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拡 (１) 新型コロナウイルス感染症対策事業

〔保健医療総務課・保健予防課・商工振興課・農林課〕

　新型コロナウイルス感染症対策のため、医療機関への助成や

休日における発熱患者の診療体制の確保、病原体検査及び感染

に伴う医療費の自己負担分についての公費負担を行うとともに

保健所の人員体制を強化する。

　また、コロナ禍において経営に支障が生じている事業者等を

支援する。

　・医療提供体制整備補助金

　　　新型コロナウイルス感染症による入院体制の強化を図る

　　ため、専用病床の増床及び回復患者の転院に対し助成する

　　ほか、診療・検査体制の充実のため、帰国者・接触者外来

　　を開設している医療機関に必要な経費を助成する。　　

　・夜間休日急病診療所指定管理料

　　　夜間及び休日の急病患者に応急的な診療を行い、初期救

　　急医療体制を確保する。令和2年5月より新型コロナウイル

　　ス感染症に対応するため、発熱外来を開設し、診療体制の

　　強化を図っている。

　・新型コロナウイルス病原体検査手数料

　　　新型コロナウイルス感染症の感染者等に対し、感染症法

　　に基づく検査を行うとともに、医療機関等において保険適

　　用のもと実施したＰＣＲ検査や抗原検査費用の自己負担分

　　について全額公費で負担する。

　・感染症入院患者医療費助成扶助費

　　　感染症法に規定する感染症（新型コロナウイルス感染症

　　を含む）による入院患者の医療費における自己負担分につ

　　いて全額公費で負担する。

　・保健所の人員体制強化

　　　新型コロナウイルス感染症の新規陽性者への対応やワク

　　チン接種の体制の更なる強化のため、保健所職員を増員す

　　る。

　・新型コロナウイルス緊急経済対策資金保証料補助及び利子

　　補給

　　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者等

　　を支援するために創設した、「新型コロナウイルス緊急経

　　済対策資金」の借り入れに係る信用保証料及び利子を補助

　　する。 （農林水産業費・商工費で計上）

※ 事業名欄の「新」は令和４年度新規事業、「拡」は拡大事業

211,981 251,966 △ 39,985

96,096 73,920 22,176

30,000 18,294 11,706

108,750 21,338 87,412

30,213 30,213 0

122,845 91,960 30,885

599,885 487,691 112,194

千円 千円 千円

事 業 ・ 概 要 ・ 〔 担 当 部 署 〕
予 算 額

４ 年 度 ３ 年 度 増　減

【 令 和 ４ 年 度 予 算 の 主 要 （ 新 規 ） 事 業 】

４ 款 衛 生 費
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<附属資料>

（歳入） ・地方消費税交付金（社会保障財源交付金） 48.0 億円

（歳出） ・社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 283.8 億円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国（県）
支出金

地方債 その他
社会保障財源

交付金
その他

1,060,762  286,767    1,178     690,000   82,817    

8,537,374  6,016,538  135,146   160,000   2,225,690 

2,114,877  843,578    43,100    86,761    370,000   771,438   

392,957    16,421     84,060    280,000   12,476    

1,026,289  59,283     52,324    120,000   794,682   

476,966    23,000    450,000   3,966     

13,609,225 7,222,587 43,100    382,469 2,070,000 3,891,069

5,088,883  324,640    440,000   4,324,243 

5,088,883 324,640 -         -         440,000 4,324,243

2,058,489  971,376    1,080,000 7,113     

4,936,873  793,594    470,000   3,673,279 

797,770    113,565    2,559     550,000   131,646   

1,088,278  14,435     100,000   973,843   

638,120    21,437     30,000    586,683   

160,396    86,249     60,000    14,147    

9,679,926 2,000,656 -         2,559     2,290,000 5,386,711

28,378,034 9,547,883 43,100    385,028 4,800,000 13,602,023

※ 経費については、以下の事業費を除いています。
　・人件費（特別会計繰出金に含まれる人件費相当額含む）
　・投資的経費（単独事業）
　・基金積立金
　・子ども医療費助成扶助費（小学生以上）

社
会

保
険

保

健

衛

生

成 人 保 健 費

感 染 症 対 策 費

合　　　計

予 防 接 種 費

小　　計

福 祉 医 療 費

保健衛生総務費

高 齢 者 医 療 費

小　　計

介 護 保 険
特別会計繰出金

保 育 所 費

小　　計

在 宅 福 祉 費

社
 
会
 
福
 
祉

地方消費税交付金（社会保障財源交付金）の使途

財　　源　　内　　訳

特 定 財 源 一 般 財 源
経 　費区    分

社会福祉総務費

児童福祉総務費

高齢者福祉総務費

障 害 者 福 祉 費


	【元データ】R04当初予算の概要及び主要事業
	【その他の説明書】12_地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途0202修正

