
　 （単位：千円）

既往予算 補正予算（１臨） 補正予算（２臨）

PCR検査センター設置 86,000 86,000

感染症患者の増加に備えた入院病床確保、入院患者受入体制強化 90,000 139,000 707,000 936,000

一般電話相談窓口及び帰国者・接触者相談センターの設置・運営 16,000 61,000 77,000

感染症病棟に係る医薬品や機器等の購入 36,000 74,000 110,000

ウイルス検査の検体移送、患者搬送に係る経費 137,912 137,912

感染症患者の入院費自己負担分の公費負担 4,000 40,176 782,088 826,264

新型コロナウイルス検査 感染症予防費等 17,000 66,339 83,339

新型コロナウイルスの検査試薬等の購入 疫学検査費 4,000 15,000 19,000

検査体制の強化（PCR装置購入） 6,000 6,000

9,000 65,000 60,000 134,000

99,000 47,000 360,000 506,000

2,000 16,000 18,000 36,000

海外見学旅行におけるキャンセル料の補填 5,400 5,400

商店街の感染症対策の現状の対応から終息後までを見据えた総合的な対策
の立案を支援 5,000 5,000

20,000 20,000

192,000 192,000

150,000 150,000

感染症治療薬・検査キットの研究開発に取組む中小企業への補助 10,000 10,000

生涯学習施設等におけるサーモグラフィ等の購入 3,800 3,800

文化施設に配備するサーモグラフィの購入 9,000 9,000

乳幼児健診等において感染リスクを避けるための取組 5,000 5,000

感染症防護用品等購入 感染症予防費等 13,000 22,485 35,485

学校休校に伴う放課後児童クラブ等の運営費増分 46,000 68,000 114,000

登園自粛に伴う保育料等の返還 105,000 177,000 282,000

学校給食中止への対応 44,000 44,000

ファミリー・サポート・センター事業の利用料補助 3,000 3,000

小計 494,000 0 497,000 2,845,200 3,836,200

　 （単位：千円）

既往予算 補正予算（１臨） 補正予算（２臨）

融資枠 【35,000,000】

予算額 3,000,000 1,589,000 20,200,000 81,000 21,870,000

融資を受ける際に必要な信用保証料を補給 161,000 1,470,000 1,631,000

中小企業からの経営等に関する相談体制強化 2,000 35,000 120,000 157,000

〈2,823,000〉 〈2,823,000〉

1,503,000 1,503,000

令和元年度
（Ａ）

※1既往予算

令和２年度（Ｂ） 合計
（Ａ）+（Ｂ）

２　雇用の維持と事業の継続、市民生活への支援

○中小・小規模事業者
等に対する支援

企業者等を支援するための融資枠の拡充 中小企業金融対策資金貸付金
【35,000,000】

中小企業融資促進費

中小企業経営支援費

休業等の要請の応じた企業・個人事業主に対し支援金を支給 休業等支援金給付事業費

私立教育・保育施設給付費等

学校給食費

子育て援助活動支援費

区分 対策内容 事業名

放課後児童クラブ運営関連費等

○感染拡大防止

学校、障がい福祉施設、児童福祉施設等における備品購入や施設整備改修
費の支援

障害福祉サービス事業所等感染症対策費

児童福祉施設等感染症対策費等

学校保健費

高等学校運営管理費

商店街感染症対策支援費

観光関連団体や商店街が感染リスクを低減させながら経済活動を行うため
の取組みを支援

観光地における感染症対策支援費

商店街感染症対策支援費

繁華街感染防止対策費

健康医療バイオ産業支援費

生涯学習施設感染症対策関連費

文化施設感染症対策費

母子保健対策費

１　医療提供体制の強化と感染拡大の防止

○医療提供体制強化

感染症病床確保対策費

感染症病床確保対策費

新型コロナウイルス感染症相談体制整備費

感染症指定医療機関運営費等

感染症予防費

感染症予防費

衛生研究所機器整備費

【参考】札幌市の新型コロナウイルス感染症に関する対応状況

区分 対策内容 事業名
令和元年度

（Ａ）
※1既往予算

