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「夢のある活気あふれる街づくり」をめざして
令和3年 第３回定例会報告 〜9月補正予算について〜
茨城県議会<令和3年 第3回定例会>が9月30日から10月25日まで開催されました。本定
例会において、9月補正予算が可決され、感
染症予防医療法施行事業として医療提供体
制やワクチン接種体制の強化を、
また、営業
時間短縮要請等で苦しんでおられる関連事
業者に対する支援一時金など、定例会で論
議された、その基本的な考え方について、
P2にてご報告しています。
▲会議の様子

● 補正予算の規模

9月の補正予算の基本的な考え方は、新型コロナウイルス感染症への対応として、病床の確保や宿泊療養施設の増
設、営業時間短縮要請に応じた事業者等への支援など、感染拡大防止と経済活動の両立を図るために必要な事業や、
防災・減災対策の推進などの県政の課題等へ対応するために必要な事業について計上するものです。
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今回の補正予算に係る所要の一般財源については、前年度からの繰越金を充当した。

新型コロナウイルス感染症対策予算の規模
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（注意）単位未満の四捨五入により、合計と各項目の足し上げが一致しない場合がある。
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補正予算での主な事業
9月の補正予算について、一部を抜粋してご報告します。
感染症予防医療法施行事業

予算額

34,755百万円

新型コロナ感染症の一日も早い収束に向けて、個別接種医療機関の支援等によりワクチン接種体制の強化を図るほか、
今後想定される変異株等による更なる感染拡大に対応できるよう、医療提供体制及び検査体制の拡充を行います。
医療提供体制の充実 27,817百万円
１. 病床確保事業

ワクチン接種体制の強化 3,442百万円
１. 職域接種支援事業

検査体制の拡充

3,496百万円

１. 行政検査の外部委託

確保料/日：ICU 43.6万円、HCU

職域接種実施団体に対して接種

積極的疫学調査に基づく幅広な

21.1万円、
その他 7.4万円 等

回数に応じた補助を実施

検査や福祉施設への緊急検査等

２. 宿泊療養施設の運営費

２. 個別接種促進事業

民間宿泊施設の追加借上げ 等

に対する検査体制の拡充

個別接種を行う医療機関に対す

（4施設 ⇒ 7施設）

る補助の期間延長

３. 臨時医療施設の運営費

３. 接種体制確保事業

医師・看護師の人件費、医薬材料費 等
４. 医療費の公費負担

副反応コールセンターの拡充費用
４. 医療従事者派遣事業

入院・外来医療費における自己負

集団接種会場へ医療従事者を派遣

担分への補助 など

する医療機関への補助の期間延長

営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金

予算額

※下線は新規事業、
それ以外は拡充

2,674百万円

8月〜9月の国緊急事態宣言や県非常事態宣言等の影響を受け、売上が減少した事業者に対して、事業者の売上高別に
県独自の一時金を支給します。
支給対象：県内に本店又は主たる事業所を置く中小企業・個人事業者で、以下のいずれかに該当する者
（１）営業時間短縮要請に協力した飲食店、大規模集客施設等と直接取引がある事業者
（２）外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品・サービスを提供する事業者
※営業時間短縮要請を受けた飲食店、大規模集客施設等は対象外

対 象 外：大企業、公共法人、政治団体

※国の月次支援金は併給可

等

主な要件：令和3年8月又は9月のいずれかの月の売上が、対前年（対前々年）同月比で30％以上減少していること
支 給 額：1事業者あたり20万円〜500万円（1回限り）※事業者の売上高に応じて算定
■3,000万円未満／年：20万円

■3,000万円〜1億円未満／年：30万円〜90万円

■1億円〜5億円未満／年：100万円〜400万円

総事業費：3,747百万円

■5億円以上／年：500万円

[内訳]今回補正額2,674百万円＋予算残額見込1,073百万円

申請期間：10月受付開始予定
◆県内産業等への支援 2，817百万円
「いばらきの養殖産業」創出事業 ８６百万円（養殖産業創出のための技術開発に必要な設備整備等の追加）
つくば国際会議場施設整備事業 ５７百万円（コロナ禍において多様化する会議需要等に対応するための大ホール映像設備のデジタル化）

