
令和2年度第7号補正予算（案）の主な概要

現時点での緊急対策の財政規模 約９，１１９億円（７号補正含む）

7号補正予算規模（7月1日公表予定） 4,314億円

「感染拡大の抑制」と「社会経済活動」の両立をめざし、
新型コロナウイルス感染症の第二波への備えと、くらしや経済を下支えする

取組みについて、第7号補正予算として専決処分予定

（１）感染症の拡大防止

（２）くらしと経済を支えるセーフティネットの強化

2,293億円

2,021億円
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「令和2年度第7号補正予算（案）」の主な概要



受入医療機関の機能分化による必要病床の確保

想定を超えた感染拡大に備え、重症患者向け臨時医療施設※＝（仮称）大阪コロナ重症センターを整備

(1)感染症の
拡大防止

①拠点医療機関
確保病床の一部
を通常医療用
として暫定運用

①拠点医療機関
確保病床を
すべてコロナ用
として運用

①拠点医療機関

②拡大時受入医療機関

【第19回対策本部会議】
①拠点医療機関

・北部、中部、南部毎に

１か所以上設置

②感染拡大時受入医療機関
により重症病床２１５床を確保

万が一に備え・・・

（仮称）大阪コロナ重症センター
を整備

予算額：16億円（ほかに債務負担行為16億円）

👉整備概要

病床数 60床程度（すべての病床に人工呼吸器を配備）

整備期間 R2年9月～R3年1月（11月頃一部完成）

設置期間 ２年（想定）

設置場所 調整中

整備内容 施設整備等17億円、医療機器整備15億円
（債務負担行為含む）

215床

予算額
5億円

※緊急事態宣言時に知事が開設するもの

対象病院
十三市民病院（中等症患者）
阪和第二病院（軽症の高齢者中心）

対象経費 ゾーニング対策、医療機器の整備など

予算額：1,033億円新型コロナウイルス感染症患者専用病院の整備 体制整備等の補助（病床確保）

確保病床 重症：215床、軽中等症：1,400床 の病床確保料

感染状況
小康状態時

感染拡大時
更なる

感染拡大時
想定を超えた
感染拡大時

事業期間 R2年4月1日～R3年3月31日

215床

60床
程度
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院内感染防止対策の強化
(1)感染症の

拡大防止

予算額：210億円 予算額：1億円

👉予防対策の充実・集団感染発生時の支援👉医療機関等における感染拡大防止支援

医療機関等における感染拡大防止対策の強化を図るため、必要な支援を実施する

医療物資の保管管理・支援

医療機関対象の研修等の実施

専門家の派遣及び技術的支援

保健所圏域ごとに、府内院内感染事例を踏まえた対策等の習得を
めざす研修会等の実施

集団感染が発生した医療機関に、「院内感染支援チーム」を派遣
し、技術的支援等を実施

必要な衛生物品・個人用防護具を保管管理・配送できる体制を
整備し、迅速に物資を供給

👉救急医療機関等の院内感染防止対策

対象病院
新型コロナ疑い患者の診療を行う救急・周産期・小児
医療機関（約290機関）

概要
医療機器等の設備整備費を補助するとともに、
診療体制の確保等に必要な経費を補助する。

予算額：159億円

概要 医療機関等の感染拡大防止対策（清拭・消毒等の
環境整備、レイアウト変更等）等への支援

対 象 上限額

病院（約220機関） 200万円＋5万円×病床数

有床診療所（約210機関） 200万円

無床診療所（約14,000機関) 100万円

薬局、助産所、訪問看護ス
テーション（約6,000機関） 70万円

▶Ｒ2年7月～

▶Ｒ2年4月～

▶Ｒ2年7月～

予算額：45億円

👉PCR検査機器の整備支援

■医療機関や地方衛生研究所等におけるPCR検査機器等の整備

対象 全医療機関514機関、地方衛生研究所等5機関
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検査・検体採取体制の充実

