
福岡県

令和３年度６⽉補正予算の概要
＜令和3年6月4日変更＞



令和３年度６⽉補正予算のポイント

（単位：百万円）

２ 補正予算
の規模

３ 主な内容

１ 予算編成
の考え方
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○ 新型コロナウイルス感染症対策として、「感染拡大の防止」、「雇用

対策の強化と生活困窮者の支援」、「事業継続の支援」に取り組む

ほか、「地域活性化等」に必要な経費を計上

（単位：百万円）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 646億円
繰越金 1億円

当初予算 現計予算

合計

A B C D E=C+D D=B+E

一般会計 2,136,138 2,237,222 86,719 84 86,803 2,324,025
特別会計 944,897 944,897 0 0 0 944,897

計 3,081,035 3,182,119 86,719 84 86,803 3,268,922

区  分

６月補正予算

６月補正後
予算

補正予算
第３号

補正予算
第４号

国庫 県債 その他

 ［第３号］新型コロナウイルス感染症対策 86,719 22,140 0 0 64,579
１．感染拡大の防止 64,523 3,703 60,820

２．雇用対策の強化と生活困窮者の支援 11,409 11,319 90

３．事業継続の支援 10,787 7,118 3,669

 ［第４号］地域活性化等 84 0 0 0 84

86,803 22,140 0 0 64,663合　　計

項　　目 予算額

財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源
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感染拡大の防止

新型コロナウイルス感染症対策

○ ワクチン広域接種センターを設置 12億6,099万9千円
・ 市町村が実施する高齢者へのワクチン接種を支援するため、県独自の接種会場を設置

［設置場所］ 福岡県⽴⼤学（⽥川市伊⽥）、保健医療経営⼤学（みやま市瀬高町）
［対 象 者］ 7⽉末までに高齢者へのワクチン接種完了が困難、⼜は

県による集団接種の実施を希望するとの申し出があった市町村の高齢者
[設置時期] 6⽉7日から約2か⽉（6⽉1日から予約受付開始）
[予約方法] インターネット予約及び電話予約

新規

補正予算第３号

○ 医療機関への支援により高齢者ワクチン接種を促進 24億4,221万8千円
（ア）⼀定回数以上の個別接種を⾏う「診療所」に対し、１回当たり2,070円となっている接種単価に加え、

・週100回以上の接種を7⽉末までに4週間以上⾏った場合は、１回当たり2,000円
・週150回以上の接種を7⽉末までに4週間以上⾏った場合は、１回当たり3,000円

を交付
（イ）1日当たり50回以上の個別接種を⾏った「病院・診療所」に対し、１日当たり10万円を交付
（ウ）「病院」が、通常診療とは別に接種のために⼈員体制を確保し、50回以上/日の個別接種を週1日以上達成した

週が、7⽉末までに4週間以上ある場合は（イ）に加え、追加交付
[補助単価] 医師︓7,550円/⼈・時間 看護師等︓2,760円/⼈・時間

（エ）時間外・休診日に市町村の集団接種会場に医師・看護師等を派遣した医療機関に対し、財政支援を実施
[補助単価] 医師︓7,550円/⼈・時間 看護師等︓2,760円/⼈・時間

［6月4日追加分］

【医療機関に対する接種単価】
1回当たり 2,070円
時間外加算 +730円
休日加算 +2,130円

新規
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○ 「福岡県飲食店等感染防止対策認証制度」を創設 21億8,389万6千円
・ 調査員が訪問して飲食店等の感染防止対策を県独自の基準で認証

［対象店舗］ 飲食店、喫茶店等（約35,000店）
・ 認証を受けた飲食店等の継続的な感染防止対策を支援するため、支援⾦を給付（1店舗当たり5万円）
・ 基準を満たさない飲食店等には、アドバイザーが感染防止対策を指導・助言

