
令和２年度2月補正予算案（経済対策分）の概要

Ⅰ 予算編成のねらい

「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」
（令和２年１２月８日閣議決定）に呼応し、以下の三本の柱に係る施策を
中心に、機を逃さず予算措置を講じる。

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止策
②ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現
③防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保

引き続き、国や市町村等と連携し、県民の命と健康を守り、地域経済の維持、
回復に向け、全力で取り組む。

３７７億３,６１６万円

Ⅱ 補正予算額

＜財 源＞
国庫支出金 ２６４億２,９１１万円
県 債 １２５億１,５７０万円
諸収入 等 △ １２億 ８６５万円

配付資料１

財 政 課



Ⅲ 項目ごとの事業概要

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止策 ９億４,３９０万円

【主な事業】
・多くの方が迅速かつ円滑にワクチン接種を

受けられる体制の整備 ２億３,０００万円

・放課後児童クラブ等における保健衛生用品等の

購入の支援 ４億６,０８９万円

・密集状態緩和のための特別支援学校の

スクールバスの増便 １億５,８６２万円

１．国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策
（令和２年１２月８日閣議決定、国の３次補正分）

２８９億９,６１９万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

（３）防災・減災、国土強靭化の推進など安全・安心の確保
２０７億３,９００万円

【主な事業】

・「防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策」による

気候変動を見据えた流域治水の推進等 ２０６億９,４１０万円

（２）ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現
７３億１,３２９万円

【主な事業】

・収入減少世帯のための特例貸付 ４３億９,９７１万円

・専門高校における高性能ＩＣＴ端末等の整備 １６億５,８８０万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

（１）感染拡大防止策と医療提供体制の整備

【増補正分】１３８億 ４７８万円

【減補正分】▲１７億５,９４１万円

【主な事業】

■ 感染拡大の防止

・介護施設等での感染症対策の支援等 ３６億７,３４６万円

■ 医療体制の整備
・クラスター等の発生による職員や専門家の

派遣を行う医療機関への支援 １億 円

・感染症患者を受け入れる

医療機関における病床の確保の支援 ３１億４,７９５万円

２．その他（１次・２次補正分） 【増補正分】１８１億９,７６９万円
【減補正分】▲９４億５,７７２万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

（２）地域経済の維持と事業の継続のための支援

【増補正分】４３億９,２９１万円

【減補正分】▲７６億９,８３１万円

【主な事業】

■ 中小企業者等への支援

・地域住民の移動手段として重要な役割を持つ

地域公共交通事業者の事業継続等の支援 ８億 ８５３万円

・サプライチェーンの再編等による

新たな受注等に対応するための設備導入の支援 １０億 円

・中小企業者がデジタル化による

生産性向上を図るための設備導入等の支援 ４億４,８６０万円

・新しい生活様式に対応するための
宿泊施設等の改修の支援 ３億５,０２２万円



Ⅳ 参考

■コロナ関連予算について

【年度別】
令和元年度分 ６億１,８４６万円
令和２年度分 １,０３０億２,４８１万円

４月補正 ５１億７,３３４万円
５月補正 ２５億 円
６月補正① ３１億７,８８８万円
６月補正② ３３３億２,７７９万円
７月補正 ７１億２,８３０万円
８月補正 １３億１,８０５万円
９月補正① ４４億５,３２１万円
９月補正② ８億３,５１２万円

