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　令和３年度がスタートしまし
た。新年度もコロナ対策が大き
なテーマとなりますが、県の一般
会計当初予算と補正予算あわせ
ての対策費は1,000億円を超えま
した。これは予算総額8,147億円
に対して12％超を占めますが、引
き続き感染症対策に重点を置き
つつ、観光業や飲食業を中心と
した経済対策、ひとり親家庭な
どへの支援対策など幅広く予算
メニューが組まれています。
　今回の県政リポートでは、コロ
ナ対策の予算を中心に詳しい内
容をお伝えします。
　こうした対策は、皆様からの
声を届けて実現したものも多く、
今後も「政治とは暮らしそのもの」
「声をカタチに、想いを政策に」
ということを胸に活動してまいり
ます。
　令和３年５月
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◆ 新型コロナウイルス感染症対策関係事業（令和３年度）  （単位：千円）

　県の一般会計当初予算は３月25日の本会議で可決成立し
ました。この際、予算案に対する付帯意見として、経済対策
を含めたコロナ対策のさらなる充実や女性活躍に向けた環境
改善など３項目について県当局に求めました。４月15日に
は県内の観光業などの支援策を中心とした経済対策やひとり

親家庭への支援策が盛り込まれた補正予算が提案され、議会
の意思に迅速に対応した形です。また、本格化するワクチン
接種関連の予算も計上されています。
　新年度に展開されるコロナ対策予算については以下の通り
です。

コロナ対策に1,000億円超 ～新年度岩手県一般会計予算～

事業の種別 主　　な　　事　　業 予　算　額

貸
　
付

生活福祉資金貸付事業推進費補助 972,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業費補助 8,869
新型コロナウイルス感染症対策資金貸付金 37,333,334
新型コロナウイルス感染症対応資金貸付金 33,333,334
新型コロナウイルス感染症対応資金利子補給 2,718,333
新型コロナウイルス感染症対策資金保証料補給補助 1,036,800
新型コロナウイルス感染症対応資金保証料補給 125,000
上記以外 4,492

小　　　　計 75,532,162

補
　
　
　
助

私立学校運営費補助 11,250
いわて文化芸術活動支援事業費補助 12,000
いわて文化施設利用促進事業費補助 14,112
営業施設経営指導費
（生活衛生営業指導センター経営指導事業費補助） 17,656

社会福祉活動推進費（成年後見推進支援事業費補助） 7,425
障害福祉サービス支援事業費補助 23,526
介護施設等整備事業費
（簡易陰圧装置設置事業費補助） 227,500

介護施設等整備事業費
（多床室個室化改修事業費補助） 48,900

介護施設等整備事業費
（ゾーニング環境等整備事業費補助） 194,000

介護人材確保事業費
（介護ロボット等導入支援事業費補助） 172,745

緊急時介護人材確保、
職場環境復旧等支援事業費補助 40,806

児童福祉施設等整備費補助
（認定こども園施設整備費補助） 115,220

保育対策総合支援事業費 31,700
地域子ども・子育て支援事業交付金 87,000
感染症等健康危機管理体制強化事業費
（新型コロナウイルス感染症入院施設等確保事業費補助） 13,494,355

感染症等健康危機管理体制強化事業費
（新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊費補助） 125,760

新型インフルエンザ患者入院医療機関等設備整備費補
助 1,025,000

医師確保対策費（代診医派遣体制確保事業費補助） 33,824
入院医療提供体制整備事業費 62,023
新型コロナウイルス感染症対応看護職員等派遣支援事
業費 68,406

事業の種別 主　　な　　事　　業 予　算　額

補
　
　
　
助

県立病院等事業会計負担金 258,695
いわて働き方改革加速化推進事業費
（テレワーク導入推進事業費補助） 105,000

中小企業事業再生支援事業費補助 12,006
三陸観光バス運行支援事業費補助 7,200
いわて旅応援プロジェクト推進費 3,657,891
水田フル活用農業高度化プロジェクト事業費
（水田転換緊急対応交付金） 49,974

