
（単位：千円）

1 防災対策部 111 地域減災対策推進事業費
避難所における感染防止対策を万全にするため、市町を対象とした補助
金に感染症対策の枠を設け、市町の取組を支援します。

17,500

2 防災対策部 112
消防法関係免状交付、資
格者講習事業費

危険物取扱者保安講習及び消防設備士義務講習実施時における感染
防止対策を強化するため、参加者の分散化を図り、密集を防止すること
を目的に、講習会場の追加を行います。

1,658

3 戦略企画部 行運5 報道等事業費
新型コロナウイルス感染症に関する緊急記者会見における手話通訳を
実施します。また、感染情報をはじめとした報道発表資料を提供します。

1,694

4 総務部 行運6
スマート自治体推進事業
費

新型コロナウイルス感染症対策を機に普及したWeb会議を円滑に行うこ
とを可能にするため、各部局が行う大規模若しくは複雑なWeb会議の運
用に必要な機器設営等の支援を行います。

3,960

5 医療保健部 122
介護保険サービス事業者・
施設指定事業費

新型コロナウイルス感染症が発生した介護事業所等に対し、通常の介護
サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を
行います。

155,644

6 医療保健部 122
介護サービス施設・設備整
備等推進事業費

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、衛生用品等の備蓄を
進めるとともに、簡易陰圧装置・換気設備の設置や多床室の個室化改修
に必要な経費に対し補助を行います。

140,561

7 医療保健部 124 事務費
患者発生時の保健所における積極的疫学調査業務を支援するため、会
計年度任用職員を任用します。

2,616

8 医療保健部 131
地域自殺対策緊急強化事
業費

新型コロナウイルス感染症に係るこころのケア相談や医療従事者等のこ
ころの相談、夜間・休日の自殺予防電話相談など強化した相談体制を確
保します。

13,618

9 医療保健部 132
精神科救急医療システム
運用事業費

毎夜間及び休日等において精神疾患の急性発症若しくは症状の急変に
より医療が必要となった方のうち、新型コロナウイルス感染症患者(疑い
がある方を含む）に対する精神科医療体制を確保します。

22,154

10 医療保健部 146 防疫対策事業費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備え、入院受入病床を有する
医療機関に対する空床補償や宿泊療養施設の確保、個人防護具等の
資機材の計画的な備蓄を行うとともに、感染対策に従事する職員の人材
育成、資質向上に努めます。

37,838,858

11
子ども・福祉
部

131
生活福祉資金貸付事業補
助金

生活福祉資金貸付事業のスムーズな償還のために、貸付を受けている
人の相談に対応するための相談員設置経費や債権管理のための経費
などについて補助を行います。

73,272

12
子ども・福祉
部

131 生活困窮者自立支援事業

新型コロナウイルス感染症に伴い増加する生活困窮者からの相談に十
分な対応をするため、相談支援員を増員し、自立相談支援機関の体制を
強化するとともに、住居確保給付金の増額を行います。
また、保護施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止
のため、県が衛生用品を一括購入し配布するとともに、新型コロナウイル
スの感染が発生した施設等に対し、建物や設備の消毒を事業者へ依頼
する際の経費を補助します。

12,687

13
子ども・福祉
部

132 障害者介護給付費負担金

障害福祉サービス事業所等における感染症対策の徹底のため、必要と
なるかかり増し費用に対し補助するとともに、県においてマスク・消毒液
等の備蓄のため、衛生用品を購入します。
また、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、障害福祉
サービス事業所等におけるＩＣＴ・ロボット導入に係る費用に対し補助しま
す。

468,889

14
子ども・福祉
部

133 国児学園運営費
国児学園において新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要なマスク、
消毒液等を購入します。

500
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15
子ども・福祉
部

133 児童一時保護事業費

新型コロナウイルス感染症に保護者が感染し、親族等養育者が不在の
場合の児童を一時保護するため、宿泊施設を借り上げます。
また、児童相談所において新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な
マスク、消毒液等を購入します。さらに、感染症対策として、北勢及び中
勢児童相談所の一時保護所の一部をバス・トイレ付きの個室に改修しま
す。

