
（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

122,488,000

49,434,000

① 40,299,000

(a)
重点医療機関等の入院
病床の確保

感染拡大特別期(1,200床以上)の病床確保のため、空床確保予算を増額
 ○重点医療機関 ICU病床:301,000円/床、HCU病床:211,000円/床 等

37,776,000

(b)
重点医療機関等におけ
る施設整備への支援

重点医療機関等への、高度かつ適切な医療提供のために必要な設備整備支援
を拡充
 ○対象経費　超音波画像診断装置、血液浄化装置、気管支鏡 等

1,554,000

(c)
入院医療体制の機能
強化

入院患者受入医療機関への必要な設備整備支援を拡充
 ○対象経費　人工呼吸器、人工肺、簡易陰圧装置 等

771,000

(d)
ネーザルハイフロー
導入の支援

中等症以上の患者受入医療機関に対し、ネーザルハイフロー療法に必要な設
備整備を支援（20医療機関程度）

60,000

(e) 入院医療機関への支援
入院患者受入医療機関に対する運営経費の支援を拡充
 ○補助金額　入院患者1人あたり12,000円/日

132,000

(f) CCC-hyogoの体制強化 患者の入院調整等を行うCCC-hyogoについて、設置期間を延長 6,000

② 5,902,000

(a)
新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症回復者
転院支援窓口の設置

回復者の転院受入を支援する窓口について、設置期間を延長
（県病院協会・民間病院協会内）

2,000

(b)
転院受入医療機関等へ
の支援

入院対応医療機関から一般医療機関への転院受入や、退院にあたって社会福
祉施設への入所が必要な場合の受入支援を拡充
 ○補助金額　転院及び退院患者の受入れ１名あたり10万円

356,000

(c) 宿泊療養施設の確保
新たな施設の確保(10施設→14施設)や、設置期間を延長
（延べ宿泊室確保数 450,000室(現行 225,000室))

3,261,000

(d)
宿泊療養施設の健康
管理体制の整備

医療派遣施設の増加(3施設→7施設)や、酸素供給装置の拡充整備等 1,727,000

(e) 入院病院への搬送 症状悪化時の医療機関への搬送体制を強化(現行 16社42台を更に増大) 91,000

(f)
自宅療養者・待機者に
対するﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ体制の
強化

保健師等の相談員の増員(＋10人)、パルスオキシメーター(＋1,000台 ※原
則、自宅療養者全員に配布)及び酸素供給装置(＋30台)の拡充整備等

465,000

③ 発熱等診療･検査医療機関に対する感染防止等に必要な設備整備支援を拡充 234,000

④ 569,000

(a) PCR検査体制の拡充 病院等におけるPCR検査に必要な検査機器等の設備整備支援を拡充 367,000

(b)
PCR検査試薬の確保及
び検査の外部委託の
実施

県立健康科学研究所で使用するPCR検査試薬の追加確保及び医療機関等に委
託して実施するPCR検査等の自己負担分に対する公費負担の増

202,000

⑤
県民への相談に対応する各コールセンターについて、設置期間を延長
（新型コロナ健康相談コールセンター、緊急事態措置等コールセンター）

65,000

⑥

感染症対応業務が急増している保健所に、民間人材や保健師バンク等を活用
した応援チームを派遣し、保健所の体制を強化(約50名(別途、県職員による
応援約62名))
 ○業務内容　県民からの新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に関する相談対応　等

387,000

⑦
新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費に係る自己負担分に対する公費
負担の増

110,000

（参考資料）兵庫県 令和３年度９月補正予算 施策体系別事業一覧

事　業　名

Ⅰ 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進

(1)医療提供・検査体制の充実

入院医療体制の強化

無症状患者及び軽症患者の入院以外への対応

発熱等診療・検査医療
機関の設置

相談体制の強化

保健所の体制強化

感染症患者の入院医療費の
公費負担

検査機能の充実
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

（参考資料）兵庫県 令和３年度９月補正予算 施策体系別事業一覧

事　業　名

⑧ 1,868,000

(a) 大規模接種体制の整備

実施期間の延長や、ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾀｯﾌの配置、熱中症対策等の予算確保
 ○阪神会場 6/21～11/28 西宮市立中央体育館(10/4～園田競馬場)※
 ○姫路会場 6/21～11/28 アクリエひめじ(10/4～姫路競馬場)
 ○接種規模 各会場最大1,000回/日　　　　※10/4～10/17は両会場併用

