
令和2年度第10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１兆２，３６６億円（１０号補正含む）

10号補正予算規模（9月11日公表予定） 2,823億円

「府政運営の基本方針2020」 改定（案）を踏まえ、府民の命を最優先に、
感染拡大の抑制と社会経済活動の維持との両立に向けた

重点的な取組みについて、第10号補正予算として措置する予定

新型コロナウイルス感染症対策関係
（１）命を守る最大限の感染症対策
（２）大阪経済を支える集中的取組み
（３）くらしを支えるセーフティネットのさらなる充実
（４）公の施設の維持

2,812億円
82億円

2,441億円
283億円
5億円
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「令和2年度第10号補正予算（案）」の主な概要



65歳以上の高齢者等インフルエンザワクチン接種の無償化

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザの併発による高齢者の重症化と、
両感染症患者の増加に伴う医療提供体制のひっ迫を防ぐため、

市町村とともにインフルエンザワクチン接種にかかる自己負担を無償化

(1)命を守る最大限の
感染症対策

予算規模：約20億円

対象者 予防接種法に基づくインフルエンザワクチン定期接種の対象者：65歳以上の方

※定期接種の対象となる以下の方も対象
・60～64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に障がいがあり、身の回りの生活を極度に制限される方
・60～64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方

新型コロナとインフルエンザの
併発による高齢者の重症化を防ぐ

医療提供体制のひっ迫を防ぐ
高齢者へのインフルエンザワクチン接種

≪両方のピークに備える必要≫

新型
コロナ

インフル
エンザ

補助先 市町村 補助率 10/10（令和2年度当初予算で
市町村が設定している自己負担相当額）

実施時期 10月上旬から
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コロナ禍における雇用不安への対応(2)大阪経済を支える
集中的取組み

コロナ禍により経済活動が停滞し、企業の倒産や廃業などによる失業者が増加傾向

⇒長期にわたる失業期間を生み出さないよう、早期の就職支援が必要

大阪

令和元年 令和2年

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

全国

有効求人倍率が7か月連続悪化

民間人材サービス会社による有料職業紹介

技
術
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民間の
支援

府の
支援

国の
支援

早期再就職・雇用創出

行政における職員採用

OSAKAしごとフィールドによる就職支援

ハローワークにおける就職支援

職業訓練

👉官民一体となった早期就職支援の取組み

①民間人材サービス会社と連携した
緊急雇用対策

②休業者等への早期再就職支援

新

約3万人
対応

約2万人

対応

約0.5万人
対応

約4.5万人
対応

失業者は増加傾向

※R2年1月～3月平均

失業者
13.5万人

増加の
恐れ4月以降毎月

約５千人増

令和2年1月から6月の全国の失業者の増加率を
大阪府の失業者数に当てはめた場合（推計）

失業者10万人増を国・府・民間それぞれで対応（過去の実績で推計）

R3年11月見込み

概ね10万人増

（R2年3月末時点）
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①民間人材サービス会社と連携した緊急雇用対策(2)大阪経済を支える
集中的取組み

厳しい状況にある求職者への就職支援のため民間人材サービス会社とコンソーシアムを設立

事業者の採用意欲を高め雇用促進を図るため、失業者を採用した事業者へ支援金を支給

事業規模：約36億円
※うち26億円はＲ3年度債務負担行為額

府特設ＨＰに掲載する求人特集を通じて失業者を採用し、3か月間職場定着をした場合支給条件

事業スキーム

支給額 正社員雇用：25万円/人、非正規雇用：12.5万円/人 10月上旬
〇共同宣言
〇特設サイト
オープン予定

支給対象 令和2年4月以降の失業者＊を採用した事業者

協力民間人材サービス会社
（府とコンソーシアムを設立）

令和2年4月
以降の
失業者＊

事業者

大阪府特設ＨＰ

各社の
求人特集を
掲載

特集サイトを通じて事業者へ応募 採用・定着

求人
開拓

求人
申込

支援金

大阪府

＊令和2年4月以降に
離職などした府民の方

求人
特集

（令和2年9月9日時点）

👉1.8万人の雇用を促進

【各社独自の特別協力】
・求人企業の開拓のほか、合同企業説明会や
セミナーの実施、企業向け採用ノウハウの支援
・失業者向け個別カウンセリングや就職説明会 など
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現状 対策

