令和３年６月 14 日
総 務 部 財 政 課

令和３年度一般会計６月補正予算（第３号）概要
［一般会計］

（単位：百万円、％）
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・コロナ分の補正額：4,831 百万円
・通常分の補正額：287 百万円

（注）精査の結果、計数に異同を生ずることがあります。
内訳は、四捨五入の関係で一致しない場合があります。

〔予算編成の考え方〕
・

新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大防止を図りつつ、社会生活・経済
活動を支えるため、県による大規模集団接種や個別接種の促進などワクチン接種の加
速化、認証取得の飲食店へのインセンティブ付与、地域公共交通の維持に向けた支援
など、早急に対応が必要となる予算を計上

・ ポストコロナ時代を見据えたデジタル変革を加速するため、自治体 DX の推進、ロー
カル５Ｇの活用や MaaS 導入に向けたモデル事業の実施、県産品の市場拡大に向けた
EC 活用促進等に必要となる予算を計上
・

通常分として、令和３年福島県沖地震に対応したグループ補助、県と市町村が共同
利用するセキュリティクラウドの７県共同構築に要する経費など、早急に対応が必要
となる予算を計上

〔補正予算の主な内容〕
別紙のとおり

令和３年度一般会計６月補正予算（第３号）における主な事業
〔新〕は新規事業

新型コロナウイルス感染症対応分

（補正予算額：4,831 百万円）

１ 感染拡大の防止 関連

（3,053 百万円）

☆［新］１ 消防学校運営費（新型コロナウイルス感染防止対策費） 2 百万円〔復興防災部〕
感染拡大防止のため、消防学校におけるトイレの洋式化に要する経費

☆［新］２ 地域防災力強化プロジェクト事業費 13 百万円【補正後現計 31 百万円】
〔復興防災部〕
消防団員の感染リスク低減のため、市町村が実施する装備品の整備に要する経費を補助

☆［新］３ 公立大学法人岩手県立大学運営費交付金 27 百万円【補正後現計 3,859 百万円】
〔ふるさと振興部〕
感染拡大防止のため、県立大学が実施する学内の消毒業務委託や感染対策物品の購入等に要する経費

☆［新］４ 私立学校運営費補助 26 百万円【補正後現計 3,419 百万円】
〔ふるさと振興部〕
感染拡大防止のため、私立学校の普通教室等へのエアコン整備に要する経費の一部を補助

☆［新］５ 県民会館・公会堂感染症予防対策事業費 11 百万円【補正後現計 17 百万円】
〔文化スポーツ部〕
感染拡大防止のため、県民会館におけるトイレの洋式化に要する経費
☆［新］６ 高齢者スポーツ活動振興事業費補助 12 百万円〔文化スポーツ部〕
第 33 回全国健康福祉祭選手団派遣に伴うＰＣＲ検査実施に要する経費を補助
☆［新］７ スポーツ施設感染症予防対策事業費 86 百万円〔文化スポーツ部〕
感染拡大防止のため、武道館における空調設備の設置及び運動公園等におけるトイレの洋式化に要する経費
☆［新］８ 体育大会開催、派遣事業費（国民体育大会選手出場経費） 35 百万円〔文化スポーツ部〕
国民体育大会選手団派遣に伴うＰＣＲ検査実施に要する経費
☆［新］９ 全国障害者スポーツ大会派遣事業費 6 百万円〔文化スポーツ部〕
第 21 回全国障害者スポーツ大会選手団派遣に伴うＰＣＲ検査実施に要する経費
☆［新］10 新型コロナウイルス感染症入院施設等確保事業費補助 80 百万円【補正後現計 13,574 百万円】
〔保健福祉部〕
退院基準に達した患者を受け入れる後方支援医療機関の受入体制の整備等に要する経費を補助
（１人１日 16 千円、上限 160 千円）
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☆［新］11 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設派遣看護職員等確保事業費 70 百万円〔保健福祉部〕
医療機関が軽症者等の宿泊療養施設へ看護職員等の派遣を行う経費に対する補助

☆［新］12 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 2,522 百万円【補正後現計 2,968 百万円】
〔保健福祉部〕
県が行う集団接種の実施や個別接種に係る診療所等に対する交付金等ワクチン接種体制の確保に要する経費

☆［新］13 地域リハビリテーション支援体制整備推進事業費 14 百万円【補正後現計 29 百万円】
〔保健福祉部〕
地域の介護予防の取組に専門職がオンラインで参画するための貸与用タブレット等の整備に要する経費

☆［新］14 いわてリハビリテーションセンター施設設備整備費 23 百万円【補正後現計 75 百万円】
〔保健福祉部〕
感染拡大防止のため、施設内の電気スイッチの非接触化及び自動水栓の整備等に要する経費

☆［新］15 新型コロナウイルス感染症対応県外看護職員等派遣支援事業費 40 百万円〔保健福祉部〕
医療機関等で業務に従事するため、他都道府県から派遣される看護職員等の受け入れに要する経費

☆［新］16 農業大学校教育環境整備事業費 16 百万円〔農林水産部〕
感染拡大防止のため、農業大学校におけるトイレの洋式化等に要する経費

☆［新］17 青少年の家管理運営費 6 百万円〔教育委員会〕
感染拡大防止のため、各青少年の家の水道蛇口のレバー式化等に要する経費

２ 社会生活・経済活動を支える取組 関連

（1,212 百万円）

☆［新］１ ふるさと岩手応援寄付募集費 14 百万円【補正後現計 31 百万円】
〔ふるさと振興部〕
ふるさと納税制度の枠組みを活用し、県内事業者の販路確保を支援するために要する経費

