
令和３年度１１月補正予算案（経済対策分）の概要

Ⅰ 予算編成のねらい

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年１１月１９日閣議
決定）に呼応し、以下の四本の柱に係る施策について、補正予算案をとりまと
めた。

①新型コロナウイルス感染症の拡大防止
②「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え
③未来を切り拓く「新しい資本主義」の起動
④防災・減災、国土強靱化の推進など安全・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。

３３６億９,４６７万円

Ⅱ 補正予算額

＜財 源＞
国庫支出金 ２３９億１,９７７万円
県 債 ９０億５,４２０万円
諸収入 等 ７億２,０７０万円

配付資料

財 政 課



Ⅲ 項目ごとの事業概要

【主な事業】

・ワクチンの３回目接種体制の確保 ３１億６,４９４万円

・収入減少世帯のための特例貸付 ２９億２,２５７万円

・県立学校における消毒等の感染症対策 ２億１,１５６万円

・県による集団接種会場の設置及び運営 １２億２,４６０万円

・ワクチン接種を促進するための医療機関への支援 １５億９,２３５万円 等

（１）新型コロナウイルス感染症の拡大防止 ６６億５,７３４万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

【主な事業】

・ワクチン・検査パッケージ等に係る
無料ＰＣＲ等検査の実施 ４３億９,６２９万円

・地域公共交通事業者の事業継続等の支援 １０億４,４５７万円

・岡山桃太郎空港における航空関連事業者の

運航継続の支援等 ２億 ４５０万円

・県産米の販売拡大キャンペーンや

収入が減少した農家に対する利子補給など米価下落対策
１億５,０００万円

・県内宿泊者への県産品プレゼント等による

誘客促進キャンペーンの実施 １億１,７００万円

（２）「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開と次なる危機への備え
６０億４,３４９万円



Ⅲ 項目ごとの事業概要

・「防災・減災、国土強靱化のための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 １６６億４,１５０万円

【主な事業】

・看護、介護、児童福祉、障害福祉の
現場で働く職員の賃金引上げ ３１億６,７５８万円

・中小企業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 ２億３,３３７万円

（３）未来を切り拓く「新しい資本主義」の起動 ４３億５,２３４万円

（４）防災・減災、国土強靱化の推進など安全・安心の確保

１６６億４,１５０万円



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
令和３年度分 １,５２６億８,０７８万円
当初 ３５８億５,０４４万円
第１号 ４３億６,０００万円
４月補正 ６１億２,０８８万円
５月補正 １６億５,０００万円
５月補正（第２回） ８１億６,０４０万円
５月補正（第３回） １３億１,０２５万円
６月補正 ２６４億３,９１８万円
６月補正（追加分） １９億８,１７９万円
６月補正（再追加分） ２３億８,５００万円
９月補正 １２８億５,７３８万円
９月補正（追加分） １７５億９,９２８万円

