
項 目 予 算 額 主 な 内 容

感染拡大防止策と
医療体制の整備

353 億
46 百万円

・感染拡大防止のための医療体制整備
　　軽症者用宿泊施設の借り上げ
　　PCR検査センターの設置
・介護・障害福祉サービス継続への支援
　　感染症対策、施設職員への慰労金
・妊産婦のウイルス検査への支援
・病床確保 (協力医療機関・休止病床)支援
・高度医療に必要な設備整備の支援	

学校への支援 17 億
60 百万円

・学習支援員の配置、学校再開の支援
・低所得世帯のオンライン学習支援
・部活動全国大会代替大会の開催支援

生活者への支援 35 億
40 百万円

・ひとり親家庭に対する給付金の支給	
・工賃が減少した障害のある方への支援
・就職相談体制の強化	

事業者への支援 135 億
69 百万円

・中小企業向の融資枠・限度額の拡充
・新しい生活様式に対応する観光地域づくり
・障害者就労支援施設の生産活動支援

第８４号議案 ( 冒頭分) 第１０2 号議案( 追加分)
587 億 99 百万円 246 億円

医療
・
健康

静岡県
帰国者・接触者

相談センター

平日
午前8時半～午後5時15分

左記以外の時間
(土日祝を含む)

050-5371-0561
050-5371-0562 050-5371-0561

県庁専用
相談ダイヤル

平日午前 8 時半～午後 5 時 15 分
054-221-8560　　054-221-3296

経済 県中小企業等相談

平日午前 8 時半～午後 5 時 15 分
資金 054-221-2525
経営 054-221-2806
雇用 054-221-2825

人権
・
生活

人権相談
平日午前 9 時～午後 4 時半

054-221-3330

児童虐待 児童相談所虐待対応ダイヤル
189 ( 局番なしの 3 桁 )

DV
静岡県女性相談センター 054-286-9217

(9時～20時)

東部健康福祉センター 055-926-9217
(9時～17時)

いずれかの症状がある方
息苦しさ、強いだるさ、高熱の強い症状等

重症化しやすい方で、発熱・咳など比較的軽い症状が続く場合
　( 基礎疾患のある方 ) ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器障害

電話相談 ☎ 050-5371-0561
静岡県帰国者・接触者相談センター

検査の必要性があると判断された場合　帰国者・接触者の受診調整

帰国者・接触者相談外来　PCR検査の実施
　翌日以降に結果が通知 	 陽性の場合は入院等を調整

私立幼稚園等教育支援体制整備事業 幼稚園等新型コロナ体制整備事業費
8050万円

・衛生用品の整備、感染症対策の経費
・私立幼稚園及び認定こども園		
　施設数　161園　補助率10/10
　上限額　50万円 /園

9300万円
・衛生用品の整備、感染症対策の経費
・公立幼稚園及び認定こども園	
　施設数　186 園　補助率10/10
　上限額　50万円 /園	

新型コロナウイルスによる補習等支援事業 スクール・サポート・スタッフ配置事業
8億5100万円

・学習の支援、授業における担任の補助
　(退職教職員や教員志願の大学生等)
　487校 (政令市を除く全小中学校 )
　週 25時間　8ヶ月程度

1億630万円
・教員の負担を軽減し、学びの保障
・教室内の換気や消毒等の感染症対策
　487校 (政令市を除く全小中学校 )
　週15時間⇒週 20 時間 ( 拡充 )

就労継続支援における生産活動活性化 生活福祉資金貸付推進事業費
支援事業費助成 3200万円

・就労継続支援A型・B型事業所	
・生産活動収入が相当程度減収		
　(固定費、設備整備、販路拡大、等 )	
・上限５０万円/事業所	

32億2400万円
・貸付原資造成費　補助率10/10
・実施主体　静岡県社会福祉協議会	
　緊急小口資金(所得要件緩和、償還期間２年)
　総合支援資金(所得要件緩和、償還期間10年)

ひとり親家庭対策総合支援事業費 障害のある人への工賃支援事業費助成
1億4200万円

・臨時特別給付金の支給
　　　児童扶養手当受給世帯等
　　　　　　　	1世帯　50,000 円
　第２子以降１人につき　30,000 円

6400万円
・補助対象　就労継続支援B型事業所
・対象期間　令和２年4月１日～6月３０日
・前年同月工賃(上限１６，２８６円/人)との差額
　　　　(利用者に対して事業所が支払 )

救急・周産期・小児医療機関支援 新型コロナウイルス妊産婦
40億4500万円

・院内感染症防止対策や施設整備
・救命救急センター　他	60 施設
　補助率						10/10

総合対策事業費　3 億3500万円
・分娩前のウイルス検査26千円/妊婦1人
・政令市に対し費用一部助成　6千円/人
・妊産婦寄り添い型支援　電話、訪問、他
(静岡県民支え合い基金147百万円充当)