33,142

16
子ども・福祉
部

133 児童養護施設費

児童養護施設等職員に対して、感染防止対策に関する相談窓口を設置
します。また、専門家による派遣指導を行う等、継続的なサービス提供が
可能となるよう支援を行います。
さらに、児童養護施設等に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に
必要なマスク、消毒液等の購入及び人件費等のかかり増し経費を補助し
ます。

62,876

17
子ども・福祉
部

133 家庭的養護推進事業費
里親、ファミリーホームに対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に必
要なマスク、消毒液等の購入を補助します。

6,700

18
子ども・福祉
部

212 女性相談事業費
女性相談所において新型コロナウイルス感染症拡大防止に必要な空調
機器の更新を行います。

6,609

19
子ども・福祉
部

212
DV対策基本計画推進事業
費

新型コロナウイルス感染症の影響によるストレスや収入減による不安か
らDVの増加が懸念されることから、相談しやすい環境を整え、早期の適
切な支援につなげられるよう、ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）による相談を実施します。

4,409

20
子ども・福祉
部

232
若年層における虐待予防
事業費

予期しない妊娠等に悩む若年層が相談しやすい環境整備の一環として、
ＳＮＳ（ＬＩＮＥ）による相談を実施します。

3,026

21
子ども・福祉
部

232 健やか親子支援事業
ウイルスに感染した希望する妊産婦に対し、退院後、助産師や保健師等
が訪問による専門的な相談・支援を実施します。

15,005

22
子ども・福祉
部

233 保育対策総合支援事業費

保育所等における感染症防止対策等の取組を支援するため、感染症対
策などについて気軽に相談できる窓口の設置、および専門家による派遣
指導等を行います。
また、感染症対策として、認可外保育施設がマスクや消毒液等の衛生用
品等を購入する費用や消毒に要する経費に対して補助します。

95,599

23
子ども・福祉
部

233
地域子ども・子育て支援事
業

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等により、ファ
ミリー・サポート・センター事業を利用する場合において、市町が利用料
相当額を支援する事業等に対して補助します。

358

24
子ども・福祉
部

233 放課後児童対策事業費

放課後児童クラブ等における感染症防止対策等の取組を支援するた
め、感染症対策などについて気軽に相談できる窓口の設置、および専門
家による派遣指導等を行います。
また、新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校の臨時休業等によ
り、放課後児童クラブを午前中から開所するために必要な経費等を支援
する市町に対して補助します。

118,565

25
子ども・福祉
部

233
認定こども園等整備事業
費

新型コロナウイルス感染症対策のための衛生用品購入等の環境整備を
行った市町および幼稚園の設置者に対してその経費を補助します。

89,000

26 環境生活部 154 環境試験研究管理費
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に係る換気・冷暖房等の対
応を強化するため、冷暖房用冷温水機真空消耗部品及び溶液ポンプ交
換を実施します。

6,038

27 環境生活部 211 企画調整費 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 39

28 環境生活部 211 人権センター管理運営費 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 83
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29 環境生活部 211 同和問題等啓発事業費

新型コロナウイルス感染症に伴い、SNS等で行なわれているデマや誹謗
中傷は、人権を侵害するだけでなく、いたずらに人々の不安を煽り、感染
拡大防止の妨げにもなることから、ラジオ放送を活用し、県民一人ひとり
に、正しい情報に基づいた冷静な行動を呼び掛けます。

4,752

30 環境生活部 211
インターネット人権モニター
事業

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴いインターネット上の誹謗中
傷、差別的書き込みが増え問題になっており、モニタリングの課題に加え
現状の把握が必要なため、インターネット上の差別的書き込みのモニタリ
ング対象に新型コロナウイルス感染症を加え、実態把握を行います。

799

31 環境生活部 212
性犯罪・性暴力被害者支
援事業費

新型コロナウイルス感染症の影響による性暴力被害の増加や深刻化が
懸念される中、若年層をはじめ誰でも気軽に相談ができ、早期に適切な
支援につなげられるようSNS相談を実施します。

