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[議案補充説明}議案第86号

1 令和 3年度三重県一般会計補正予算(第 1号)について

議案第86号「令和3年度三重県一般会計補正予算(第 1号)Jに係る医療保健部関

係分は、一般会計で 20億9，380万8千円の増額となっており、その内訳は次の

表のとおりです。また、項目については、 2頁の表に整理しています。

(単位:千円)

区 分 補正前の額 補正額 補正後の予算額|

第3款民生費 73，725，056 24，188 73， 749， 2441 

第4款衛生費 61.293.597 2.069.620 63， 363， 2171 

般会計 135， 018， 653 2. 093. 808 137， 112， 461 I 
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項 自 補正前の額 補正額 補韮後の予算額 説 明

《民生費》

福祉人材確保対策費

福祉介護人材確保対策 104，375 12，18日 116，563 コロナ禍において離職を余儀なく

事業費 された非正規雇用等の方への就職
支援として、麗用環境が厳しい状

況にある就職材氷任河期世代を対象と
した介護職員 者研修を実施す
るために要する経費の増

介護福祉士等修学資金貸 82 6， 000 6，082 他業種で働いていた方等の介護分

付事業費 野への参入を支揺するため、介護
職員初任者研修修了者に対して就
職支援金の賞付を行うために要す
る経費の増

介護基盤整備関係事業費

地域医療介護総合確保基 1，007，870 6， 000 1，013，870 介護福祉士等修学賞金賞付事業の|

金積立金(介護) 実施における本基金への積立に要
する経費の増

民生費計 73，725，056 24，188 73， 749， 244 

《衛生費》

防疫対策費
つ

防疫対策事業費 39，566，496 2， 069， 620 41，636，116 

主な内訳
「ー一

入院畳入医療援機関における空床確958， 500 
保に対する支

入院畳入医療機関における ECM
398，620 。や人工呼吸器などの設備整備に

対する支援

入院受入医療機関における外国人
200， 000 患者等の受入体制の確保に対する

支援

新型コロナウイルスワウチン!こ係

126，626 る医擦従事者等向け接種や翻農訳民向
けポタルサイトの外国語 に
要する経費

172，500 残内感染在防止するための個室化
に向けた施設整備等に対する支援

、，一

20， 000 抗原検査測定装置および周辺機器
の増強!こ要する経費

14，000 接待を伴う飲金底等に対する緊急
見回りを行うために要する経費

衛生費計 61，293，597 2， 069， 620 63， 363， 217 

d口'- 言十 135， 018， 653 2， 093， 808 137，112，461 
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[所管事項説明]

1 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例に基づく報告について

真

( 1 )予算に関する補助金等に係る資料

ぺ条例第5条関係〕予算に関する補助金等に係る資料 4 

<̂-' 



第1号様式(条例第5条関係)
予算に関する補劫金等に係る資料

(部j局名:1l8:療保健昔日) (単位千円)

番号 補助金等の名称
補助事業者等の氏 交付予定額

事業内容 交付の目的、根拠及び理由 公益性の判断及びE里宿 課(室)名
支出科目

名及び住所 (予定時期) 款 項 目 事業名

81 新型コロナウイル 新型コロナウイル 日58，500新型コロナウイルス感染 (目的陶E里由) シピルミマム 感染症対 衛生費 公衆 予防費 防疫対策費
ス感染症対策事 ス感染症患者等入 (未定)疲患者等を受け入れるた 新型コロナウイルス感染 新型コロナウイルス感染 策課 衛生
業補助金 院受入医療機関 めの病床の健保に要する 症患、者等に対する良質 症患者等を受け入れるた 費

経費に対して補助する。 かつ適切な医療の提供 めの病床の確保に要する
を図ることを目的とする。 経費を補助することによ

(根拠)
良り、質感か染つ疲適患切者え等に対する

な医療の提
医療保健部関係補助金 供を図ることを目的として
等交付要綱 おり、県民の生命を守るた

めの環境整備として公益
f生がある。

4注‘

82 一票県新型イン 新型コロナウイル 5(7未1，定120) 新型コロナウイルス感染 (目的・2里由) シピルミマム 向上 向上 向上 向上 向上

フルエンザ等患 ス感染症に係る設 症対策に必要な設備を整 新型コロナウイルス感染 新型コロナウイルスの感

者入院医療機関 備整備を行ヨ医療 備する経費等に対して補 症に係る医療提供体制 染拡大防止を図るもので

等設備繋備事業 機関 助するロ の整備を行い、感染拡大 あり、県民の健康的な生

補助金 防止を図る。 活のための環境整備とし
て、公益性があるロ

(根拠)
医療保健部関係補助金
等交付要綱

83 新型コロナウイル 新型コロナウイル 200，000 国籍L関わらず新製コロ 03約・理由) シビルミーマム 向上 向上 向上 同上 向上

ス感染症外国人 ス感染症患者等入 (未定)ナウイルス感染症患者等 新裂コロナウイルス感染 新型コロナウイルスの感

患者等受入体制 院受入医療機関 へ適切供なされ入る院環治境療を・療確養保
症に係る医療提供体制 染拡大防止を図るもので

確保事業補助金 が提 の整備を行い、感染拡大 あり、県民の健康的な生
する経費等に対して補助 防止を図る。 i舌のための環境整備とし

する。 て、公益性がある。
(根拠)
医療保健部関係補助金
等交付要綱