1,257,000

新 (b)
職域接種体制整備への
支援

中小企業や大学等が複数の関連事業者を対象に職域接種を実施する場合に、
接種会場の設備整備等の経費を支援
 ○補助内容 1,000円(上限)/回×接種回数

490,000

新 (c)
県職員への職域接種の
実施

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝの接種の加速化を図るため、県職員に対する接種を実施
 ※全額特定財源

9,000

新 (d)
e－県民制度を用いた
若者のワクチン接種の
促進

ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ等での特典を付与することにより、若者のワクチン接種を促進
 ○対象者 県内在住又は県内在学の学生(18歳以上)で、ﾜｸﾁﾝの2回接種完
　　　　　了者かつe-県民会員登録者(事業開始時に条件を満たす者含む)
 ○特典 ・｢ひょうごマニア｣で使用できる1,000円オフクーポン
　　　　・ポイント1,000円分

112,000

34,000

新 ①
ワクチン接種の呼びかけや会話時のマスク着用の徹底、テレワークの推進等
について、SNS等(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ広告、Youtube広告等)を活用し、特に若者を対象
とした情報発信を強化

34,000

72,910,000

①

県の営業時間短縮や休業要請に応じた飲食店等に対して協力金を支給
（第5期(6/21～7/11)から第8期(8/20～9/12))
 ○支給額　定額及び前年･前々年度の１日当たり売上高に応じて単価決定
 　　　　　(措置内容や地域によって積算方法は異なる)

67,014,000

②
県の休業要請等に応じた大規模施設やそのテナント事業者に対して協力金を
支給
 ○支給額　休業面積等に応じて単価決定

4,159,000

③

緊急事態措置実施区域等における飲食店等の休業・時短営業及び感染防止対
策の徹底を図るため、見回り活動を実施(県内全域)
 ○対象店舗数 約27,800店舗
 ○実施内容 休業・時短状況の確認、ﾁｪｯｸﾘｽﾄに基づく店舗内での確認、
            ﾏｽｸ着用徹底の啓発資材掲示の確認 等

121,000

④

感染対策実施済の飲食店等に対し、県による実地確認のうえ適正店として認
証し、認証ステッカーを交付
 ○認証受付期間 7月1日～10月末（予定）
 ○実施内容 認証申請の受付、実地調査、認証ｽﾃｯｶｰの交付、ｺｰﾙｾﾝﾀｰの
            設置･運営

42,000

⑤

飲食店が行う新型コロナ感染防止対策を踏まえた安全安心PRの取組を支援
 ○対象者 新型ｺﾛﾅ適正店認証ｽﾃｯｶｰ交付済かつﾏｽｸ着用徹底の啓発資材掲
　　　　　示済の県内飲食店を営む中小法人･個人事業主
 ○対象経費 安全安心をPRする販売促進経費、感染防止対策設備購入費等
 ○補助金額 上限10万円/店舗 ※下限5万円

1,437,000

拡 ⑥

感染対策として、車内等の密度を上げないように便数等に配慮した運行に取
り組む地域公共交通事業者に対して、その運行に要する経費を支援
 ○対象者 地域鉄道事業者、路線バス事業者、生活航路事業者
 ○補助期間 1カ月間 ※国支援分、6月補正計上分合わせて計3カ月間
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※別途市町随伴あり

98,000

新 ⑦

県内タクシー事業者における一層の感染防止対策を支援
 ○対象経費 消毒液等消耗品購入経費、車内抗菌ｺｰﾃｨﾝｸﾞ処理費 等
 ○補助金額 7,000円/台 ※別途市町随伴あり

 ○補助金額 7,000円/台 ※上限：事業者あたり245,000円(35台分)