＜飲食店の感染防止対策＞

新規

○ 高齢者施設等職員へのPCR検査を強化 5億7,240万円

（5月補正：5億7,240万円、14か月予算：8億5,860万円）

［対 象 者］ 高齢者施設・障がい者施設の職員（保健所設置市を除く） 約95,000⼈
［検査回数］ 1⼈当たり週1回（緊急事態措置期間中）

［6月4日追加分］期間延長



4

○ 「福岡県感染拡大防止協力金」 580億6,329万4千円

（5月補正：564億6,177万7千円、4月補正：256億3,740万4千円）

・ 緊急事態措置の延⻑等に伴い、休業・営業時間短縮の要請に応じた飲食店等への協⼒⾦を増額
【飲食店等 470億1,690万円（5月補正：459億4,516万9千円、4月補正：256億3,740万4千円）】

[対象店舗] 休業・営業時間短縮の要請に応じた飲食店、喫茶店等
約35,000店（県内全域）

[期 間] 令和3年6⽉1日から6⽉20日まで（20日間）
[給付⾦額] 中⼩企業者︓1店舗当たり4万円〜10万円

⼤ 企 業︓1店舗当たり最⼤20万円

～10万円以下 10万円超～25万円未満 25万円以上～

4～10万円/日
（1日当たりの売上高の4割）

前年度又は前々年度の１日当たりの売上高

中小企業者 一律4万円/日 一律10万円/日

大企業
（中小企業者も選択可）

１日当たりの売上高減少額の4割 /日（上限20万円）

【大規模施設等 110億4,639万4千円（※）（5月補正：105億1,660万8千円）】 （※） 5⽉の土日休業要請分も含む
[対象店舗] 休業・営業時間短縮の要請に応じた⼤規模施設等

（土日の休業要請は、生活必需サービスを除く1,000㎡を超える商業施設、運動施設・遊技場・
遊興施設の⼀部などを対象）

①⼤規模施設︓約3,000店（県内全域）
（ショッピングセンター、百貨店等の1,000㎡超の施設）

②テナント︓約10,000店（県内全域）
（①の⼀部を賃借している飲食業以外の店舗）

[期 間] 令和３年6⽉1日から6⽉20日まで（20日間）
[給付⾦額] ①⼤規模施設︓床⾯積1,000㎡毎に1日当たり20万円

②テナント︓床⾯積100㎡毎に1日当たり2万円
（休業の場合は、①20万円/日、②2万円/日、営業時間短縮の場合は、①②とも短縮時間に応じ支給 ※図参照）

期間延長 ［6月4日追加分］



雇用対策の強化と生活困窮者の支援
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○ 緊急短期雇用を創出 8,370万2千円（14か月予算：8,372万1千円）

・ コロナ禍の影響により、働く場を失った方に対する短期の雇用を創出 （200⼈から400⼈へ拡⼤）
［実施主体］ 県
［雇用期間］ ３か⽉
［雇用創出］ ２００⼈（フルタイム、パート）
［募集業務］ 県庁、出先機関における事務補助 など

拡充

○ コロナ禍で困窮する女性を支援 1,019万3千円
・ 経済的困窮や社会からの孤独・孤⽴など支援が必要な⼥性に対し、アウトリーチ型支援（街頭声掛けや
メール・SNSによる相談）や就職支援機関・福祉事務所等への付き添い支援を実施

新規

○ 雇用維持のための相談会を開催 363万4千円（14か月予算：951万7千円）

・ 雇用調整助成⾦等の申請や労務管理等に精通した専門家を商⼯会や市町村等に派遣し、個別相談会を開催

拡充

○ 失業等により収入が減少した世帯を支援 107億6,319万5千円

（第3次2月補正：106億1,594万5千円、14か月予算：76億4,652万2千円）

・ 生活福祉資⾦特例貸付（緊急⼩⼝資⾦、総合支援資⾦）の申請期間を延⻑
[緊急⼩⼝資⾦] 貸付上限20万円、無利⼦
[総合支援資⾦] 貸付上限180万円（60万円（３か⽉分）×3回）、無利⼦
[申請期間] 令和3年6⽉末を令和3年8⽉末まで延⻑

