染症予防対策事業 （健康増進課） 8,838 8,838

◇ 一般運営事業（保健所） （厚政課） 5,720 5,720

　３　情報発信の充実 48,957 0

◆ 県政広報発信事業 （広報広聴課） 48,957

　４　症状がある方への対応 8,717,728 8,607,895

◇ 新型コロナウイルス感染症検査体制強化事業　　（健康増進課） 281,564 277,391

◇ 救急等医療提供体制強化事業 （医療政策課） 2,177,947 2,177,947

◇ 新型コロナウイルス感染症医療提供体制強化事業（健康増進課） 6,234,647 6,152,557

◆ 職員給与費（保健所） （厚政課） 23,570

Ⅱ　県民生活の安定 2,208,263 1,908,745

　１　学校の臨時休業等に伴って生じる課題への対応 1,041,992 898,661

◇ 保育・幼児教育総合支援事業 （こども政策課） 60,564

登園自粛要請に伴い減少した保育料収入分の公費負担

医療機関や地域外来・検査センターにおける医療設備等整備への
補助、地域外来・検査センターの運営委託、入院患者を受け入れ
る病床の確保等

防疫等業務従事者に対する特殊勤務手当の支給

検査機関におけるＰＣＲ検査機器整備への補助やＰＣＲ検査・抗
原検査の研修及び行政検査の実施委託等

感染の疑いがある患者を受け入れる救急医療機関等として登録さ
れた医療機関に対する診療体制の確保に必要な経費への補助

保健所の電話相談における音声応答機能の導入

県民への感染症予防対策等の周知に向けた臨時広報の実施

新型コロナウイルス感染症対応にあたる会計年度任用職員の配置
や県有施設における消毒対応等

下関保健所における相談体制の強化に対する補助

国及び県からの要請に基づき運営を継続した児童養護施設等の職
員に対する応援給付金の支給（１人当たり５万円）

国及び県からの要請に基づき運営を継続した私立幼稚園等の教職
員に対する応援給付金の支給（１人当たり５万円）
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

◇ 非常勤職員給与費（小学校） （教職員課） 375,871 375,871

◇ 非常勤職員給与費（中学校） （教職員課） 187,280 187,280

◇ 私立学校運営費補助 （学事文書課） 28,000 28,000

◇ 学校業務支援員配置事業 （教職員課） 14,600 14,600

◇ 一般管理費（全日制） （教育政策課） 192,475 184,000

◇ 一般管理費（特別支援） （教育政策課） 53,765 48,000

◆ 施設改造費 （教育政策課） 33,792

◇ 国公立高校生奨学給付金事業 （教育政策課） 30,530 30,530

◇ 私立高校生等奨学給付金事業 （学事文書課） 19,700 19,700

◆ 中学校高等学校体育大会開催費 37,879 10,344

◇ 中学生文化活動活性化事業 （義務教育課） 336 336

◆ 高等学校総合文化祭推進費 （高校教育課） 7,200

新型コロナウイルス感染症の発生により中止となった高校総合文
化祭の代替イベント実施への補助

（学校安全・体育課）

新型コロナウイルス感染症の発生により中止となった高校体育大
会等の代替大会実施・感染症対策への補助や中学校体育大会にお
ける感染症対策への補助等

中学校総合文化祭における感染症対策への補助

低所得世帯の家庭学習を支えるための国公立高校生に対する通信
費への支援

低所得世帯の家庭学習を支えるための私立高校生等に対する通信
費への支援

特別支援学校における校長の判断で感染症対策や学習保障等に必
要な取組を迅速かつ柔軟に実施するための経費等

県立高校における夏季休業中の臨時授業実施に係る特別教室への
スポットクーラーの設置

公立小・中学校における学校の再開に伴い増加する学級担任等の
業務を支援する学校業務支援員の追加配置

県立中学・高校における校長の判断で感染症対策や学習保障等に
必要な取組を迅速かつ柔軟に実施するための経費等

公立中学校における臨時休業等により生じた未指導分への補習等
を支援する学力向上支援員の追加配置

私立中学・高校における臨時休校等により生じた未指導分への補
習等を支援する学習指導員等の追加配置に係る経費への補助

公立小学校における臨時休業等により生じた未指導分への補習等
を支援する学力向上支援員の追加配置
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