3,500検体/日に向けて、医療機関等を含めた検査体制の拡充と検体採取体制の充実を図る

(1)感染症の
拡大防止

予算額：16億円

👉地域外来・検査センターの設置

■更なる検査体制を確立するため、帰国者・接触者外来に加えて
検体採取・検査を集中して行う「地域外来・検査センター」を設置

設置個所
府内９保健所管内で1ヵ所以上
大阪市内で4ヵ所
（７月中に府内10ヵ所程度設置予定）

スキーム

現行
拡充後

地域の診療所
（かかりつけ医等）

府内保健所

帰国者・
接触者外来

地域外来・検査センター
受診調整・診療
検体採取・検査

①受診相談

③紹介

②受診調整❶受診調整
（※現行の①～③を短縮）

■医師会等の協力のもと、各保健所管内において医療機関（屋外
含む）等を活用し、ドライブスルー検査、ウォークイン検査を実施

👉ドライブスルー方式等による検体採取体制の拡充

予算額：3億円

予算額：1億円

👉検査体制の機能強化

■京都大学iPS細胞研究所等との検査体制の充実に係る連携協定
等を活かし、検査キャパの拡充に取り組む。
（大型高性能検査機器：最大500検体/日）

看護師B

検査ブース内

２ｍ以上あける

保冷バッグ

机

(

検
体
置
き
・
作
業
用)

看護師A
（防護服）

机（検体置き）

清潔区域 汚染区域

医師
（防護服）
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医療従事者や介護・障がい者福祉施設職員等への慰労金

感染拡大防止を講じながら、医療・福祉サービスの継続に努めていただいた職員等に対して慰労金を支給

(1)感染症の
拡大防止

医療 介護 障がい 救護施設

支給要件 対象期間（府内1例目発生～6/30）に医療機関等に10日以上勤務していること

支
給
対
象
施
設

20万円
新型コロナウイルス
感染症患者

受入医療機関等

患者に診察等を
行った医療機関等

感染者が発生、または濃厚接触者に対応した
施設・事業所（利用者と接する職員等）

10万円 上記以外の医療機関 ―

5万円
新型コロナ感染症以外の患者と接する

その他病院、診療所等
上記以外の介護・福祉サービス事業所等

（利用者と接する職員等）

想定対象者 約35万人 約26万人 約19万人 約150人

想定額 約307億円 約158億円 約109億円 約0.1億円

予算額：580億円
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対象機関 対象業務・職種

① 入院患者を受け入れた医療機関

▼レッドゾーン内で患者と直接接して業務を行った医療職

▼レッドゾーンに隣接する場所で業務を行った医療職
▼病棟や救急外来等で感染防止装備を着用し疑似症者への業務を行った医療職
▼患者・疑似症者の検体を直接取扱う検査業務を行った臨床検査技師
▼感染防止装備を着用し清掃、リネン交換、配膳業務等に従事した者

② 重点医療機関
(十三市民病院・阪和第二病院)

▼➀の対象業務・職種
▼重点医療機関（十三市民病院・阪和第二病院）の運営に直接必要なバックヤード業務に従事した者

③
帰国者・接触者外来設置医療機関、

地域外来・検査センター等

▼患者又は疑似症者の検体採取業務を行った医療職

▼感染防止装備を着用し検体採取業務の補助や検査受付業務に従事する者

④ 宿泊療養に協力した宿泊施設
▼療養業務を行った医療職、患者受付を行った施設職員、患者送迎車運転手

▼感染防止装備を着用し清掃、リネン交換、配膳業務等に従事した者

⑤ 救急隊等 ▼保健所等からの要請で患者、疑似症者を救急搬送した救急隊員等

新型コロナウイルス助け合い基金

新型コロナウイルス助け合い基金を活用し、医療及び療養に係る役務に従事する方を支援

(1)感染症の
拡大防止

予算額：15億円
第一次贈呈 贈呈者数：3,616名（120機関） 贈呈済額：6億2,860万円

第二次贈呈 贈呈対象を拡大し、7月下旬から順次約３万人（概算）に、最大17億円を贈呈
※対象期間は2月1日から6月30日
※贈呈金額は一次贈呈の20万円、10万円に加え、新規・拡充する医療職は５万円、その他業務従事者は３万円

