
新型コロナウイルス感染症緊急対策事業一覧表 別　紙

備考欄の※印は、着手済み事業を事後的に補正するもの

（単位：千円）

国庫支出金 府支出金 その他

7,714,837 1,727,338 2,702,622 495 3,284,382

1 危機 一般
災害時避難所等における感染拡
大防止対策用物資の整備

62,508 62,508
５月補正
の追加

2 市民 一般
ドメスティック・バイオレンス相談支
援体制強化

1,397 500 897 ※

3 福祉 一般
介護施設等における簡易陰圧装
置・換気設備設置等に対する補助

678,492 678,492 新規

4 福祉 一般
訪問入浴サービス等における感染
拡大防止体制強化に対する補助

107,920 53,960 26,980 26,980 新規

5 福祉 一般
就労継続支援事業所の事業継続
に向けた支援

42,500 42,500 新規

6 福祉 一般 救護施設職員への慰労金の支給 29,855 29,855 新規

7 福祉 一般
保護施設の事業継続に向けた支
援

6,500 6,500
５月補正
の追加

8 健康 一般 保健所の即応体制の整備 888,815 793,158 95,657
５月補正
の追加

9 健康 一般 地域外来・検査センターの設置 144,000 144,000 新規

一般財源 備考

①感染拡大防止の取組

所属 会計 事業名 事業費
特　定　財　源

http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000512/512989/9kennko.docx


（単位：千円）

国庫支出金 府支出金 その他
一般財源 備考所属 会計 事業名 事業費

特　定　財　源

10 健康 一般 ＰＣＲ検査体制の強化 64,564 17,209 11,870 35,485 新規

11 健康 一般 自殺予防電話相談体制整備事業 5,206 2,603 2,603 新規

12 こども 一般
マスク・消毒液等の追加確保など
（児童福祉施設等）

1,278,300 172,300 1,106,000
５月補正
の追加

13 こども 一般
新型コロナウイルス流行下におけ
る妊産婦総合対策事業

294,025 294,025 ※

14 こども 一般
学校休業等に伴う留守家庭児童
対策事業者への補助

246,958 82,319 82,319 82,320 ※

15 こども 一般 こどもの見守り強化事業補助金 32,400 32,400 新規

16 こども 一般
学校休業等に伴うファミリー・サ
ポート・センター事業に係る利用料
相当額補助

3,600 1,200 1,200 1,200 ※

17 環境 一般
屋内プールにおけるサーモグラ
フィの導入等

3,805 3,805 ※

18 経戦 一般
スポーツ・文化・観光施設における
サーモグラフィの導入等

152,200 1,646 495 150,059 ※

19 経戦 一般
市立大学における遠隔授業実施

に伴う環境整備
33,956 33,956 新規

20 教育 一般
学校の感染拡大防止対策及び学
習保障等に係る体制の整備

2,340,726 992,924 1,347,802 ※
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（単位：千円）

国庫支出金 府支出金 その他
一般財源 備考所属 会計 事業名 事業費

特　定　財　源

21 教育 一般
学校の長期休業短縮及び感染拡
大防止対策に伴う光熱水費の追
加

1,280,575 1,280,575 ※

22 教育 一般
学校の長期休業短縮に伴う非常
勤講師等に係る報酬の追加

15,106 15,106 ※

23 教育 一般
ＳＮＳを活用した児童生徒相談体
制の充実

1,429 1,429
５月補正
の追加

9,961,038 1,863,356 1,280,000 233,100 6,584,582

24 福祉 一般 住居確保給付金の追加 1,618,691 1,214,018 404,673
５月補正
の追加

25 福祉 一般
生活困窮者自立相談支援事業の
体制強化

225,939 169,454 56,485 ※

26 福祉 一般 生活保護相談窓口の体制強化 48,884 36,663 12,221 新規

27 福祉 一般
一時生活支援事業の受入体制の
整備

27,721 27,721
５月補正
の追加

28 福祉 国保 還付金の追加 1,280,000 1,280,000 新規

29 福祉 介護 還付金の追加 409,860 409,860 新規

30 福祉 後期 還付金の追加 233,100 233,100 新規

②生活に困っている方への支援



（単位：千円）

国庫支出金 府支出金 その他
一般財源 備考所属 会計 事業名 事業費

特　定　財　源

31 こども 一般
未就学児を養育する世帯への特

別給付金の支給
6,106,682 6,106,682 新規

32 経戦 一般
外国人のための相談窓口の体制
強化

10,161 5,640 4,521
５月補正
の追加

464,131 △ 735,000 1,199,131

33 経戦 一般

府内宿泊者へのキャッシュレスポイ
ント還元事業（「大阪の人・関西の
人いらっしゃい！」キャンペーン事
業に係る大阪観光局への分担金）

299,000 299,000 ※

34 経戦 一般

大阪・暁・プロジェクト

・赤絵を活用した集客促進事業

・大阪城天守閣・縁（ゆかり）

の城めぐり事業

・食を活用した観光魅力開発事

業

35,000 35,000 新規

35 経戦 一般

ものづくり中小企業技術開発支

援事業

（大阪産業技術研究所における

技術開発支援のための機器整

備）

38,786 38,786 新規

36 経戦 一般 商店街活性化支援事業 32,843 32,843 新規

③社会経済活動の回復に向けた取組
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（単位：千円）

国庫支出金 府支出金 その他
一般財源 備考所属 会計 事業名 事業費

特　定　財　源

37 経戦 一般
大阪市芸術活動振興事業助成金
の制度拡充

30,265 30,265 ※

38 経戦 一般
ものづくり中小企業緊急支援事業
（大阪産業技術研究所の依頼試
験等の利用料金の半額免除）

25,117 25,117 ※

39 経戦 一般

芸術創造館ショーケース事業

（アーティストに対する活動再

開支援事業）

3,120 3,120 新規

40 経戦 一般
ＭＩＣＥ開催支援事業
（インテックス大阪の施設基本使用
料の半額免除）

△ 735,000 735,000 ※

3,390,839 23,626,696 △ 20,235,857

41 市民 一般
個人番号カード交付等関連経費
（地方公共団体情報システム機構
への交付金）

19,830 19,830 新規

42 市民 一般
個人番号カード交付等窓口の体
制強化

34,764 34,764 ※

43 健康 一般
休日・夜間急病診療所運営費の

追加
710,070 710,070 新規

44 経戦 一般
大阪産業創造館における急増す
る窓口業務への対応としての緊急
雇用対策

26,175 26,175
５月補正
の追加

④その他
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（単位：千円）

国庫支出金 府支出金 その他
一般財源 備考所属 会計 事業名 事業費

特　定　財　源

45 財政 一般 予備費の追加 2,600,000 2,600,000 新規

46 政策 一般 地方創生臨時交付金の計上 23,606,866 歳入更正

47 財政 一般 財政調整基金繰入金の減額 △ 23,606,866 歳入更正

21,530,845 27,217,390 3,982,622 △ 501,405 △ 9,167,762計

【会計別内訳】

国庫支出金 府支出金 その他

全会計 21,530,845 27,217,390 3,982,622 △ 501,405 △ 9,167,762

一般会計 19,607,885 26,807,530 2,702,622 △ 734,505 △ 9,167,762

国民健康保険事業会計 1,280,000 0 1,280,000 0 0

介護保険事業会計 409,860 409,860 0 0 0

後期高齢者医療事業会計 233,100 0 0 233,100 0

特　定　財　源
一般財源事業費
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