令和２年度（Ｂ） 合計
（Ａ）+（Ｂ）

※2 ※2

※4 ※4

※6



既往予算 補正予算（１臨） 補正予算（２臨）

区分 対策内容 事業名
令和元年度

（Ａ）
※1既往予算

令和２年度（Ｂ） 合計
（Ａ）+（Ｂ）

〈580,000〉 〈580,000〉

180,000 180,000

札幌商工会議所と連携し、様々な産業に対する支援策を検討 15,000 15,000

市内中小企業を対象としたテレワーク等の導入に係る経費への補助 46,000 46,000

小規模事業者が行う販路開拓等の取組に要する経費への補助 90,000 90,000

文化芸術の無観客公演等を配信する地元文化団体等に対する補助 32,000 32,000

新型コロナウイルス感染症の影響で離職や休業を余儀なくされた方に対す
る相談体制の強化 13,000 13,000

離職等により住居を失う恐れのある方へ支給される住居確保給付金の対象
拡大及び自立相談支援事業の相談体制の強化 77,000 77,000

感染症の影響により離職等を余儀なくされた方を対象とした給付金付きの
再就職支援 111,000 111,000

感染症の影響により就業の機会を失った方を対象とした市による緊急雇用
187,000 187,000

全国全ての人々を対象とした特別定額給付金を給付 198,800,000 198,800,000

児童手当受給世帯に対する臨時特別給付金の給付 2,492,000 2,492,000

小中学校全学年へのタブレット端末導入の前倒しや、家庭学習のための通
信機器の整備 3,590,000 3,590,000

外出自粛等により孤独感や不安を感じている子育て世帯に対する、子育て
サイトや子育てアプリを活用した情報発信 5,800 5,800

外出自粛により引きこもりや運動不足、気持ちの落ち込む高齢者に向けた
自宅でできる介護予防体操等の普及啓発 8,000 8,000

国民健康保険被保険者のうち被用者に対する新型コロナウイルス感染症に
係る傷病手当金の給付 110,000 110,000

小計 163,000 1,589,000 21,733,000 207,432,800 230,917,800

○安全・安心に繋げる
情報の発信

市税の徴収猶予などの情報を周知するための「生活支援ガイド」を発行
（HPにて公開。区やまちセンに順次配架予定）

窓口で行う手続きのうち可能なものについて郵送の利用を呼びかけ

道・市民税の申告期限、国民健康保険加入手続きの届出期間などの延長

〈37,030,000〉 〈211,917,000〉 〈249,604,000〉

合計 657,000 1,589,000 22,230,000 210,278,000 234,754,000

〈37,030,000〉 〈10,625,000〉 〈48,312,000〉

657,000 1,589,000 22,230,000 8,986,000 33,462,000

※1 令和元年度の既往予算については執行見込み
※2 中小企業金融対策資金貸付金の令和元年度執行分は令和2年度と重複するため合計には含めない
※3 〈 〉の金額は補正額に加え、消費者の負担分を含めた対策の規模を示している
※4 〈 〉の金額は補正額に加え、北海道の負担分を含めた対策の規模を示している
※5   〈 〉の金額は補正額に加え、既往予算での対応額や融資枠の拡大分等を含めた対策の規模を示している
※6   一般会計から特別会計・企業会計への繰出金は重複するため計上していない

合計（特別定額給付金事業と子育て世帯臨時特別給付金事業は除く）

介護予防センター等運営事業費（介護保険会計）

傷病手当金（国保会計）

３　その他

非予算

○行政手続き等の臨時
的措置

非予算

非予算

○市民生活への支援

特別定額給付金（仮称）事業費

子育て世帯への臨時特別給付金

教育の情報化推進費

地域子育て支援推進費

○離職者、求職者等へ
の支援

就業サポートセンター等事業費

生活困窮者自立支援費

さっぽろ給付金付き再就職支援費

緊急雇用創出事業費

○中小・小規模事業者
等に対する支援

市内の飲食店が共同して行うクラウドファンディングによる資金調達への
支援

飲食店の未来応援事業費

新型コロナウイルス感染症対策経済連携支援費

テレワーク・業務管理システム普及促進費

小規模事業者持続化サポート費

文化芸術公演配信補助費

※2

※2

※5 ※5 ※5

※5 ※5 ※5

※3 ※3

※6

※6

※6