○ 「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金（仮称）」を支給 5億4,827万8千円
[対象世帯] 生活福祉資⾦特例貸付が借⼊限度額に到達している等により利用できない世帯（県所管の町村部）
[支 給 額] 単身世帯:⽉額6万円 2⼈世帯:⽉額8万円 3⼈以上世帯:⽉額10万円（支給期間:3か⽉）
[申請期間] 令和3年7⽉から令和3年8⽉末まで

［6月4日追加分］

［6月4日追加分］

拡充

新規



・ 要請に応じた飲食店等に対し「福岡県感染拡⼤防止協⼒⾦」に家賃支援⾦を加算して給付
[対象店舗] 要請に応じて「休業」⼜は「酒、カラオケの提供を止めて営業時間を短縮」する飲食店等

約13,000店（県内全域）
[対 象 ⽉] 令和3年6⽉（ひと⽉分）
[給付⾦額] 1店舗当たり家賃⽉額の2/3（上限20万円）
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○ 「福岡県中小企業者等月次支援金」を給付 6億9,507万2千円（5月補正：9億2,746万9千円）

・ 国の⽉次支援⾦の対象とならない中⼩企業者等を県独自に幅広く支援
[対 象 者] 県内に本社・本店のある中⼩企業者等

約7,800者（県内全域）
[給付要件] ⽉間の売上高が前年(⼜は前々年)同⽉比30%以上50%未満減少
[対 象 ⽉] 令和3年6⽉
[給付⾦額] 法⼈︓上限10万円 個⼈︓上限５万円

・ 休業要請の影響を強く受ける酒類販売事業者に対する県独自の上乗せ
[対 象 者] 県内に本社・本店のある酒類販売事業者

約500者（県内全域）
[給付要件] 酒類の提供を停止する飲食店と取引があること

国の⽉次支援⾦の給付を受けていること（⽉間の売上高が
前年(⼜は前々年)同⽉比50%以上減少）

[対 象 ⽉] 令和3年6⽉
[給付⾦額] 法⼈︓上限20万円 個⼈︓上限10万円

月次支援金の横出し・上乗せ支援

事業継続の支援
■中小企業の支援

○ 飲食店等に家賃支援金を給付 20億8,916万7千円（5月補正：21億6,534万6千円）

期間延長

期間延長 ［6月4日追加分］

［6月4日追加分］
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○ 外国人技能実習生を受け入れる農家を支援 5,193万3千円
・ 外国⼈技能実習生の在留資格変更による賃⾦増の⼀部を支援し、農家負担を軽減（上限100円/⼈・時間）

■農業者の支援

○ 野菜等の園芸農家を支援 2億2,051万円
・ 販売単価下落による影響を受け、売上げが減少している野菜等を栽培する園芸農家を支援するため、
種苗や肥料等の生産資材購⼊費を助成（次期作分に限る）
［補 助 率］１/２

○ 事業者の売上回復・販路拡大を支援 6,032万8千円（14か月予算：3,471万2千円）

・ 「福岡県ウェブ物産展」にDOCORE（どぉこれ）商品の特設コーナーを設置し、
3割引きで販売

・ DOCORE商品のデータベースの構築や各種商談会への出展により、商品をバイヤーに
発信し、販路を拡⼤

＜DOCORE商品）＞

DOCORE・・・県商工会連合会が運営するアンテナショップ（博多マルイ2階）。県内各地の隠れた逸品を販売。

拡充
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＜県庁ロビーにおける飾花＞

○ 県産花きの需要を拡大 2,217万2千円
・ 家庭での利用促進を図るため、「県産花き販売キャンペーン」を実施する花屋に
対し、県産花きの仕⼊経費を助成
［補 助 率］１/２

・ 県庁ロビーや各地の公共施設等において産地の花を飾る取組を支援し、県産
花きをPR

○ 畜産農家の飼料生産を拡大 7,966万7千円
・ 家畜飼料となる牧草類の輸⼊停滞や配合飼料高騰の中、牧草類の生産拡⼤による飼料の安定確保
のため、畜産農家の機械導⼊経費を助成
［対象経費］耕起・播種機、収穫機、梱包機、運搬機 など
［補 助 率］１/２