39,000

110,000

①
児童生徒・教職員の体調が変調した場合に検査キットによる抗原検査を行
い、適正に対応することで、学校内での感染拡大を防止(約45,000個配備)
 ○配備先　県立学校163校、県大附属高校、私立学校53校

46,000

②

県立学校等に医師等の専門家を派遣し、児童生徒の感染予防やワクチン接種
に対する正しい理解を促進し、感染防止対策を徹底
 ○対象校　県立学校162校、県立大学附属中学校・高等学校、
           私立学校117校

20,000

(2)情報発信の強化

(3)事業者の感染防止対策の強化

ワクチン接種体制等の整備

新型コロナウイルス感染症
拡大防止のための県政の情
報発信強化

新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支給
（飲食店等）

新型コロナ対策適正店の
認証

県立学校等における抗原
検査キットの配備

新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金の支給
(大規模施設等)

｢飲食店等見回り連携チー
ム｣による見回り活動の実
施

(4)学校の感染防止対策の強化

がんばるお店"安全安心PR"
応援事業の実施

県立学校等における新型コ
ロナウイルスへの理解の促
進

地域公共交通新型コロナウ
イルス対応型運行支援の追
加実施

タクシー事業者感染防止対
策の支援
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

（参考資料）兵庫県 令和３年度９月補正予算 施策体系別事業一覧

事　業　名

③
家庭にﾈｯﾄ環境がない児童生徒に対して、通信機能付きﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末(※)を貸
与することにより、臨時休業等による県立学校でのｵﾝﾗｲﾝ学習を支援
(貸与台数 500台) 　※端末自体は整備済。今回はﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞSIMの購入費

2,000

④
不測の事態により、修学旅行が中止とした場合に発生するキャンセル料を支
援
 ○対象校 県立学校、県立大学附属中学校・高等学校、私立学校

41,000

⑤

不安や恐れなど心理的ストレスを抱えている児童生徒の心のケアに対応する
ため、SNS悩み相談窓口の受付時間を拡充
 ○実施期間　8/23～9/10(平日のみ) ※緊急事態宣言延長に伴い、期間延長

 ○受付時間　17:00～21:00（4時間）→ 16:00～22:00（6時間）

1,000

17,502,000

①

一時的な資金が必要な方への緊急貸付等の受付期限が令和３年11月末まで延
長されたこと等に伴い、貸付原資の助成を拡充
 ○貸付上限額 緊急小口資金 20万円(償還2年、据置1年)
 　　　　　　 総合支援資金 20万円/月(最大3カ月)(償還10年、据置1年)

17,379,000

②

生活福祉資金(総合支援資金)の再貸付が終了する世帯に対し、新たに生活困
窮者自立支援金を支給
 ○支給金額 単身世帯：6万円、2人世帯：8万円、3人以上世帯：10万円
 ○支給期間 3カ月

59,000

拡 ③ コロナ禍で女性の自殺リスクが高まっていることから、相談体制を強化
(相談員1人→2人、電話相談 火～土 9:00～12:00 [追加]15:00～18:00 等)

7,000

新 ④

未内定学生と県内企業とのマッチングの場を提供するため、合同企業説明会
を開催
 ○対象者 今年度卒業予定の未内定学生、概ね3年以内の既卒者で未就職
　　　　　学卒者及び早期離職者
 ○開催回数 WEB方式：１回、来場方式：２回

13,000

新 ⑤

｢ひょうごで働こう！マッチングサイト｣に新たに学生の就職支援機能を加
え、学生と県内企業とのマッチングを促進
 ○内容 就職に役立つ情報を発信する応援ページの新設、自己分析機能を
　　　　活用したタイプ別求人検索機能の追加

4,000

新 ⑥

学卒未就職者等を期間雇用し、研修及び就職支援を組み合わせた人材育成プ
ログラムを実施
 ○対象者 学卒未就職者、早期離職者
 ○支援内容 ・面接対策、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ等を学ぶ研修(1週間程度)
            ・専門家ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ、求人企業開拓･紹介(最長2カ月程度)