事業者
とのマッチング

②休業者や離職を余儀なくされた方への早期再就職支援(2)大阪経済を支える
集中的取組み

経営悪化等による休業者や、離職により生活面に影響が出ている方などに対し、

カウンセリングや職場体験等を通じた早期の再就職支援を実施

予算規模：約2億円

支援スキーム

👉3,000人の再就職を支援

休業者が今後
失業者に転じる危険性

離職による生活への影響が
大きいため、再就職を支援

休業者が離職する前に支援し、
失業者の増加を防ぐ

非正規雇用労働者の
就業者数が大幅に減少

休業者や非正規雇用で離職した方
を中心に早期の再就職支援を実施

人材不足
事業者

金融機関や
業界団体を
通じた求人
の開拓

大阪府（OSAKAしごとフィールド）

失
業
者

個人の状況に応じた再就職支援

▶未経験の業種・職種への就職に必要な
スキルアップ研修やカウンセリング

求人・求職データベース

求人申込

休
業
者

運輸、建設、
製造、介護、
情報通信 等

▶有給の職場体験（座学を含め最長4ヵ月）
＊体験期間中の人件費は府が負担

求職申込
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継続的な事業活動の支援・新しい生活様式への対応促進
(2)大阪経済を支える集中的取組み
(3)くらしを支えるセーフティネットのさらなる充実

👉中小企業への資金繰り支援（融資枠の拡大）

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

予算規模：約2,429億円

（現在）

1.53兆円 ➡ 3.28兆円の融資枠を確保

（参考）制度融資の取扱実績（４/1～8/31）

保証承諾
件数 金額

65,271件 1兆4,970億円

▷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～

融資枠

9月～R3.1月まで毎月3,500億円分の融資枠

融資制度
の概要

👉飲食店等への高機能換気設備等の導入

感染症リスク低減のため、中小企業等が運営する飲食店等における
高機能換気設備等の導入に対する環境省補助金の上乗せ補助

環境省補助金の交付を受けた方で、
府の制度に該当する事業者への補助金を増額

予算規模：約4億円

環境省補助金は公募終了・府補助金は10月31日まで

国補助金の採択状況

全国シェア
35％

中小企業（個人事業主を含む）かつ不特定
多数が利用する室 【補助率2/3】

環境省

大阪府
国補助金の交付を受け、かつ府の休業要請等に
応じた飲食店等【補助率1/6又は1/3】

環境省補助金は、大企業等も補助対象【補助率1/2】

環境省補助とあわせて

最大100%
補助

休業要請支援金
受給者の場合

【当初想定】 【採択結果】

府内事業者50～100件 ➡ 302件
（全国で860件採択）
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コロナ禍における社会課題解決のためのＮＰＯ等活動支援

新型コロナウイルス感染症の影響で顕在化した社会的な課題に対し、

民間の資金提供先と大阪府が協働したＮＰＯへの支援による課題解決を図るモデル事業を実施

NPO
法人等

コロナで
顕在化した
社会的課題

課題解決
民間資金提供先

資金提供

計画提案

大阪府
必要なサポート
情報発信 など 連携協定

(3)くらしを支えるセーフティ
ネットのさらなる充実

貧困、住宅確保、失業
子どもの居場所づくり など

モデル事業のスキーム

モデル事業の評価・分析を行い
公民連携による新しい政策手法を検討

新たな取組みを行うNPO等や
民間資金提供先を拡大

新しい政策手法の展開

予算規模：約280万円

モデル事業の円滑な実施・サポート
👉情報発信・普及啓発、
府の資源活用など

支援スキームの検討・確立
👉支援スキームの評価、分析など
NPO等や民間資金提供先の拡大
👉市町村・NPO向け
活用マニュアルの作成・提供

府の取組み

不安定労働者や若者への就職・居住支援

R2取組みテーマ（案）

子ども食堂機能強化

府営住宅を活用した
若者への就職・居住支援
（ 「HELLOlife」 ）

高校と連携した子ども食堂による
課題を抱える生徒の居場所づくり
（ 「やんちゃまファミリーwith」 ）

このほか、子どもの
見守り機能強化の
事業についても検討中

あいりん地域の不安定労働者就職・
居住支援（ 「釜ヶ崎支援機構」 ）

＊クラウドファンディング
実施中！
【9/25(金)まで】
（NPO法人抱僕と
村上財団の協働支援）
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府民への相談体制の強化