○ 県産の酒づくりを支援 1億3,319万円
・ 県産酒の販売減少の影響を受けている地酒、焼酎の酒造業者（68蔵）の県産原料の購⼊費を助成

［対象経費］原料仕⼊経費（県産の酒⽶、⻨ など）
［補 助 率］１/２（上限300万円）

新規

新規 ＜収穫前の酒米＞



「福岡の避密の旅」県⺠向け観光キャンペーン 52億8,096万円
宿泊助成・旅行商品助成 【拡充】

1人1泊１／２以内 最大5,000円割引
日帰り1人１／２以内 最大3,000円割引

販売
方法

県内のコンビニエンスストア

宿泊予約サイト など

販売
期間

7月上旬～８月３１日（※）

利用
期間

７月上旬～１２月末（※）

目標
人数 ６１万人

前売り割引宿泊券・旅行券【新規】

１人１泊１／２以内最大5,000円割引

販売
方法

専用のＷｅｂページ

販売
期間

準備が整い次第～６月３０日
（購入時に宿泊施設・旅行会社を指定）

利用
期間

７月上旬～１２月末（※）

目標
人数

７万人

地域クーポン券【新規】 １泊 最大2,000円分

配付
方法

宿泊施設等が配付（チェックイン時など）

利用
期間

宿泊日とその翌日
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■観光事業者の支援
一部新規

＜「福岡の避密の旅」公式サイト＞

第2弾 第3弾

※緊急事態措置やまん延防止等重点措置が県内に適用されている期間又は県内における外出自粛要請等の期間は停止

地域クーポン券【新規】
１泊 最大2,000円分 日帰り 最大1,000円分

配付
方法

宿泊施設等が配付（チェックイン時など）

利用
期間

宿泊日とその翌日（宿泊）
旅行日当日（日帰り）

○ 「福岡の避密の旅」県民向け観光キャンペーンを実施 52億8,096万円 （14か月予算：15億9,426万9千円）

「福岡の避密の旅」（第2弾）県⺠向け前売り旅⾏券観光応援キャンペーン 5億3,863万5千円
・ 【新】県内の宿泊施設、旅⾏会社で利用可能な「前売り割引宿泊券・旅⾏券」を販売〔１泊当たり最⼤５千円/⼈〕

→前売り券の売上げを事業者に先払いすることで、当⾯の資⾦繰りを支援
・ 【新】登録された飲食店や土産物店等で利用可能な地域クーポン券を発⾏〔１泊当たり最⼤２千円/⼈〕

「福岡の避密の旅」（第3弾）県⺠向け観光キャンペーン 47億4,232万5千円（14か⽉予算:15億9,426万9千円）
・ 県内の宿泊施設を利用する際の宿泊代を割引 〔１泊当たり最⼤５千円/⼈〕
・ 県内の旅⾏会社が造成する旅⾏商品代を割引〔１泊当たり最⼤５千円/⼈、日帰り最⼤３千円/⼈〕
・ 【新】登録された飲食店や土産物店等で利用可能な地域クーポン券を発⾏〔１泊当たり最⼤２千円/⼈、日帰り最⼤１千円/⼈〕



地域活性化等

○ 地下鉄福岡空港駅とJR福北ゆたか線の接続可能性を調査 3,012万8千円

［調査項目］複数のルート案検討、将来需要予測 など
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新規

補正予算第４号

○ 「宿泊施設受入対応強化補助金」を拡充 21億5,399万6千円（14か月予算：5億3,896万8千円）

・ 旅館・ホテル等が実施する感染防止対策、ワーケーションスペースの整備等を加速
[対象施設] 県内全ての宿泊施設（約1,500施設）

［補 助 率］１/２（政令市を除く県域は、宿泊税を活用して３/４）
[補助上限] 最⼤500万円（政令市を除く県域は、宿泊税を活用して最⼤750万円）

・ バリアフリー化、多言語案内表⽰などのインバウンド対応等の観光客受⼊環境整備を１年前倒しして
実施（令和3年度完了）

[対象施設] 政令市を除く県域の宿泊施設（約600施設）
［補 助 率］３/４
[補助上限] 最⼤450万円