1,126

32 環境生活部 213
外国人住民に対する情報
や学習機会の提供事業費

外国人住民に新型コロナウイルス感染症に関する情報を７言語（ポルト
ガル語、スペイン語、フィリピノ語、中国語、英語、ベトナム語、日本語）で
年間２０件提供します。

968

33 環境生活部 213
外国人住民の安全で安心
な生活への支援事業費

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因する困りごとを抱える外国
人住民の相談対応を行うため、みえ外国人相談サポートセンターに、新
型コロナウイルス感染症対応の相談員１名を１年間配置するとともに、専
門家による相談会を年間２４回実施します。

6,914

34 環境生活部 213 外国青年招致事業費
新規のCIR（国際交流員）の来日時に、CIRに対して、新型コロナウイルス
感染症対策として実施する隔離対策・PCR検査・健康診断に係る費用を
負担します。

1,090

35 環境生活部 227 文化活動再開支援事業費

文化団体等がホール等を円滑に利用できるようにするため、県内市町の
劇場・音楽堂等の管理運営者向けの実地研修会を総合文化センターで
実施します。
また、文化団体等が総合文化センターのホール等を利用する際の施設
利用料及び楽屋や空調設備等の付属設備の利用料の一部を補助しま
す。

18,519

36 環境生活部 227 図書館管理運営費 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 776

37 環境生活部 227 総合博物館管理運営費 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 296

38 環境生活部 227 美術館管理運営費 新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 366

39 環境生活部 227
斎宮歴史博物館管理運営
費

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 151

40 環境生活部 331 渡航事務費
旅券センター及び各旅券コーナーは、不特定多数の一般来所者が出入
りする窓口であることから、感染者発生に伴う窓口閉鎖というリスクを回
避するため、申請窓口及び執務部分における感染症対策を実施します。

680

41 環境生活部 行運1 ＮＰＯ活動支援推進事業費
オンラインを活用した地域課題解決のための相談や助言、情報提供等を
実施するとともに、新しい生活様式に対応した活動事例を活用したワーク
ショップを実施し、ＮＰＯの活動再開を支援します。

4,766

42 環境生活部 行運1
みえ県民交流センター管
理事業費

みえ県民交流センターにおいて、NPO法人設立や会計相談業務を行う際
の感染症対策を実施します。

50

43 地域連携部 241
三重とこわか国体・三重と
こわか大会開催事業費

三重とこわか国体、三重とこわか大会において新型コロナウイルス感染
症対策に取り組みます。また、市町等が実施する競技別リハーサル大
会、競技会等における新型コロナウイルス感染症対策を支援します。

451,933

44 地域連携部 241
三重交通Ｇ　スポーツの杜
鈴鹿事業費

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 685

45 地域連携部 241
三重交通Ｇ　スポーツの杜
伊勢事業費

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 788
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46 地域連携部 241
ドリームオーシャンスタジア
ム事業費

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 26

47 地域連携部 241
県営ライフル射撃場事業
費

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、消毒液等を購入します。 24

48 地域連携部 241 競技力向上対策事業費
競技力向上のための強化練習等における感染防止対策に取り組みま
す。

9,758

49 地域連携部 242 地域スポーツ推進事業費
県主催のイベントや研修会等を開催するにあたり、新型コロナウイルス
感染防止対策を講じます。

201

50 地域連携部 242
地域スポーツイベント開催
事業費

県民の皆さんがスポーツに親しむ機会の充実を図るため、新型コロナ感
染症対策を講じ、美し国三重市町対抗駅伝を開催します。

500

51 地域連携部 242
東京2020大会に向けた
「オール三重」推進体制構
築事業費

オリンピック聖火リレー及びパラリンピック聖火フェスティバルについて
は、市町及び関係機関等と連携し新型コロナウイルス感染症対策を講
じ、安全に実施するとともに、東京2020大会や三重とこわか国体・とこわ
か大会へにつなげます。また、事前キャンプについては、感染対策を含
めた安全な受け入れ態勢を構築するとともに、地元住民との交流事業を
行います。