　２　経済的困難を抱える世帯への支援 99,856 43,865

◆ 県立大学運営費交付金 （学事文書課） 8,094

◇ 私立専門学校修学支援事業 （学事文書課） 3,865 3,865

◇ ひとり親家庭自立支援給付金事業 （こども家庭課） 40,000 40,000

◆ やまぐち子ども・子育て応援ファンド事業 （こども政策課） 10,000

◆ 職業能力開発支援事業 （労働政策課） 37,897

　３　個人向け緊急小口資金の特例 945,538 945,538

◇ 生活福祉資金貸付事業費補助 （厚政課） 945,538 945,538

　４　事業者の業務継続体制の支援 113,696 16,000

◇ 介護サービス事業者指導支援事業 （長寿社会課） 52,388

◇ 障害者総合支援法施行事務費 （障害者支援課） 31,780

◇ 障害者就労支援事業 （障害者支援課） 16,000 16,000

◇ 障害者安心生活支援事業 （障害者支援課） 13,528

　５　各種相談体制の整備 6,371 3,871

◇ ひとり親家庭等就業支援強化事業 （こども家庭課） 2,500

施設通所を自粛している障害児（者）に対する相談支援専門員の
訪問経費等への支援

母子・父子福祉センターの相談員の増員及び休日相談等の拡充に
よるひとり親家庭等に対する相談体制の強化

近隣の感染発生等により休業を余儀なくされた通所型の障害者施
設等が訪問サービスを実施する際などのかかり増し経費等に対す
る支援

就労障害福祉サービス事業所における生産活動の再開や新たな販
路開拓に必要な経費等への補助

新型コロナウィルス感染症の影響による収入減に伴い一時的な資
金が必要な方に対する緊急貸付

近隣の感染発生等により休業を余儀なくされた通所型の介護施設
等が訪問サービスを実施する際などのかかり増し経費等に対する
支援

子ども食堂における新しい生活様式の導入に必要な経費への補助

倒産やリストラ等により大規模な離職者が生じた場合における
国・県・関係市町が連携した離職者の県内企業への再就職支援

私立専門学校が経済的に困窮する学生に対して実施する授業料減
免への上乗せ支援

児童扶養手当受給世帯等への臨時特別給付金の支給（福祉事務所
未設置５町分）

県立大学における経済的に困窮する学生に対する授業料等減免へ
の補助
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

◇ 子どもの虐待対策体制強化事業 （こども家庭課） 1,675 1,675

◇ 里親養育包括支援事業 （こども家庭課） 2,196 2,196

　６　生活困窮者自立支援制度の利用促進 810 810

◇ 生活困窮者自立支援事業（行政） （厚政課） 810 810

Ⅲ　県内経済の下支え 181,380,808 45,523,600

　１　県内企業への支援 180,399,285 45,503,600

◇ 中小企業制度融資（新型コロナウイルス感染症対応資金） 135,489,500 44,996,600

（経営金融課）

◇ 新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給事業（経営金融課） 2,067,000 507,000

◆ 中小企業制度融資（経営安定資金） （経営金融課） 41,621,500

◆ 信用保証料率軽減事業 （経営金融課） 114,815

◆ 新型コロナウイルス対策取組飲食店応援事業　　（生活衛生課） 10,000

◆ 頑張るお店応援プロジェクト事業 （商政課） 122,000

◆ 中小企業再始動支援事業 （経営金融課） 904,406

地元の金融機関と連携した購入型クラウドファンディングの組成
による利用者が応援したいお店で使える20％のプレミアム付きチ
ケットをあらかじめ購入する仕組みの構築

中小企業における働き方の新しいスタイルへの対応や新製品・新
サービスの開発への補助等

経営安定資金の保証料補助（融資枠の拡充に伴う増）

感染拡大防止対策に取り組む飲食店を紹介する応援サイトの作
成・管理や店頭掲示用ポスターの配布等

新型コロナウイルス感染症対応資金への利子補給（融資枠の拡充
に伴う増）

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した事業者に対す
る金融支援
［融資枠の拡充］460億円⇒1,200億円

離職や廃業、収入が著しく減少したことにより住居を失った方等
に対する住居確保給付金の支給

新型コロナウイルス感染症により売上高が減少した事業者に対す
る金融支援
［融資枠の拡充］1,600億円⇒4,000億円

児童相談所等におけるオンライン会議システムを活用した退所児
童へのフォロー体制等の強化及び児童家庭支援センターにおける
モバイル端末整備への補助

フォスタリング機関における感染症に関する里親・ファミリー
ホームからの相談に対応するための看護師等専門職員の配置
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