11月補正 １７５億８,１７４万円
11月補正（経済対策分） １６３億８,４４４万円

合 計 ２,５６３億２,４０５万円

【項目別】
・感染拡大防止策と医療提供体制の整備 １,７７５億２,３４１万円
・地域経済の維持と事業の継続のための支援 ７８８億 ６４万円



分類

（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を支援す

費 るための経費

《県民生活交通課》

一般 国土調査費 市町村が実施する地籍調査の推進を図るた

《中山間・　　 めの補助金の拡充に要する経費

地域振興課》

一般 空路利用促進事業費 岡山桃太郎空港における航空関連事業者の

《航空企画推進課》 事業継続の支援及び国内線の利用促進等に

要する経費

（保健福祉部）

一般 看護師等対策費 新型コロナ医療など一定の役割を担う医療

《医療推進課》 機関に勤務する看護職員の賃金引上げに要

する経費

一般 新型コロナウイルス感 ・岡山県共通予約システムの運営等に要す

染症対策推進費 る経費

《新型コロナウイルス ・県による集団接種会場の設置・運営に要

感染症対策室、　　 する経費

ワクチン対策室》 ・県民のワクチン接種に係る体制整備に要

する経費

・一定回数以上の個別接種を実施する医療

機関への支援に要する経費

・企業、大学等が行う職域接種会場設置等

への支援に要する経費

・ワクチン・検査パッケージ等に係るＰＣ

Ｒ等検査無料化事業に要する経費

一般 安心子ども基金事業費 不妊治療の保険適用移行に係る経過措置に

《健康推進課》 要する財源を基金に積み立てるための経費

一般 子ども・子育て支援新 保育施設における感染症対策のために必要

制度等事業費 な設備整備への助成に要する経費

《子ども未来課》

一般 児童福祉施設事業費 児童養護施設等に勤務する職員の賃金引上

《子ども家庭課》 げに要する経費

9,224 131,300

2,889,470 4,116

167,160 14,400

1,592,350

66,000

4,396,285

1,224,604

232,863

58,791,975 7,561,220

49,118

69,066 512,441

１１　月　補　正　予　算　協　議　額
（　経　済　対　策　分　）

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

204,498

389,266 1,044,572

146,530

159,105 16,520

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連



分類

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

一般 障害者総合支援推進費 ・就労系障害福祉サービス事業所の新たな

《障害福祉課》 生産活動拡大の取組に対する助成に要する

経費

・障害福祉サービス事業所等のＩＣＴ機器

導入に対する助成に要する経費

・障害者支援施設等のロボット等導入に対

する助成に要する経費

・障害福祉施設等に勤務する職員の賃金引

上げに要する経費

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制度の延長に要する経

費

一般 介護保険施行事業費 介護施設等に勤務する職員の賃金引上げに

《長寿社会課》 要する経費

（産業労働部）

一般 産業労働総合対策費 ・アンテナショップでの消費喚起キャンペ

《マーケティング推進 ーンの開催に要する経費

室、経営支援課、　 ・ネット通販等での県産品販売促進キャン

観光課》 ペーン開催に要する経費

・商工会議所等への特別相談員の配置に要

する経費

・県内宿泊者への県産品プレゼント等によ

る誘客促進を図るためのキャンペーンの開

催に要する経費

・デジタル化による生産性向上に取り組む

県内中小企業への支援に要する経費

（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》

（農林水産部）

一般 農業経営資金対策費 米価下落により収入が減少した農家に融資

《組合指導課》 する資金に対する利子補給等に要する経費

13,605

12,535,816

26,770 1,769,678

120,450 888,348

4,500

7,784

5,000

871,064

8,383,923 2,922,571

39,500 20,800

59,544,429 472,020

84,650

23,400

117,000

233,365

60,712,746 13,483,725 14,000

933,909

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連



分類

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

一般 農業委員会及びネット 農地集積・集約化を効率化するためのタブ

ワーク機構費 レット端末の導入支援に要する経費

《農村振興課》

一般 林業・木材産業総合対 林業経営体等によるＩＣＴを活用したスマ

策事業費 ート林業技術の導入支援等に要する経費

《林政課》

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》 ための路網整備等の支援に要する経費

一般 安全・安心な農産物の 県産米販売拡大のために行うキャンペーン

生産流通対策費 に要する経費

《農産課》

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

《農産課、農村振興 ンペーン・ＰＲ等に要する経費

課、水産課》

（土木部）

一般 港湾利用促進対策費 一般旅客定期航路事業者に対する係船料相

《港湾課》 当額の補助に要する経費

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改築工事等

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、港湾課》 港湾事業負担金

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》

企業 流域下水道事業会計 児島湖流域下水道浄化センター改築工事等

　資本的支出 に要する経費

　　建設改良費

《都市計画課》

（警察本部）

一般 交通安全施設費 交通安全施設の整備に要する経費

《交通規制課》

226,257 13,000

1,392,000

383,761 200

1,624,168

1,607,628 399,500

9,845,214 2,292,835

92,000

1,300,000

3,756,460

225,000

955,168

1,112,667

6,446

86,195 22,118

204,221 79,385

414,202 129,200

38,691 20,063

43,513 12,822

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連



分類

（単位：千円）

事　項　名 補正協議前の額 補正協議額 説　　　　　　　明

（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に

《財務課》 要する経費

・密集状態緩和のために行う県立特別支援

学校のスクールバス増便に要する経費

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》 ための県立学校のトイレ改修に要する経費

一般 県立学校ＩＴ基盤整備 県立学校におけるＩＣＴを活用した授業環

事業費 境の高度化に資する機器整備に要する経費

《教育情報化推進室》

一般 健康教育振興費 県立学校における感染症対策のための保健

《保健体育課》 衛生用品の購入に要する経費

一般 文化財保護保存費 重要文化財の防火対策に要する経費

《文化財課》

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

（関係部局）

［繰越明許費］ 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

《新型コロナウイルス感染症対策室、

　ワクチン対策室、医療推進課、子ども家

　庭課、障害福祉課、長寿社会課》

産業労働部

《マーケティング推進室、経営支援課、

　観光課》

農林水産部

《組合指導課、農産課、耕地課、

  農村振興課、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

《交通規制課》

教育委員会

《財務課、教育情報化推進室、

　保健体育課、生涯学習課、文化財課》

14,289,558

58,656 19,800

［ 設 定 額　31,034,566 ］ 415,168

14,000

472,020

1,218,475

13,927,816

17,138

680,391

3,157,749 343,024

282,453 111,060

168,424

303,998 165,547

174,600

64,739 4,000

196,327 36,960

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連

コロナ関連
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