41,448

52 地域連携部 251
豊かな自然の中で安心し
て楽しめる南部地域魅力
発信事業費

新型コロナウイルス感染症の拡大により、密を避けて豊かな自然等を満
喫できる南部地域への教育旅行の需要が高まっている中、今後も教育
旅行の目的地として選ばれ続けるよう、子どもの目線での魅力を発信す
るとともに、体験プログラムの開発・改善や受入体制構築等への支援、
県内外への教育旅行向けメニューの発信を行います。

21,121

53 地域連携部 252
さあ出かけよう、熊野古道
再発見旅事業費

密を避けて旅行したいというニーズに応えるため、古道周辺でこれまであ
まり紹介されていなかった隠れた魅力を、地元の方々がインタビュー形
式で高画質映像により紹介します。また、それらの魅力を行程に組み入
れた体験ツアーを実施して、より多くの来訪者誘致に取り組みます。

6,450

54 地域連携部 255 地方連絡調整費
地域防災総合事務所等において、新型コロナウイルス感染症対策とし
て、来所者のために必要な消毒液等を購入します。

323

55 地域連携部 352
新型コロナウイルス感染症
に対する交通事業者支援
事業費

新型コロナウイルスとの戦いが長期化の様相を見せる中で、公共交通の
維持・確保を図るため、引き続き、県内交通事業者が行う感染拡大防
止、利用回帰に向けた取組や安定的な運行に要する経費を支援します。

470,664

56 農林水産部 312
食肉センター流通対策事
業費

新型コロナウイルス感染症の食肉センター従業員への感染を防止し、と
畜業務の継続性を確保し、牛・豚の安定的な出荷や食肉の安定流通を
維持するため、感染症予防の衛生資材や備品の購入費の一部を補助し
ます。

2,000

57 農林水産部 312
農業経営近代化資金融通
事業費

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている農業者の資金
繰りを支援するため、令和３年度も継続して、経営継続に必要な融資に
対して利子にかかる負担を軽減します。

18,417

58 農林水産部 314
漁業近代化資金融通事業
費

新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている漁業者の資金
繰りを支援するため、令和３年度も継続して、経営継続に必要な融資に
対して利子・保証料にかかる負担を軽減します。

16,982

59 雇用経済部 321
中小企業支援「新たな日
常」（BCP）推進事業費

中小企業・小規模企業が事業継続力強化計画の実現を通じて、感染拡
大や自然災害への対策を行うとともに、経営力の向上が図られるよう、
計画に基づき実施する取組費用の一部を補助します。

30,000

60 雇用経済部 321 中小企業金融対策事業費

新型コロナウイルス感染症拡大の収束が見通せない中、県内中小企業・
小規模企業を取り巻く経営環境は依然厳しい状況にあることから、セーフ
ティネット資金（新型コロナウイルス感染症対応）を継続して実施するな
ど、事業者の資金繰りを強力に支援します。

6,713,685



番号 部局名 施策 細事業名 事業概要 事業費

61 雇用経済部 321
三重県中小企業支援ネッ
トワーク推進事業費

「新型コロナウイルス感染症対応資金」等を利用している中小企業・小規
模企業が、順調に借入を返済し、事業を発展的に継続できるよう支援を
行う経営改善コーディネーターを、三重県中小企業支援ネットワークの事
務局である三重県信用保証協会に配置します。コーディネーターがリー
ダーとなって、経営課題等を抱える事業者を商工会・商工会議所、金融
機関などの関係機関と連携して支援します。

111,442

62 雇用経済部 322 工業試験研究管理費
工業研究所において、来所者の受付、施設全般の消毒及び試験・研究
室の３密防止を行うために必要な消耗品を購入します。

864

63 雇用経済部 322
中小企業・小規模企業の
課題解決支援事業費

オンライン技術相談を実施するための通信インフラの整備や、県内の中
小企業・小規模企業に対する工業研究所の依頼試験手数料及び機器開
放使用料の減免を行います。

15,198

64 雇用経済部 322 国内販路開拓支援事業費

県内ものづくり中小企業の受注減少しているなか、販路開拓機会の確保
及び取引拡大支援を行います。また、「新しい生活様式」としてリモート
ワークや非対面での商談等に対応するため、営業活動のデジタル化に
係る取組を支援します。