新型コロナウイルス感染症関連の府民からの相談対応において、

ＡＩチャットボット*導入などによる相談体制の充実強化を図る

(3)くらしを支えるセーフティ
ネットのさらなる充実

＊人工知能を活用し、文字や音声を通じて質問等の
やり取りを自動的に行う「自動会話プログラム」

👉消費生活相談の体制強化

前年度比1.4倍

簡易な相談➡チャットボットで対応

複雑・高度な相談➡相談員で対応

👉コロナ関連相談におけるAIチャットボットの導入 予算規模：約900万円

予算規模：約400万円

AIチャットボットの導入

①府民の利便性が向上
⇒ 24時間対応、選択肢増

②簡易質問はAIチャットボットで完結
⇒問い合わせの減少により保健所等の負担が軽減

現状 導入後

主な課題

府民相談窓口
コールセンター

新型コロナ受診
相談センター

各種相談

AIチャットボット 府民相談窓口
コールセンター

各種相談

新型コロナ受診
相談センター

導入期待効果

①ピーク時の総相談件数563件/日
②ホームページ上のFAQの項目が
増加しており、解決したい質問への
到達に時間を要する

R3年1月
運用開始

FAQ

FAQ

（相談窓口の充実、消費生活相談員の確保
などを支援）

■消費生活センターにおける相談件数
（令和2年4～6月）

■市町村における相談体制強化
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コロナ禍における学びの環境の向上

振替授業を実施するための非常勤講師の配置や、介助が必要な児童生徒への支援、

長期休業等に伴う心身のケアなど、子どもたちの学びを保障し、成長を育む取組みを推進

(3)くらしを支えるセーフティ
ネットのさらなる充実

予算規模：約3,500万円

👉スクールカウンセラーの配置拡充

学校再開後、ストレス等による心身への影響に対応するため、
スクールカウンセラーの活動時間を拡充し、相談体制を強化

予算規模：約2.3億円
👉学習支援員の配置拡充

支援学校における児童生徒の介助体制等の充実のため、
介護職員初任者研修修了程度の人材を配置

学習内容の定着のため、児童生徒への補充学習や
個別学習支援を行う学習支援員を追加配置

予算規模：約1,100万円

👉スクールサポートスタッフの配置拡充

感染症対策強化に伴う消毒等の教員負担の軽減のため、
業務サポートを行うスクールサポートスタッフを追加配置

８週間（約60日間）の授業時間分を確保

予算規模：約5.8億円

👉非常勤講師の配置拡充

臨時休業（令和2年4月～5月）に伴う授業未実施分を
週休日や長期休業期間等での振替授業で対応するため、
小・中・高・支援学校において非常勤講師の配置を拡充

のべ約1,000回分の活動時間を確保
（府内中学校区287校・年間35回配置からの拡充） 府内小中学校に69人

府立支援学校に155人

府内小学校に118人、中学校に74人

拡
充

拡
充

新
規

拡
充

拡
充
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修学旅行のキャンセルに伴う対応

新型コロナウイルス感染症の影響により、修学旅行がキャンセルになった場合に

生徒・保護者が負担するキャンセル料を支援

(3)くらしを支えるセーフティ
ネットのさらなる充実

予算規模：約4億円

■ 修学旅行は早い段階で参加の申し込みが必要
■ 一定期間経過後に児童生徒が不参加の意向を示した
場合、理由を問わずキャンセル料は全額自己負担

キャンセル料の取扱い

対象とする学校

府立学校
私立学校（小・中・高・高等専修学校）

■経済的に厳しい状況におかれる世帯の増加

■修学旅行の実施にあたり
・学校単位では
感染拡大状況を踏まえ、やむを得ず急に旅行をキャンセル
・児童生徒単位では
り患者・濃厚接触者と特定された児童生徒がやむを得ず
不参加に ➡新型コロナウイルス感染症の感染の影響により、経済的に

厳しい状況におかれる世帯を支援

多額のキャンセル料が発生する恐れ

新型コロナウイルス感染症のり患者や濃厚接触者の特定等に
より修学旅行をキャンセルした場合

キャンセルによる保護者の経済的な負担を軽減

新型コロナウイルス感染症の影響 支援策の内容
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大阪４大オーケストラ名曲コンサート2020の開催について

◆ 新型コロナウイルスと共存しながら、文化芸術活動の回復に取り組むため、伝統芸能や音楽などの
文化芸術プログラムを展開する文化芸術創出事業を実施。

◆ 「大阪４大オーケストラ名曲コンサート2020」を開催。
◆ 多くの府民の皆さんに文化芸術に親しんでいただけるよう、通常の料金よりも安く設定
するとともに、音楽に関心の高い学生等の招待を予定。この機会にぜひお越しいただきたい。

会場 フェスティバルホール(大阪市北区)

公演日・出演

10月23日（金） 大阪交響楽団

10月24日（土） 関西フィルハーモニー管弦楽団

10月30日（金） 日本センチュリー交響楽団

11月 9 日（月） 大阪フィルハーモニー交響楽団

料金 S席3,500円、A席3,000円、BOX席5,000円

大阪4大オーケストラ名曲コンサート2020

※平日は16時・19時、土曜日は14時・17時開演の各2公演

主催 大阪府・大阪文化芸術フェス実行委員会

9月19日（土）10時 チケット発売開始！ ▶詳細は府文化課HPへ
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