幼稚園教育推進費
（公立幼稚園等緊急環境整備事業費補助） 7,600

幼稚園教育推進費
（公立幼稚園等ＩＣＴ環境整備事業費補助） 23,250

上記以外 133,656
小　　　　計 20,068,480

給
　
　
　
付

生活困窮者自立支援事業費
（自立相談支援事業費補助） 7,425

生活困窮者自立支援事業費（住居確保給付金） 3,219
母子保健対策費（特定不妊治療費助成事業費） 168,494
妊娠出産包括支援事業費
（妊婦分娩前新型コロナウイルス検査事業費） 12,180

新型コロナウイルス感染症対応医療従事者危険手当支
給費補助 168,384

ひとり親家庭等セルフサポート事業費 16,800
低所得ひとり親世帯給付金給付事業費 8,869
地方創生移住支援事業費 6,161
上記以外 44,038

小　　　　計 582,919

そ
　
の
　
他

新型コロナウイルス感染症対策保健衛生人材確保事業
費 53,766

復興五輪ムーブメント推進事業費 237,886
女性のためのつながりサポート事業費 17,218
地域外来・検査センター整備事業費 343,796
結核・感染症サーベイランス事業費 398,579
感染症等健康危機管理体制強化事業費
（新型コロナウイルス感染症軽症者等宿泊療養事業費） 1,071,137

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 101,645
全日制高等学校教育活動継続環境整備事業費 112,800
上記以外 1,558,352

小　　　　計 3,895,179
合　　　　　　計 100,078,740
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◦一関・平泉地域の予算について

◦ひとり親家庭への支援対策拡充される◦いわて旅応援プロジェクト始まる

岩手県民限定!

岩手県内で
の

宿泊
また
は 日帰り旅行

で

5,000円を
割引！！

一人あたり2
,000円から ＋プラス

公式サイトはこちらから

https://www.iwate-tabipro.jp

いわて旅応援プロジェクト いわて応援クーポン事務局
〒020-0024岩手県盛岡市菜園1-3-6 農林会館205

TEL 019-623-1145  FAX 019-623-1146岩手県
お問い合わせ先

登録施設で
使える     

2,000円
分
のお買物券

付！

本事業は、観光庁「地域観光事業支援」を活用しています。

登録施設への宿泊または、旅行会社等からの旅行予約を行なった場合、一人あたりの宿泊代金または日帰り旅行代金の支払金額に応じた補助金額を割引しま
す。加えて、宿泊の場合はお一人様1泊あたり、日帰り旅行の場合はお一人様につき、2,000円分の「いわて応援クーポン」が発行されます。（おとな・子ども同額）
＜補助金額＞支払金額が4,001円～5,999円のとき2,000円補助／支払金額が6,000円～7,999円のとき3,000円補助／支払金額が8,000円～
9,999円のとき4,000円補助／支払金額が10,000円以上のとき5,000円補助（上限）
●割引対象者は、岩手県居住者に限ります。　●新型コロナウイルスの感染状況等によっては本事業を中断・終了する場合がございます。
●期間中であれば、複数回の利用が可能ですが、１回のご利用は７泊までとなります。　●その他割引との併用が可能です。（注1）
（注1） 他の割引適用後に4,001円以上の支払金額で適用となります。他の割引制度をご利用の際、ご予約方法によって他の割引制度のご利用ができ
 ない場合があります。詳細については、いわて旅応援プロジェクト事務局までお問い合わせ下さい。

対象期間2021年5月31日（月）宿泊分　まで
※「いわて応援クーポン」利用期限2021年6月1日（火）

利用条件 利用時には岩手県居住者であることを確認できる書類を持参ください。
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　観光シーズンを迎
えていますが、新型
コロナウイルス感染
症によって観光関連
産業は大きな影響を
受けています。そこ
で、 比 較 的 感 染 症
が抑えられている地
域内でお金を回そう
と、 観 光 関 連 業 者
の支援を目的とした

「いわて旅応援プロ
ジェクト」がスタート
しました。36億円余
りの予算が計上され
ていて、県民が県内
の宿泊施設などを利
用した際に割引が受
けられます。5月いっ
ぱいまでの予定です
が、感染状況などを
勘案しながら行われ
ることになっていま
す。