11,028

65 雇用経済部 323 スタートアップ支援事業費

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う新たな社会課題の解決や、「新し
い生活様式」の実現に向けて、革新的なビジネスモデルや技術により対
応しようとする世界中の大企業・ベンチャー企業等からアイデアを募集
し、開発にかかるサポートや実証試験の実施など社会実装の支援を行う
ことで、全国に先駆けて、感染防止対策や「新しい生活様式」のモデルを
構築します。

178,520

66 雇用経済部 323
みえセレクション運営・販
路創出支援事業費

全国規模の小売店およびその小売店のWebサイトでの三重県フェアを開
催することで、県産品の認知度向上や新たな顧客の獲得など、販路拡大
につなげます。

9,277

67 雇用経済部 323
「みえの食」儲かる輸出ビ
ジネスサポート事業費

商社機能を有する県内事業者および当該事業者の現地駐在員等のネッ
トワークを活用し、新たな商流の開拓が可能な県産品の掘り起こしや県
産品の効率的な販路拡大を支援します。

18,060

68 雇用経済部 323
食のローカル・ブランディン
グ推進事業費

ECサイト等での売上増加を図るため、オンラインでの効果的な販売手法
等に関する連続講座を開催し、情報発信力および販売力の強化を支援
します。

5,442

69 雇用経済部 324 四日市港振興事業費
四日市港ポートビル内の感染防止対策を強化するため、空調設備の改
修等を行います。また、クルーズ船受入時の感染症対策として、感染者
の一時待機用テントの設営・管理を行います。

10,922

70 雇用経済部 331
太平洋・島サミット推進事
業費

太平洋・島サミットを安全・安心に開催するため、会議開催に必要な新型
コロナウイルス感染症対策を講じるとともに、地域の魅力を発信し地域経
済回復に資する気運醸成事業を展開します。

21,572

71 雇用経済部 331
観光デジタルトランス
フォーメーション推進事業
費

観光におけるＤＸを推進し、「新しい生活様式」を踏まえた旅行者のニー
ズに対応するため、県がこれまでに蓄積したデータやコンテンツ、デジタ
ルツールを活用した事業を連携・連動させ、デジタルを活用した取組を実
践できるプラットフォームを構築するとともに、プラットフォームを活用し得
られたデータを、県内観光事業者のサービス提供の向上や商品開発な
どにつなげ、地域の特性を生かした魅力的な観光地づくりを促進します。

127,923

72 雇用経済部 331
安全・安心な観光地づくり
推進事業費

観光地の安全・安心の確保の取組を強化し、感染症予防対策と経済活
動を両立させるため、県内観光事業者に対して「ニューノーマル」への対
応の支援などを行うアドバイザーの派遣や、最先端技術を活用し地域の
特性や課題に対応した感染症予防対策の展開など、安全・安心な観光
地づくりを促進する取組を行います。

65,045

73 雇用経済部 331
みえ観光の産業化推進委
員会負担金

新型コロナウイルス感染症の影響により多大な影響を受けた県内観光
関連産業を支援するため、宿泊施設の割引クーポンの発行など、旅行需
要を喚起するための取組を実施します。

1,000,095

74 雇用経済部 331
海外ＭＩＣＥ誘致促進事業
費

新型コロナウイルス感染症の影響などの環境変化をふまえ、収束後の国
際会議の動向および開催地・観光地としてのブランド確立に向けたMICE
誘致の活用について調査を実施します。

20,083



番号 部局名 施策 細事業名 事業概要 事業費

75 雇用経済部 331
アフターコロナ・インバウン
ド復活事業費

インバウンド再開後、国内の観光地間の競争に打ち勝ち、訪日需要をい
ち早く取り込むため、現地に強いネットワークを持つ事業者等とも連携
し、オンラインで体験できるバーチャルツアーなどを効果的に活用した新
たなスタイルの商談会や誘客イベントを開催するとともに、外国人向けの
料金割引を伴う宿泊・体験キャンペーンなどに取り組みます。