公
約

１. 徹底した行財政改革
● 目標に対する評価、分析（改革 PDCA サイクル）を代表質問・一般質問や常任委員会を
通じて、詳細な進捗状況の確認や効果の検証を行う。
● 具体的削減数値（効果）を費用対効果の見える化を実践

２. 地域医療の再生と安全・安心な地域づくり
● 国会議員と連携を図り、継続した国からの予算化を要望
● 医師会などとの定期的な政策懇談会を継続実施
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新型コロナウイルス感染症対策営業時間短縮要請協力金

予算額

36,280百万円

県の営業時間短縮要請に応じた対象施設の事業者に協力金を支給します。
飲食店への支給額
該当市町村に所在する飲食店のうち、要請期間すべてに協力した事業者が対象（食品衛生法に基づく飲食店営業許可
を受けている店舗の事業者）
区分
中小企業※２
大企業

年間の売上高（目安）

〜約3,000万円

約3,000万円〜約1億円

国の緊急事態宣言地域

4万円/日

4〜10万円/日（1日の平均売上高の4割）

まん延防止等重点措置区域

3万円/日

3〜10万円/日（1日の平均売上高の4割）

（〜7.5万円※１/日）

（25万円〜/日）

10万円/日

1日当たりの売上高の減少額 × 0.4（上限20万円/日・店舗）

全ての地域

※1 国の緊急事態宣言地域の場合は10万円

約1億円〜

（7.5※１〜25万円/日）

※2 中小企業であっても、大企業と同様の算定方式を選択可能

大規模集客施設等への支給額
まん延防止等重点措置区域又は国の緊急事態宣言地域に所在する建築物の床面積が1,000㎡超の大規模集客施設等が対象
1日当たりの支給額
大規模集客施設：20万円 × 時短率※1 ×
（自己利用部分面積※2 ÷ 1,000㎡）
上記施設の入居テナント等：2万円 × 時短率※1 ×
（テナントの店舗等面積※3 ÷ 100㎡）

（参考）積算の考え方

※1 短縮時間／本来の営業時間
※2 1,000㎡単位未満は切り捨て（1,000㎡未満の場合は、1,000㎡とみなす）
※3 100㎡単位未満は切り捨て（100㎡未満の場合は、100㎡とみなす）

まん延
防止措置
（2週間）

緊急事態
宣言
（4週間）

まん延
防止措置
（2週間）

対象事業者数
飲食店：13,000件
大規模集客施設：運営事業者等約600件、テナント事業者等約2,500件

森林湖沼環境税の継続を求める要望書

◆感染拡大防止策と医療提供体制の整備等 ７１，
３２３百万円
建設改良事業 病院事業会計 ３８１百万円
（新型コロナウイルス感染症患者受け入れのための医療機器の整備）
県有施設における感染拡大防止関連事業 ６７百万円
［うち主な事業］
アクアワールド茨城県大洗水族館施設整備事業 ４６百万円
（感染症対策等のための非接触型入場ゲートの整備等）
県民文化センター施設整備事業 １６百万円
（感染症対策等のための座席等の抗菌加工等）
◆県民生活等への支援 ３９百万円
看護師等修学資金貸付事業 ３３百万円
（看護師等修学資金の貸与枠の拡充）
学校給食臨時休業対策事業 ６百万円
（給食中止に伴うキャンセルできなかった食材費の補填等に要する経費）
◆今後への備え １，
０００百万円
予備費 １，
０００百万円
◆県政の課題等への対応 １，
４３４百万円
茨城中央工業団地整備推進事業 ４５０百万円
（茨城中央工業団地２期地区への企業の進出に伴う周辺道路等整備）
国補公共事業 ９７８百万円
（緊急的に対応が必要な橋梁補修、公営住宅の修繕工事等）