☆［新］２ バス事業者運行支援交付金 143 百万円〔ふるさと振興部〕
乗合バス事業者に対して、公共交通の安全・安定した運行の維持を支援するための交付金
（路線バス１台当たり 20 万円、高速バス１台当たり 40 万円）

☆［新］３ 交通系ＩＣカードシステム整備費補助 81 百万円〔ふるさと振興部〕
乗合バス事業者のキャッシュレス決済を促進するため、ＩＣカード導入に要する経費の一部を補助

☆［新］４ タクシー事業者運行支援交付金 108 百万円〔ふるさと振興部〕
タクシー事業者に対して、公共交通の安全・安定した運行の維持を支援するための交付金
（車両１台当たり５万円）

☆［新］５ いわて次世代モビリティサービス実証事業費 25 百万円〔ふるさと振興部〕
公共交通機関の利用促進を図るため、運行データの統合を進めるとともに、県北地域におけるウェブ路線検索と
あわせた周遊パス等の電子決済等の実証的な実施に要する経費
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☆［新］６ 私立学校修学旅行キャンセル料等支援費補助 7 百万円〔ふるさと振興部〕
保護者の経済的負担の軽減を図るため、感染症の影響による私立学校の修学旅行の中止や延期で生じたキャンセ
ル料の支払い等に要する経費を補助

☆［新］７ 生活福祉資金貸付事業推進費補助 372 百万円【補正後現計 1,344 百万円】
〔保健福祉部〕
県社協が実施する特例貸付の期間延長に伴う補助経費の増額

☆［新］８ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業費 35 百万円〔保健福祉部〕
特例貸付を利用できない生活困窮者に対する支援金の給付に要する経費

☆［新］９ いわて飲食店応援事業費 121 百万円〔商工労働観光部〕
「いわて Go To Eat キャンペーン」の第２弾として、感染防止対策認証を取得した飲食店を対象とする食事券の
発行等に要する経費

☆［新］10 買うなら岩手のもの運動展開事業費 76 百万円〔商工労働観光部〕
県産品の消費喚起や事業者のネット通販への参入支援、県産衣料品の販路拡大に要する経費

☆［新］11 観光バス等旅行商品造成支援事業費補助 150 百万円〔商工労働観光部〕
県内の観光バスを利用する旅行商品の造成等に要する経費を補助

☆［新］12 いわて県産米消費拡大対策事業費 8 百万円〔農林水産部〕
県内外の県産米消費拡大に向けた情報発信等に要する経費

☆［新］13 いわて牛普及推進協議会負担金 18 百万円【補正後現計 26 百万円】
〔農林水産部〕
いわてモーモープロジェクト推進事業の一環として、県産牛肉の販路拡大の取組に要する経費を協議会に負担

☆［新］14 農業保険加入促進支援事業費 3 百万円〔農林水産部〕
感染症の影響等による生産者の減収に備えるため、収入保険や農業共済への加入促進の取組に要する経費

☆［新］15 県立学校修学旅行キャンセル料等支援事業費 20 百万円〔教育委員会〕
保護者の経済的負担の軽減を図るため、感染症の影響による県立学校の修学旅行の中止や延期等で生じたキャン
セル料の支援等に要する経費

３ 新しい「働き方」
「暮らし」
「学び」を進める取組 関連

（566 百万円）

☆［新］１ 産学官連携による新型コロナウイルス等対策研究開発事業費 10 百万円〔ふるさと振興部〕
リモート、オンライン等のデジタルシフトに対応した関連産業の創出に向けた、大学等における研究開発推進に
要する経費

☆［新］２ ５Ｇ等による地域課題解決モデル構築推進費 40 百万円【補正後現計 46 百万円】
〔ふるさと振興部〕
ローカル５Ｇ等を活用した県独自の地域課題解決に向けたモデルの構築に要する経費
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☆［新］３ 市町村行政デジタル化支援事業費 4 百万円〔ふるさと振興部〕
自治体のデジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進に向けた、市町村における情報システム等の現状
調査とコンサルティングの実施に要する経費

☆［新］４ 岩手であい・幸せ応援事業費 2 百万円【補正後現計 38 百万円】
〔保健福祉部〕
“いきいき岩手”結婚サポートセンターにおける結婚支援等のオンライン化に要する経費

☆［新］５ 県立学校ＩＣＴ機器整備事業費 509 百万円〔教育委員会〕
県立高校における学びの保障のため、生徒用端末（7,500 台）等の整備に要する経費

通常分(新型コロナウイルス感染症対応分を除く)
（補正予算額：287 百万円）
☆［新］１ 電子県庁運営費（情報セキュリティクラウド構築費） 106 百万円〔総務部〕
県と市町村が共同利用する自治体情報セキュリティクラウド（インターネット接続に係る高度なセキュリティ
監視など）の構築に要する経費（東北・新潟７県による共同調達）

☆［新］２ 県税業務デジタル化推進整備事業費 29 百万円〔総務部〕
県税業務デジタル化を推進するため、クラウド型の税システムの導入に要する経費
☆［新］３ 中小企業等復旧・復興支援事業費 93 百万円〔商工労働観光部〕
令和３年福島県沖地震により被害を受けた中小企業等で構成するグループが行う施設復旧等に要する経費を補助
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