11月補正 ３０４億２,０７７万円
２月補正 １４６億８,９３５万円

合 計 １,０３６億４,３２７万円

【項目別】
・感染拡大防止策と医療提供体制の整備 ６７２億９,６０３万円
・地域経済の維持と事業の継続のための支援 ３６３億４,７２４万円



分類

（総務部）

一般 消防行政運営費 消防学校における感染症対策に要する経費

《消防保安課》

一般 私学助成費 ・私立学校が行うＩＣＴ環境整備の支援に

《総務学事課》 要する経費

・幼稚園で使用する保健衛生用品の購入等

に要する経費

・低所得世帯の教育費を支援するための高

校生等奨学給付金の追加支給に要する経費

・実績見込みによる減

一般 公立大学法人岡山県立 ・オンライン授業実施に伴う通信環境の整

大学運営費 備等に要する経費

《総務学事課》 ・感染症対策のための空調設備の整備に要

する経費

・実績見込みによる減

（県民生活部）

一般 生活交通確保対策事業 ・地域公共交通事業者の事業継続等の支援

費 に要する経費

《県民生活交通課》 ・実績見込みによる減

一般 国土調査費 市町村が実施する地籍調査への補助に要す

《中山間・　　 る経費【一部Ｒ３当初から前倒し】

地域振興課》

一般 空路利用促進事業費 ・国内定期航空路線運航事業者等の事業継

《航空企画推進課》 続の支援に要する経費

・空港ターミナルビルの国際航空路線用施

設の機能維持の支援に要する経費

・岡山桃太郎空港における感染拡大防止対

策に要する経費

・実績見込みによる減

（環境文化部）

一般 県民スポーツ振興費 ・東京2020オリンピック・パラリンピック

《スポーツ振興課》 に関連して県及び市町村が実施する感染症

対策のための基金の造成に要する経費

・実績見込みによる減

28,234

391,785 778,131

808,528

△ 30,397

37,452

△ 61,750

14,284,596 129,978

2,218,158 71,616

44,252

103,426

50,850

193,427 91,701

141,527 27,230

２ 月 補 正 予 算 協 議 額 の 主 な も の

（単位：千円）

（　経　済　対　策　分　）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

177,623 44,904

94,397

5,241

2,074

△ 64,865

113,848

171,398

296,738

△ 870

△ 2,696

配付資料２

財 政 課



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

財 政 課

（保健福祉部）

一般 保健所運営費 岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部

《保健福祉課》 の運営に要する経費

一般 新型コロナウイルス感 ・コールセンター整備経費

染症対策推進費 ・保健所疫学調査体制等整備経費

《健康推進課》

・ＰＣＲ検査費用公費負担経費

 ・軽症者等療養施設借上経費

・入院患者受入体制整備補助経費

・重点医療機関体制整備補助経費

・入院患者受入病床確保補助経費

・医療従事者等慰労金支給経費

・介護施設等感染症対策支援経費

・介護サービス利用再開支援経費

・国提供マスク等医療機関優先配布事務受

託経費

・診療・検査医療機関休日等診療体制確保

支援経費

・岡山県クラスター対策班（OCIT）職員派

遣協力医療機関支援経費

・新型コロナウイルスワクチン接種体制確

保経費

・実績見込みによる減

一般 生活福祉資金貸付費 収入減少世帯の一時的な資金需要等に対応

《障害福祉課》 するための特例貸付に要する経費

一般 母子保健対策費 ・不妊治療の助成拡充に要する経費

《健康推進課》

・実績見込みによる減

一般 安心こども基金事業費 不妊治療の助成拡充に要する経費

《子ども未来課》

一般 子ども・子育て支援新 ・市町村が実施する地域子ども・子育て支

制度等事業費 援事業や認可外保育施設における感染防止

《子ども未来課》 対策の補助に要する経費

・実績見込みによる減

一般 障害者福祉施設整備費 ・障害者福祉施設の施設整備（耐震化のた

《障害福祉課》 めの改築等）に要する経費

・実績見込みによる減

242,035

△ 3,978

226,640

△ 1,358

624,148 445,187

12,015

920,345

75,654 25,898

50,501,035 11,652,724

230,000

183,509 8,104

44,416

△ 36,312

3,197,817 238,057

225,282247,275

4,399,71312,145,903

39,349

452,414

100,000

1,473,199

8,180

△ 900,210

1,470,200

2,200,260

1,360,000

1,255,870

532,084

2,499,018



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

財 政 課

一般 老人福祉施設整備費 ・高齢者施設の施設整備（水害対策強化）

《長寿社会課》 に要する経費

・実績見込みによる減

（産業労働部）

一般 産業労働総合対策費 ・ネット通販等での県産品販売促進を図る

《マーケティング　　 ためのポイント付与等に要する経費

推進室、

企業誘致・　 ・県産品の販売促進を図るための展示会出

投資促進課、 展支援や商談会開催等に要する経費

経営支援課、観光課、

労働雇用政策課》 ・海外ＢtoＢ－ＥＣサイトへの利用料補助

に要する経費

・サプライチェーン再構築のための設備導

入の支援に要する経費