◦ワクチン接種でコールセンター開設
⑴岩手県新型コロナワクチン専門相談コールセンター
　受付時間　午前９時から午後９時まで（土日祝日を含む）
　電話番号　フリーダイヤル 0120–89–5670
⑵一関市新型コロナワクチン接種コールセンター
　受付時間　午前９時から午後５時まで（土日祝日を含む）
　電話番号　フリーダイヤル 0120–033–567
⑶平泉町新型コロナワクチン接種対策チーム（保健センター内）
　受付時間　午前９時から午後４時30分まで（土日祝日を除く）
　電話番号　0191–34–9808
県と市町村の相談体制の役割について

　県　：副反応など医学的知見が必要な相談に対応する相談コールセン
ターを設置

市町村：予約受付や接種会場等に関する一般相談に対応するコールセン
ター等を設置

１．ひとり親家庭等セルフサポート事業費
　母子家庭の母又は父子家庭の父の就職を容易にするために
必要な資格の取得を促進するための支援です。令和３年度に
限り、６か月以上の訓練を要する民間資格を取得する場合に
ついても給付対象とします。
　【高等職業訓練促進給付金】
　　課税世帯70,500円／月、非課税世帯10万円／月
      ※最終学年の場合は40,000円増
　【修了支援給付金】
　　課税世帯25,000円、非課税世帯50,000円
２．低所得ひとり親世帯給付金給付事業費

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、
低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支

援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案
し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
【対象者】
①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている者（申

請不要）
②公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の

児童扶養手当の支給を受けていない者
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る者に限る。

③令和３年４月分の児童扶養手当は受給していないが、新型
コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入
が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている
者

②、③については申請が必要です。

　新年度予算では、当地域でも強い要望のあった案件について
事業化が図られました。主要地方道一関北上線の平泉町長島地
内の1,930メートルについて、道路改良事業がスタート。重大
な交通事故が相次ぐ中、青木町長をはじめとして町から強い要
望が出されていましたが、これに応えた形です。また、イノシ

シなどの侵入対策として電気柵の設置などが一関市・平泉町で
も進むほか、高収益作物への転換支援や畜産振興対策、ため池
などへの防災減災対策にも予算がつけられました。予算につい
ての詳細は事務所までお問い合わせください。。
　主な公共事業予算は次の通りです。

区
分 事　業　名 路　線　等 箇所名 令和3年度

予 算 額 摘　要

道
　
　
路

道路環境改善
事業

主要地方道一関大東線 千歳橋 95 橋梁補修

一般県道相川平泉線 高館橋 70 橋梁補修

国道342号 瑞　山 51 歩道整備

主要地方道一関大東線 舞　川 45 法面補修

一般県道平泉停車場中
尊寺線 志羅山 80 電線共同

溝 整 備

国道343号 板木橋 354 橋梁補修

地域連携道路
整備事業 主要地方道一関北上線 長　島 45 道路改良

小　　　　計 740

河
　
　
川

基幹河川改修
事業

夏川 油　島 257 河川改修

千厩川（中流） 千厩川
中流域 131 河川改修

治水施設整備
事業 太田川 矢の尻川 60 内水対策

施　　設
小　　　　計 448

区
分 事　業　名 路　線　等 箇所名 令和3年度

予 算 額 摘　要

砂
　
　
防

砂防事業 北上川水系 日照田の沢 30 砂防堰堤

県単急傾斜地
崩壊対策事業 館　山 130 法 面 工

火山噴火緊急
減災対策事業
費

40
栗 駒 山
火山噴火
緊急減災
対　　策

小　　　　計 200
計 1,388

◆一関市及び平泉町における令和3年度の主な県土整備部関係事業について  （単位：百万円）

皆様からのご意見、ご要望をお待ちしています。

岩渕誠事務所
一関市花泉町金沢字内ノ目50
電話・FAX.0191-82-3851
メールアドレス　ichinoseki@iwabuchi-mako10.com