14,000

新 ⑦

ｺﾛﾅ禍の影響により減少した青少年の舞台芸術鑑賞機会や、若手ｱｰﾃｨｽﾄの活
動機会回復への取組として、文化ホール等が企画する公演を支援
 ○補助対象 県内の文化ホール等の設置者、指定管理者、実行委員会
 ○対象経費 出演料、設備使用料、技術人件費、広報費、ｵﾝﾗｲﾝ配信費 等
 ○補助金額 上限50万円(補助率1/2)

20,000

新 ⑧

コロナ禍の影響により活動機会の制限を受けている絵画、彫刻等の造形作家
における、ポストコロナを見据えた作品発表の新たな取組を支援
 ○作品発表支援 ICTの活用等により新しい作品発表方法を実現するため
                の取組支援
　　　　　　　  (会場使用料、機材ﾚﾝﾀﾙ費等 上限15万円(補助率1/2))
 ○ｵﾝﾗｲﾝｷﾞｬﾗﾘｰの整備 県芸術文化協会のHPにｵﾝﾗｲﾝｷﾞｬﾗﾘｰを設置し、作品
　　　　　　　　　　 を公開(HP改修費等)

6,000

ひょうごで働こう！マッチ
ングサイトの学生支援機能
の拡充

学卒未就職者向けの就職支
援

次世代応援舞台芸術への
支援

造形芸術活動への支援

Ⅱ 県民生活の安定化に向けた支援

緊急生活福祉資金貸付原資
補助事業の拡充

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金の支
給

女性のための生きることサ
ポート相談の強化

未内定学生向け合同就職説
明会の開催

SNS悩み相談窓口の拡充

修学旅行キャンセル料へ
の支援

通信機能付きタブレット端
末機器の貸与
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

（参考資料）兵庫県 令和３年度９月補正予算 施策体系別事業一覧

事　業　名

1,907,000

1,106,000

拡 ①
セーフティネット保証4号の指定期間が延長されることから、経営活性化資
金と借換等貸付の融資実行期限をR3,9末からR3.12末まで延長

0

②

緊急事態措置等に伴い影響を受ける飲食店と直接取引のある酒類販売事業者
に対して、国の月次支援金の対象要件を更に緩和し、支援を強化
 ○対象者 月間売上が前年又は前々年度の同月比15％以上減少している
          酒類販売事業者(国制度は｢50％以上｣の売上減少が対象)
 ○支給額 売上減少幅に応じて、個人10万円～40万円/月、法人20万円～
          80万円/月(国制度は｢個人10万円/月、法人20万円/月｣のみ)
　　　　　※支給額は国制度含めた金額。また、要請期間に応じて日割支給

323,000

新 ③

ポストコロナを見据え、今後のビジネスに求められる課題に対する県内中小
企業者の取組を支援
 ○対象経費 課題に対応する戦略の構築等に要する以下の経費
　　　　　　・調査･研究活動費、専門家派遣経費、社員等人材育成費等
　　　　　　　(これらに付随する備品等購入費を含む)
 ○補助金額 上限50万円(補助率1/2相当)※対象経費に応じて補助

776,000

新 ④

中小企業の喫緊の課題であるDX(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)推進に必要となる専門
人材育成を促進
 ○対象経費 AI活用人材育成プログラムの受講料(22,000円/科目)
 ○補助金額 11,000円(補助率1/2相当)

7,000

801,000

新 ①

ワクチン接種の促進及び感染防止対策を図りながら経済活動の活性化を図る
ため、県独自の県内宿泊・旅行業支援を実施
 ○支援金額 ･県民に販売する県内旅行･宿泊代金の割引を支援
　　　　　　 (旅行･宿泊代金に応じて2,000円～5,000円を支援)
　　　　　　･上記割引を受ける宿泊旅行者に対しｸｰﾎﾟﾝ券を配布
　　　　　　 (旅行･宿泊代金に応じて1,000円～2,000円分を配布)
 ○実施地域 緊急事態措置、まん延防止等重点措置終了後に全県実施
 ○実施条件 県全体ﾜｸﾁﾝ接種の普及(接種率60％以上)を前提
　　　　　　･ﾜｸﾁﾝ２回接種完了者:全面的に実施(ｱﾚﾙｷﾞｰ等で接種困難な
　　　　　　 方はPCR検査陰性証明書で同様の取扱)
　　　　　　･接種未完了者:限定実施(同居人かつ原則４人以下の少人数
　　　　　　 旅行に限る)