46,399

76 雇用経済部 332 県産品流通促進事業費
県産農林水産物や加工品、地場産品の生産・販売に携わる県内事業者
を支援し、消費喚起を図るため、「オール三重！全力応援サイト　三重の
お宝マーケット」（ＥＣポータルサイト）のさらなる利用促進を図ります。

12,000

77 雇用経済部 332
「新たな日常」に対応した
伝統産業・地場産業の魅
力発信事業費

伝統産業・地場産業事業者が、リアルに加えオンラインを活用した「新た
な日常」に対応する多元的な情報発信、販路開拓等を行えるよう支援し
ます。

8,154

78 雇用経済部 332
首都圏営業拠点推進事業
費

三重テラス運営事業に係る納付金の減免や、三重テラスにおいて安全・
安心への消費者ニーズに対応するため、非接触・非対面サービスを提供
します。

5,258

79 雇用経済部 333
サプライチェーン多元化・
販路拡大支援事業費

新型コロナウイルス感染症の拡大により大きな影響を受けたサプライ
チェーンの多元化や、停滞する輸出に対応した新たな販路開拓を推進す
るため、県内中小企業が行う調達先や販路の拡大を支援します。

57,273

80 雇用経済部 333
海外販路開拓ミッション事
業費

県内中小企業のサプライチェーンの多元化を推進するため、海外ミッショ
ンを通じて、調達先や販路の開拓を支援します。

14,423

81 雇用経済部 341 労働力需給調整事業費

新型コロナウイルス感染症の影響から生じた雇用の需給ミスマッチを解
消するため、関係機関と連携し、従業員の送り出しを希望する企業と、そ
の受け入れを希望する企業の情報収集を行うとともに、Ｗｅｂサイトへの
掲載やマッチング支援等を行います。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により、就労機会を失った方々
の雇用の受け皿を創出するため、民間事業者等が失業者を雇用したうえ
で、能力開発等を行う取組に対して支援金を交付します。

591,679

82 雇用経済部 342
障がい者のテレワーカー
育成事業費

障がい特性等により通勤が困難な障がい者を専門の支援員が一括して
雇用管理や業務のサポートを行うことで、障がい者の就労を可能とする
サテライトオフィスを活用した雇用の推進について研究します。

894

83 雇用経済部 342
働き方改革総合推進事業
費

新型コロナウイルス感染症の影響を、テレワーク等の柔軟な働き方の普
及の好機と捉え、テレワーク導入に意欲ある企業等へのアドバイザー派
遣を実施するなど企業におけるテレワークの導入を支援することにより、
新たな働き方を実現し、誰もが働きやすい職場づくりを一層進めます。

6,408

84
部外（議会
事務局）

613 議会運営事業費 会議開催に係る消毒液等を購入します。 1,056

85 警察本部 112 災害警備対策費
感染リスクのある現場に職員を派遣する際に使用するため、感染防護衣
を購入します。

3,190

86 警察本部 141 刑事警察費
取調室に設置する感染症防止対策用除菌脱臭機を購入します。また、
検視時に使用する感染症防止資材（マスク、簡易感染防護衣、遺体収納
袋等）の購入、感染性廃棄物の処理を行います。