新規

新規

新規

新規

新規

▼30億円（見込）
※うち15億円は措置済

拡充

拡充

拡充
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全国大会中止に伴う大阪大会の開催支援

予算額：3,700万円

対象
大阪高等学校体育連盟（高体連）
大阪府高等学校野球連盟（高野連）
大阪中学校体育連盟（中体連）

が主催する67の競技（R2年7月1日時点）

対象 競技数（R2年7月1日時点）

高校生（全日） 高体連33競技、高野連2競技

高校生（定・通） 高体連12競技

中学生 中体連20競技

実施時期 R2年7月～11月頃（大会ごとの実施時期や会場等は各競技専門部（高野連除く）より今後発表）

内容 大会開催時の感染予防対策費を支援
密回避のため、大会期間の延長や通常より広い会場等を確保

手指消毒剤、噴霧器、手袋、非接触体温計等

(1)感染症の
拡大防止

(2)くらしと経済を支える
セーフティネットの強化

インターハイなど開催が中止になった全国大会の代替となる大阪大会の開催を支援し、
生徒がこれまで活動してきた成果を、諦めることなく最大限に発揮していただく
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府民の安全・安心の確保と学びの保障
(2)くらしと経済を支える

セーフティネットの強化

予算額：6億円

👉子どもの学びの保障に必要な人員体制の強化

■限られた期間で授業を実施するにあたって、学習内容の定着が
不十分な児童・生徒等に対して学習面からフォロー

府立高校 150校（各校に1名）
R2年8月～R3年1月まで

学習支援員の配置

市町村立
学校

市町村の学校現場の実態に応じた配置
R3年3月末まで

■教員の事務業務支援及び感染症対策を図り、教員が一層
児童・生徒への指導や教材研究に注力できる環境を整備

府立支援 37校（小学部・中学部・高等部に各1名）
R3年3月末まで

スクールサポートスタッフの配置

市町村立
学校

市町村の学校現場の実態に応じた配置
R3年3月末まで

予算額：299億円

■休業・失業等により、一時的な資金を必要とする方や
日常生活の維持が難しい方への緊急貸付を実施

概要 各子ども家庭センター（6か所）に1名追加

予算額：1,400万円

■児童虐待リスク軽減のため、支援対象児童（約1,400人）につい
ての定期的な電話・訪問による状況確認に必要な人員体制を強化

👉個人向け緊急小口資金等の特例貸付

概要

緊急小口資金：休業等による収入減
総合支援資金：収入減、失業等

➡20万円以内
➡月20万円以内で
原則3月以内

※申請期限が7月末から9月末まで延長

👉児童の安全確認等のための人員体制強化

おおむね3月に1回実施➡少なくとも1週間に1回実施

「子どもの見守り強化アクションプラン」に基づく状況確認の徹底
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事業者の継続的な事業活動を支援
(2)くらしと経済を支える

セーフティネットの強化

予算額：192億円

👉休業要請外支援金の増額・申請期間の延長

■家賃等の固定費を支援する休業要請外支援金について、
申請状況を踏まえ、事業費を増額する

執行見込 当初296億円 ➡ 488億円に増額

■経営環境の悪化等による中小・小規模事業者の資金繰り
を継続的に支援するため、コロナ関係融資枠を拡大

予算額：1,288億円

👉中小企業への資金繰り支援（融資枠の拡大）

融資枠 現在1兆円 ➡ 1.4兆円の融資枠を確保

（参考）制度融資の取扱実績（2/17～6/26）

保証承諾

件数 金額

３６，６４８件 ９，０３８億円

主な
融資制度 ▷対象 セーフティネット保証4号、5号、

危機関連保証の認定を受けた者
▷融資額 3,000万円

➡6/15～ 4,000万円に拡大
▷期間 10年（据置5年）
▷金利等 最大で無利子（当初3年）、保証料ゼロ

新型コロナウイルス感染症対応資金＊5/1～

休業要請外支援金の概要

対象

① 令和2年3月31日時点で府内に事業所を有していること
② 令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で
50％以上減少

③ 休業要請支援金の支給対象でないこと

支給額
【中小法人】 2事業所以上：100万円 1事業所：50万円
【個人事業主】 2事業所以上： 50万円 1事業所：25万円

■6月30日までのWeb登録、申請書類の提出期限を延長

Web登録：7月7日まで延長
申請書類提出：7月14日（当日消印有効）まで延長

※Web登録ができず、書面申請される方も７月７日（当日消印有効）まで延長します。
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