新型コロナウイルス感染症対策事業費 社会福祉施設感染症拡大防止対策事業費
90億8400万円

・軽症者を受け入る民間施設の借り上げ
・医療従事者等に慰労金支給する
　　支給額　5～20万円 /人
・「地域外来・検査センター」の運営委託

4億2700万円
・簡易陰圧装置の設置費用助成
　補助基準額　432万円 /施設
　高齢者施設　46施設
　障害者施設　14施設

介護サービス提供支援事業費助成 障害福祉サービス提供支援事業費助成
118億3600万円

・感染症対策物品の購入
・サービス継続に努めた職員への慰労金
　感染症対応施設職員20万円 /人
　上記以外の職員　5万円 /人

41億1100万円
・感染症対策物品の購入
・サービス継続に努めた職員への慰労金
　感染症対応施設職員20万円 /人
　上記以外の職員　5万円 /人

感染症対策衛生資材整備事業費
　　　　　　　242億4000 万円　　　　　《衛生資材の1ヶ月の必要量》
・エタノールの配布
・マスク等衛生用品の配布
　医療施設、高齢者施設、障がい者施設
※他15,000 施設

エタノール 不織布マスク N95マスク ガウン
医療施設 34,045ℓ 721,000 枚 82,500枚 82,500枚
高齢者施設 11,441ℓ 685,000 枚 6,600 枚 −
障害者施設 9,428ℓ 300,050 枚 3,300 枚 ー

緊急金融支援関連事業費 地域公共交通事業継続運行費助成
133億8900万円

・経済変動対策貸付の融資枠拡大
		1500 億円⇒2034億円	 	
・国、連携貸付の融資枠拡充等	
		 2800億円⇒1兆1,500億円(限度額４千万)

1億1600万円
・事業実施に必要な動力費(燃料・電力費)
・鉄道　県内７社8路線
・一般乗合旅客自動車(自主運行バスは除く)
　補助率　１/２　(4月１７日～5月１７日)

強い農業・担い手づくり総合支援交付金 中小企業等危機克服チャレンジ支援事業費
1 億8100万円

・国産農畜産物供給力強靭化
　補助対象　加工処理施設、育苗施設等	
　事業主体　市町、農協、農業法人
　補助率									1/2

3 億円
・ITを活用したビジネスモデル構築
　(補助率 2/3		限度額		２００万円 )
・新たなマスク等衛生用品生産の支援
　(補助率 3/4		限度額		1,000万円 )



種 別 事 業 名 路 線 河 川 等 箇 所 名 称 大字名 工事（事業）概要 工事費
（千円） 執行所属

道路 交通安全施設整備 一般県道清水函南停車場線 大場 歩道整備 30,400 沼津土木事業所
道路「暮らしを守る道」緊急対策 一般県道三島田町停車場線 北田町 小規模な排水改善 4,850 沼津土木事業所
道路 県土強靭化対策事業（道路） 主要地方道三島裾野線 北田町 冠水対策 7,760 沼津土木事業所
河川 河川改良 一級河川沢地川 沢地 護岸工 95,00 沼津土木事業所
河川 災害等予防保全緊急対策事業（河川）一級河川御殿川 南二日町 捷水路工 145,500 沼津土木事業所
街路 県単独街路整備事業 谷田幸原線（幸原町工区） 幸原町 道路改良 49,290 沼津土木事業所
道路 道路改良（防災・安全交付金） 主要地方道三島停車場線 一番町 電線共同溝 108,322 沼津土木事業所
道路 道路改良（防災・安全交付金） 主要地方道三島裾野線 中央町 測量設計 8,124 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 主要地方道三島裾野線 萩 橋梁補修工 30,000 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 主要地方道三島裾野線 大宮町 橋梁補修工 2,000 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 主要地方道三島富士線 広小路町橋梁補修工 2,000 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 一般県道三島静浦港線 平田 橋梁補修工 2,000 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 主要地方道三島停車場線 南本町 橋梁補修工 2,000 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 一般県道清水函南停車場線 大場 橋梁耐震対策 99,000 沼津土木事業所
道路 橋りょう補修（国庫補助） 一般県道清水函南停車場線 梅名 橋梁耐震対策 50,000 沼津土木事業所
河川 総合流域防災（広域一般） 一級河川境川 平田 護岸工 70,000 沼津土木事業所
河川 総合流域防災（広域一般） 一級河川境川 平田 護岸工 65,000 沼津土木事業所
河川 総合流域防災（広域一般） 一級河川境川 平田 護岸工 35,000 沼津土木事業所
砂防 急傾斜地崩壊対策（一般） 徳倉３丁目谷戸 B 徳倉 法面工 82,000 沼津土木事業所
砂防 急傾斜地崩壊対策（一般） 谷田押切No.4 谷田 用地測量 10,000 沼津土木事業所
街路 社会資本整備総合交付金事業（街路）都市計画道路谷田幸原線 幸原町 道路改良 242,000 沼津土木事業所

種 別 事 業 名 路 線 河 川 等 箇 所 名 称 大字名 工事（事業）概要 工事費
（千円）

補助費
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農地 内陸フロンティア企業誘致促進農業
基盤整備事業 玉沢 玉沢 農道開設工等一式 31,060 東部農林事務所

農地 県単独農業農村整備事業費助成 御園 御園 排水路工４８m 6,000 2,000 東部農林事務所
農地 農業用水利施設保全更新事業 松毛川排水機場保全２期 長伏 測量設計 7,000 東部農林事務所
農地 団体営基盤整備促進事業 三島市 川原ヶ谷 排水路補修工 7,000 3,500 東部農林事務所