・商工会議所等への特別相談員の配置に要

する経費

・観光施設の混雑情報をリアルタイムで発

信するためのＡＩカメラ設置等に要する経

費

・離職者を対象としたデジタル人材育成訓

練の実施に要する経費

・デジタル化による生産性向上に取り組む

県内ものづくり企業に対する支援に要する

経費

・県内宿泊施設等の新しい生活様式に対応

した施設改修等への支援に要する経費

・県内企業の円滑な雇用シェアを促進する

ためのマッチング支援に要する経費

・雇用シェア実施に必要な手続き等に関す

る無料相談対応に要する経費

・外国人労働者が入国後に待機する施設宿

泊費用の補助に要する経費

・実績見込みによる減

（環境文化部・農林水

産部・土木部）

投資 公共事業等費 環境文化部

《自然環境課》

農林水産部

《耕地課、治山課、水産課》

土木部

《道路建設課、道路整備課、河川課、防災

　砂防課、港湾課、都市計画課》

20,000

△ 4,264,667

5,454

1,396,214

6,955

69,642,941 16,876,171

350,222

34,650

△ 35,211

8,840

1,000,000

50,100

85,650

45,722

168,976 △ 561

12,989,229 △ 2,140,176

61,194

36,000

15,459,957

448,600

25,754



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

財 政 課

（農林水産部）

一般 森林保全管理費  原木の安定供給・生産コストの低減を図る

《治山課》 ための路網整備等を支援するための経費

一般 鳥獣被害対策費 鳥獣被害を防止するための捕獲活動支援に

《鳥獣害対策室》 要する経費

一般 農政総合対策費 県産農林水産物消費拡大のために行うキャ

《農政企画課》 ンペーン・ＰＲ等に要する経費

（土木部）

一般 流域下水道事業会計繰 児島湖流域下水道浄化センター耐震工事等

出金 に要する経費のうち一般会計負担金

《都市計画課》

投資 国直轄事業負担金 道路事業負担金

《道路建設課、　　　 河川事業負担金

河川課、防災砂防課、 港湾事業負担金

港湾課》 災害復旧事業負担金

投資 災害復旧事業費 河川等災害関連事業費

《河川課、　　 河川災害復旧等関連緊急事業費

防災砂防課》

（教育委員会）

一般 学校管理運営費 県立学校における消毒等の感染症対策及び

《財務課》 教職員のＩＣＴ研修等に要する経費

一般 特別支援学校管理運営 ・密集状態緩和のために行う県立特別支援

費 学校のスクールバス増便に要する経費

《財務課》

・実績見込みによる減

一般 教育財産管理費 感染症対策に資する衛生状態を向上させる

《財務課》 ためのトイレの改修に要する経費

一般 産業教育等設備整備費 職業系専門高校における高性能ＩＣＴ端末

《高校教育課》 等のデジタル化対応産業教育装置の整備に

要する経費

一般 県立学校ＩＴ基盤整備 ・県立特別支援学校における児童生徒のた

事業費 めの入出力支援装置の整備に要する経費

《高校教育課、　　

義務教育課、　　 ・実績見込みによる減

特別支援教育課》

2,814,000

90,000

64,000

341,6673,275,000

398,154 21,312

386,662 275

252,544

77,465 53,479

1,053,841

158,619

1,188,404

66,875 1,658,800

△ 32,780

29,333

764,000

700,000

244,069 596,981

138,588

3,618,219 168,000

6,281,014

11,296,537

135,518

9,535

△ 42,315

△ 20,031



分類

（単位：千円）

事　項　名 既定予算額 補正協議額 説　　　　　　　明

財 政 課

一般 健康教育振興費 ・感染症対策のための保健衛生用品の購入

《保健体育課》 に要する経費

・実績見込みによる減

一般 生涯学習活動促進費 ・家庭での読書活動促進のための電子書籍

《生涯学習課》 整備等図書の充実に要する経費

・県内社会教育施設等を活用した学習用動

画及びコンテンツサイトの作成に要する経

費

一般 高等学校奨学事業費 (公財)岡山県育英会東京寮のトイレ改修等

《生涯学習課》 の感染症対策に要する経費

一般 高等学校就学支援金 ・低所得世帯の教育費負担軽減のために支

《財務課》 給する給付金に要する経費

・実績見込みによる減

（関係部局）

［繰越明許費］ 総務部

《消防保安課、総務学事課、税務課》

県民生活部

《県民生活交通課、中山間・地域振興課、

　航空企画推進課》

環境文化部

《自然環境課》

保健福祉部

　長寿社会課》

産業労働部

《マーケティング推進室、企業誘致・投資

　促進課、経営支援課、観光課、労働雇用

　政策課》

農林水産部

《農政企画課、耕地課、鳥獣害対策室、林

　政課、治山課、水産課》

土木部

《道路建設課、道路整備課、河川課、防災

　砂防課、港湾課、都市計画課》

警察本部

《会計課》

教育委員会

《財務課、高校教育課、特別支援教育課、

　保健体育課、生涯学習課》

116,059

79,251

53,930 22,455

［ 設 定 額　27,005,483 ］

4,100,969 73,711

36,960

△ 20,299

78,711

16,748

△ 5,000

9,990

302,985 16,661

2,663,502

1,606,523

2,124,491

20,000

3,177,046

16,223,957

69,449

《健康推進課、子ども未来課、障害福祉課、

1,004,456

6,758