7,050

87 警察本部 142
運転免許センター中型汎
用電算機運用経費

新型コロナウイルス感染症対策により、運転免許証の有効期間を延長す
る手続きに必要な印字用紙を購入します。

198

88 教育委員会 213
社会的自立をめざす外国
人生徒支援事業費

新型コロナウイルス感染症の影響下において、外国人生徒にきめ細かい
指導を行うため、外国人生徒支援専門員を配置します。

4,930

89 教育委員会 213
多文化共生社会のための
外国人児童生徒教育推進
事業費

新型コロナウイルス感染症の影響下において、外国人児童生徒への日
本語指導、適応指導に取り組む市町に対し、補助を行います。

4,760

90 教育委員会 221 委員会総務費
教育委員会事務局において、新型コロナウイルス感染症対策用の消毒
液を購入します。

45

91 教育委員会 221 高校芸術文化祭費
みえ高文祭の開催に際し、生徒の密を避けるため作品の搬出入を委託
します。

228



番号 部局名 施策 細事業名 事業概要 事業費

92 教育委員会 221
高校生安心安全通学支援
事業費

高等学校における登下校時の「３つの密」を回避するため、臨時バスを運
行します。

173,123

93 教育委員会 221 小中学校指導運営費

新型コロナウイルス感染症の影響下において、児童生徒の学習サポート
を行う学習指導員を配置します。また、小中学校におけるオンライン教育
推進のため、初期段階対応GIGAスクールサポーター等による支援を行
います。

164,641

94 教育委員会 221
県立学校児童生徒等健康
管理事業費

県立学校において、新型コロナウイルス感染症対策のため、消毒液等を
購入します。

47,426

95 教育委員会 222
高等学校学力向上推進事
業費

オンライン教育に係る支援を行うため、ＧＩＧＡスクールサポーターを配置
します。また、オンライン授業において、著作物を利用できるよう授業目
的公衆送信保証金制度を利用します。

36,542

96 教育委員会 222
未来へつなぐキャリア教育
推進事業費

新型コロナウイルス感染症の影響により、高校生の就職状況の悪化が
懸念されるため、就職実現コーディネーターを配置します。

7,013

97 教育委員会 222
語学指導等を行う外国青
年招致事業費

来日した外国語指導助手にかかる新型コロナウイルス感染症対策に伴
うホテル待機費用を負担します。また、新型コロナウイルス感染症の影
響で令和２年度に来日できなかった外国語指導助手の来日旅費、オリエ
ンテーション旅費を負担します。

5,204

98 教育委員会 222 特別活動支援事業費
新型コロナウイルス感染症により、修学旅行の延期または中止により
キャンセル料が発生した場合、その経費について負担します。

32,139

99 教育委員会 223
特別支援学校スクールバ
ス等運行委託事業費

特別支援学校における登校時の「３つの密」を回避するため、スクールバ
スを増便します。

161,060

100 教育委員会 223
特別支援学校学習環境等
基盤整備事業費

オンライン授業において、著作物を使用できるよう授業目的公衆送信補
償金制度を利用します。

267

101 教育委員会 225
学校における働き方改革
推進事業費

新型コロナウイルス感染症対策の強化を図るために増加する教師等の
業務をサポートし、教師等が子どもの学びに注力できるようスクール・サ
ポート・スタッフを配置します。

280,003

102 教育委員会 225 入学者選抜事務費
高等学校入学者選抜学力検査において、検査当日の会場の消毒を行い
ます。

322

103 教育委員会 225
地域と学校の連携・協働体
制構築事業費

新型コロナウイルス感染症の影響下において、学校外で補助的な学習
支援（地域未来塾等）に取り組む市町に対し、補助を行います。

4,200

104 教育委員会 225
総合教育センター管理運
営費

総合教育センターにおいて、教育相談や教職員研修等を実施するため、
新型コロナウイルス感染症対策用の消毒液等を購入します。

549

105 教育委員会 227
社会教育推進体制整備事
業費

会議や研修会において、新型コロナウイルス感染症対策のため、消毒液
等を購入します。
また、新型コロナウイルス感染症の影響下でも情報発信を継続するため
の動画作成機材を購入します。

470

106 教育委員会 227
埋蔵文化財センター管理
運営費

埋蔵文化財センターが実施する公開講座やイベントにおいて、新型コロ
ナウイルス感染症対策のため、消毒液等を購入します。

1,036

107 教育委員会 233
高校生等教育費負担軽減
事業費

授業料以外の教育費の負担を軽減する奨学給付金について、家計急変
世帯を給付対象とするとともに、家庭でのオンライン学習に必要な通信
費相当額を支給します。

64,708

50,359,437新型コロナウイルス感染症対策枠　合計