◆ 「働き方の新しいスタイル」移行促進事業 （労働政策課） 15,000

◆ 海外展開総合支援事業 （新産業振興課） 9,397

◆ 中小企業スマートビジネス推進事業 （経営金融課） 28,517

◆ 小規模事業経営支援事業 （経営金融課） 17,150

　２　文化・観光等への支援 450,100 0

◆ やまぐち文化プログラム推進事業 （文化振興課） 4,000

◇ 最先端技術を活用した文化資源の魅力発信強化事業 10,000

（社会教育・文化財課）

◆ 総合型地域スポーツクラブ活動再開支援事業（スポーツ推進課） 5,000

◆ スポーツ施設緊急支援事業 2,100

◆ 感染症に負けない！公共交通支援事業 （交通政策課） 429,000

　３　農林漁業者等への支援 531,423 20,000

◆ 花き・野菜等経営持続支援事業 （農業振興課） 239,968

◆ 野菜価格安定対策事業 （農業振興課） 17,564

◆ 酒米生産・醸造継続支援事業 （農業振興課） 25,668

野菜価格の著しい下落に備えた価格差補給事業の交付資金の追加

酒米から主食用米等への品種切り替えに伴う経費や県内酒造会社
が需要量を超えて酒米を購入した場合の倉庫保管料への補助

公共交通事業者が行う感染症対策に係る経費への補助

売上が前年同月比30％以上減少している園芸作物生産者に対する
生産経費への補助

総合型地域スポーツクラブの活動再開に係る活動費への補助

（スポーツ推進課）

水泳場運営事業者が行う感染症対策に係る経費への補助

文化人材バンク「パフォーマーズやまぐち（既設）」の登録者が
イベント等に出演する際の経費への補助

山口博物館が所蔵する文化資源によるＶＲ・ＡＲ技術を活用した
コンテンツの作成・公開等

新商品・新サービスの開発等経費への補助

商工会議所等が実施する県内事業者に対する専門家派遣に係る経
費への補助

働き方の新しいスタイルへの移行に取り組む中小企業のＰＲ動画
制作への支援及びそれを活用した普及啓発

県内中小企業の売上減少等に対する海外でのサプライチェーンの
見直し等に係る経費への補助
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

◆ 肉用牛経営緊急支援事業 （畜産振興課） 53,957

◇ 林業雇用維持緊急対策事業 （森林整備課） 20,000 20,000

◆ 漁業収入安定緊急対策事業 （水産振興課） 127,175

◇ やまぐち農業労働力確保推進事業 （農業振興課） 22,091

◆ ふるさと納税寄附拡大事業 （税務課） 25,000

Ⅳ　消費需要の喚起 2,616,024 0

　１　新型コロナウイルス収束を見据えた観光需要の喚起 1,929,824 0

◆ やまぐち観光需要喚起緊急対策事業 （観光政策課） 1,733,624

◆ やまぐち観光復興キャンペーン広報宣伝事業　　（観光政策課） 104,000

◆ やまぐち観光プロモーション緊急対策事業 （観光政策課） 92,200

　２　新型コロナウイルス収束を見据えた県産品需要の喚起 686,200 0

◆ 小規模事業者応援キャンペーン事業 （経営金融課） 183,000

◆ みんなでたべちゃろ！やまぐちの農林水産物応援事業 503,200

（ぶちうまやまぐち推進課）

商工会等が実施する地域イベント等による地域産品販促等の取組
への補助

和牛や地鶏、日本酒、花き等の500円割引など、やまぐちの農林
水産物を応援する｢みんなでたべちゃろ！キャンペーン｣の実施等

観光誘客施策全体の効果を高めるための県内外への大々的な広報
宣伝の実施

オンライン旅行会社サイトの活用や旅行会社への助成等

返礼品を活用したふるさと納税による農林水産業等事業者への支
援及び新型コロナウイルス感染症対策の財源確保

割引率50％のプレミアム券（宿泊・フェリー）の販売及び誘客イ
ベント開催への支援

漁業者が水産物を大都市圏等へ出荷する際の輸送経費や県民への
水産物の安定供給に取り組む漁業者に対する操業経費（市場手数
料相当）の補助

援農オペレーターの確保・育成に向けた農業大学校における研修
用機械の導入

肉用牛経営（肥育・繁殖）に対する国の経営安定交付金制度では
措置されない部分への県独自の補填

木材生産事業者等の雇用維持のために行う再造林や保育間伐等の
木材生産を伴わない森林整備への補助
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うち国２次
補正分

補 正 額事　業　名　及　び　事　業　概　要

Ⅴ　社会変革の推進 5,050,657 0

　１　学校におけるオンライン授業環境の整備 5,022,732 0

◆ 新たな学びを実現する教育ＩＣＴ推進事業 （教育政策課） 5,011,732

◆ 県立大学運営費交付金 （学事文書課） 11,000

　２　就職・採用活動のオンライン化支援 27,925 0

◆ 就職・採用活動オンライン化緊急支援事業 （労働政策課） 27,925

213,212,745 68,303,394

ＷＥＢ講習会やＷＥＢ対面型キャリアカウンセリングの実施、Ｗ
ＥＢ就職フェアの開催、就職支援サイトの機能強化

合　　計

県立学校における１人１台端末の整備などによるＩＣＴ化及びオ
ンライン学習支援サービスの導入

県立大学における遠隔授業環境の整備等に係る経費への補助
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