737,000

新 ②

コロナ禍の影響により、売上が減少している中小企業者が新たにECサイトを
活用して販売事業に参入する取組を支援
 ○対象者 ・県内に事業所を有する中小企業者
　　　　　・直近月間売上が前年度又は前々年度の同月比20％以上減少 等

 ○対象経費 ECｻｲﾄ出店時の初期費用、ｻｲﾄ利用料、新商品出品経費 等
 ○補助金額 16万円(補助率1/2相当)

20,000

新 ③

業務用・飲食店向け販路が失われている事業者に対して、ECサイトを活用し
た販路開拓等を支援
 ａ）ECサイトでの販売支援
　  ○対象者 県認証食品の県産農産物等の生産者・加工業者
　　○対象経費 ECｻｲﾄ出店時の初期費用、ｻｲﾄ利用料、新商品出品経費 等
　　○補助金額 16万円(補助率1/2相当)
 ｂ）県認証食品PRキャンペーンの実施
　  ○実施内容 認証ﾏｰｸを集めた応募者に対し、抽選で認証食品を進呈

11,000

拡 ④

県内清酒の関係団体が実施するキャンペーン事業について、対象店舗の拡大
や実施手法を変更し、引き続き支援
 ○実施内容 県産酒米を原料にした日本酒を一定額(1,000円)購入した者
            に、参加店舗で利用できる金券(200円)を配布
 ○実施期間 令和３年10月～令和４年２月(予定)

0

拡 ⑤

飲食店の休業・営業時間短縮等の影響を受けている生産者を支援するため、
県公式ｵﾝﾗｲﾝｼｮｯﾌﾟ｢ひょうごマニア｣において販売促進ｷｬﾝﾍﾟｰﾝを実施
 ○実施内容 3,980円以上の商品購入者のうち、ｅ-県民新規登録者を対象
 　　　　　 に、初回購入時に1,000円割引

18,000

新 ⑥
新型コロナウイルス感染症の影響により中止となった神戸ルミナリエ2021の
代替事業を実施(R3.12月予定)

15,000

酒類販売事業者に対する月
次支援金の支給

中小企業への運転資金支援

ふるさと応援ひょうごを旅
しようキャンペーンのプレ
実施

｢ひょうごマニア｣販売促進
による生産者支援の実施

中小企業におけるポストコ
ロナ出口戦略の構築

中小企業DX人材育成リカレ
ント教育モデル事業の実施

中小企業によるECサイト活
用販売への支援

県産農産物等におけるECサ
イト活用販売への支援

県産酒米消費拡大キャン
ペーンの追加実施

(2)地域経済の活性化支援

神戸ルミナリエ2021代替事
業の開催

Ⅲ 地域経済の活性化・地域の元気づくり

(1)企業等の事業継続への支援

(既定予算対応)

※R2.2経済対策補正

51,270千円

(既定融資枠対応)

※実施地域及び実施条件については、いずれも案で

あり、今後の感染状況や国の行動制限緩和に関する

検討状況にあわせて変更の可能性あり
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（単位：千円）

事　　業　　内　　容 金　額

（参考資料）兵庫県 令和３年度９月補正予算 施策体系別事業一覧

事　業　名

15,888,000

①
国庫補助内示の増に伴い、事業効果の早期発現を図るため、社会基盤整備を
実施

10,709,000

②
国庫補助内示の増に伴い、地震・津波発生時の設備停止リスク軽減のための
整備を実施

5,179,000

157,785,000

152,606,000

5,179,000流域下水道事業会計

社会基盤の強化・充実

流域下水道整備の推進
(流域下水道事業会計)

合　　　　計

一般会計　

Ⅳ 県民の安全・安心の基盤づくり

※今回新たに公表する事業で、新規事業は｢新｣、拡充事業は｢拡｣と表記
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