県では、自然環境の保全を目的とした「森林湖沼環境
税」
を導入しておりますが、課税期間は令和3年度までと
なっています。
地球温暖化といった状況を踏まえますと、取り組みの重
要性は、
ますます高まっていくものと考えます。
豊かな自然環境を次世代に引き継ぐため「森林湖沼環
境税」
の継続を強く要望いたします。

３. 子どもを産み、育てやすい環境の整備
● 各市町村議員との連携による現場の声の収集
●『茨城県耐震改修促進計画（平成 28 〜令和 3 年度）
』
に基づき耐震補強の前倒しについて継続して提言
● 定期的な耐震化計画の進捗状況確認（市町村の施設）

４. 国とのパイプを活かしたインフラの整備
● 緊急輸送道路としての機能強化・津波による沿岸市街地の被害軽減の観点からも緊急整備の必要性を強く提言
● 新規事業化に向けて国・県・日立市の連携強化（未事業区間：国分町〜河原子町 2.8km の事業化促進）
皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。
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直近の主な活動

（7月〜10月 活動の一部をご報告いたします）

7月 1日

日立労組大みか支部新人組合員講座

9月 14日

エスコ−トユニオン訪問

7月 2日

日立産業制御ソリューションズ訪問

9月 15日

日立駅頭議会報告

7月 5日

認知度向上運動

9月 16日

議案事前説明会

7月 6日

ひたちなか市議会懇談会

9月 21日

警察本部ヒアリング

7月 9日

日立労組大みか支部 拡大評議員会

9月 22日

議案内示会

7月 10日

自治体議員活動

9月 26日

第５区地域挨拶

7月 19日

朝の挨拶活動

9月30日〜10月25日

7月 20日

昭和電工マテリアルズ労働組合定期大会

7月 28日

茨城県議会改革推進会議

第3回定例議会
10月 8日 日立GLS多賀支部
青年・女性研修会

日立労組大みか支部 定期大会
7月 30日

日立労組水戸支部 定期大会

7月 31日

自治体議員活動

8月 3日

日立GLS多賀支部 定期大会

8月 5日

政策打合せ

8月 6日

第５区地域挨拶

8月 11日

選挙公約に関する地域とのオンライン懇談会

8月 18日

茨城県議会災害対策本部

10月29日 連合茨城定期大会

（コロナウイルス対策会議）
8月 24日

街宣活動

8月 25日

日立産業制御ソリューションズ労働組合
定期大会

8月 26日

日立パワー労働組合

定期大会

▲災害対策会議の模様

日頃のご支援・ご指導に感謝申し上げます。
改めて、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々のご冥福をお
祈り申し上げますとともに、罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

編

集

後

記

県 政 だ よ り の 名 称 は『 日 立 市
を元気にしたい、県北地域を活
性化させたい』という思いを込
めて、明るい希望である朝日を
イメージして「SUN RISE」と
名付けました。

令和3年9月30日から10月25日までの26日間の会期で行われた、令和3年・第3回
定例会が閉会しました。
第3回定例会は、9月に開会されるのが通常でありますが、茨城県知事選挙に伴い
1ヵ月遅れての開会となったものです。
補正予算関係4件、条例その他26件、認定2件、報告1件などが上程され、慎重審議を
行い全ての議案を採択しました。
補正予算については、
新型コロナウイルス感染症拡大
防止と社会経済活動の両立を図るために必要な事業のほか、
防災・減災対策の推進など
の政策課題に早急に対応するための必要な事業について予算措置されたものです。
今回の補正予算一般会計総額は、766億1,300万円となり、補正後の一般会計総額
は、1兆4,436憶7,400万円となりました。
また、要望を頂いた「教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制
度堅持を求める意見書」も全会一致で採択され衆議院議長、関係大
臣に提出されました。
結びに、新型コロナウイルス新規感染者数が減少傾向にあり
ますが、まだまだ予断を許さない状況です。感染防止のための
基本ルールを守り緊張感を持ってしっかりと対応するこ
とが必要です。一日も早い終息に向けて努力を続けて行き
ましょう。
（茨城県議会議員・齋藤 英彰）

皆さまからのご意見・ご要望をお待ちしています。
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