
令和２年度６月補正予算　事業一覧

1　新型コロナウイルス感染症対策関係
（単位：千円）

1 総合交通課
持続可能な地域交通ネットワーク構築の
ための総合対策事業

持続可能な地域交通ネットワーク構築を図るため、地域間幹線系統
バス路線の維持に向けた運行に係る経費を補助する。

72,900 132,232

2 総合交通課 公共交通利用促進事業
利用者が著しく減少している公共交通機関の集客活動を支援するた
め、利用料金の割引や利用促進キャンペーン等に要する経費を補
助する。

0 16,650

3 産業政策課 地域密着型ＩＴ人材育成事業
県内で不足するＩＴ人材の育成・定着を図るため、新型コロナウイル
ス感染症の影響による休職者や離職者等を対象としたＩＴ技術の習
得、県内企業への就職支援等を行う。

0 20,311

4
国民文化祭・
障害者芸術
文化祭課

みんなで支え未来に繋げるみやざき
の「宝」継承事業

子ども神楽の発表会や地域のリーダー育成等による次代を担う人
材の育成や、地元企業等の従業員が神楽に携わることを奨励する
等の多様な主体が神楽を支える仕組みづくりを行う。

0 7,500

5
国民文化祭・
障害者芸術
文化祭課

みやざきの「宝」を世界ブランドへ！神楽
の魅力発信推進事業

「神話の源流　みやざき」ブランドイメージの浸透を図るため、国立文
楽劇場（大阪市）での神楽公演を行う。

10,640 4,873

6 森林経営課 山の暮らしを守る森林整備支援事業
原木価格の安定及び伐採事業者の雇用の安定を図るため、森林組
合等が参加する協議会の設置及び主伐から間伐等への移行を移行
促進に要する経費の補助を行う。

0 106,631

7 山村・木材振興課 大径原木加工施設整備緊急対策事業
大径木を有効活用し、付加価値の高い木材製品に転換するための
加工施設の整備に要する経費の補助を行う。

0 50,000

8 山村・木材振興課
森林空間を活用したワーケーション支

援事業
山村地域の活性化を図るため、森林空間を活用した仕事や勉強を
行う「ワーケーション」に取り組む団体に対する補助を行う。

0 7,000

9 山村・木材振興課
みやざきWOOD・LOVEキャンペーン事

業
県産木材の利用を喚起する県民参加型のキャンペーンを実施する。 0 19,700

○　 一般会計

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額

総合政策部

環境森林部
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10 山村・木材振興課
みやざき材で創る「新しい生活様式」

空間づくり支援事業
民間施設において県産材を活用した「新しい生活様式」に対応する
ための施設整備に要する経費を補助する。

0 75,000

11 山村・木材振興課
食品産業の輸出向けHACCP等対応

施設整備事業
輸出国先の基準や海外ニーズに対応した施設等及び体制の整備等
に要する経費を補助する。

0 16,057

12 商工政策課
応援消費プレミアム付商品券発行事

業
県民の消費喚起を促すため、市町村と連携したプレミアム付商品券
の発行に要する経費を補助する。

0 917,100

13 商工政策課 みやざき商店街にぎわい回復事業 商店街等が実施するイベント等の開催に要する経費を補助する。 0 12,000

14 企業振興課 地域中小企業等回復支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した企業の販
路回復・拡大など付加価値を高める取組を支援する。

0 264,322

15 企業振興課 ものづくり支援基盤強化事業
サプライチェーンの国内回帰等に対応するため、工業技術センター
に機器を整備し、ものづくり企業への技術支援体制を強化する。

0 70,000

16 企業振興課
食品産業の輸出向けHACCP等対応

施設整備事業
輸出国先の基準や海外ニーズに対応した施設等及び体制の整備等
に要する経費を補助する。

0 87,543

17 企業立地課
サプライチェーン対策等県内投資促進

補助事業
生産拠点等を国内回帰する企業の県内進出を支援するため、県内
への生産拠点の整備に係る設備導入等に係る経費を補助する。

0 200,000

18 観光推進課
旅して応援！旅行商品造成等支援事

業
旅行会社に対する県民向けのグループ・日帰りツアー等の商品造成
支援や隣県と連携した誘客受入促進に要する経費を補助する。

0 59,750

19 観光推進課
スポーツランドみやざき県内消費促進

事業
県民や隣県の方を中心としたスポーツ合宿誘致の強化に要する経
費を補助する。

0 55,500

20 観光推進課  「みやざきＭＩＣＥ」推進強化事業
本県ＭＩＣＥの更なる推進を図るため、日本初となるアジアゴルフツー
リズムコンベンションの開催に要する経費を負担する。

42,322 65,000

担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額　部　局　等　名

環境森林部

商工観光
労働部
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21
オールみやざき営

業課
「ひなたのチカラ」で経済再起プロジェ

クト

県民向けに県産品や本県の観光等の魅力といった「ひなたのチカ
ラ」を改めて知ってもらうプロモーションを展開するとともに、県外向
けの本県の認知度向上のためのプロモーションを展開する。

0 107,996

22
オールみやざき営

業課
ネットとフェアを活用した海外販路拡大

支援事業

ジェトロと連携し、海外インターネット通販を活用した県産品のテスト
販売等を行うとともに、海外の飲食店、量販店等での県産品販売促
進フェアを開催する。

0 30,432

23
農業連携推進課

水産政策課
畜産振興課

 県産農畜水産物応援消費推進事業
学校給食における農畜水産物の提供や消費拡大イベントの実施の
ほか、地域における地産地消活動や大都市圏での消費拡大の取組
に要する経費を補助する。

345,810 387,697

24 農業連携推進課
輸出ニーズ対応型産地づくり強化事

業
新型コロナウイルス感染症収束後の輸出再開や拡大に対応するた
めの体制の維持と産地づくりに要する経費を補助する。

0 19,400

25 農業連携推進課
配食ニーズ等に対応した新たなビジネ

スモデル構築事業
配食事業者等との連携による県産品の商品化や、産地から消費者
への直送（直売）等新たなビジネスモデルの構築を行う。

0 7,820

26
農業経営支援課

漁村振興課
みやざき農水産就業緊急対策事業

農水産業での就業を促進するため、研修受入体制の強化や新たな
研修制度の構築を行うとともに、県立農業大学校生による援農・就
農を促進するため設備機器を導入する。

0 115,404

27 農産園芸課 加工・業務用野菜供給力強化事業
加工・業務用野菜の加工事業者の供給能力を強化するため、冷凍
貯蔵施設等の整備に要する経費を補助する。

0 463,004

28 水産政策課
 雇用型漁業労働力安定確保対策事

業
漁業経営体が外国人材を確保するため、入国時の経過観察に必要
となるかかり増し経費の一部を補助する。

34,900 2,000

29
水産政策課
畜産振興課

食品産業の輸出向けHACCP等対応
施設整備事業

輸出国先の基準や海外ニーズに対応した施設等及び体制の整備等
に要する経費を補助する。

0 453,373

30 畜産振興課
肉用牛肥育経営への影響緩和対策事

業

肥育経営の体質強化のため、経営分析システムの構築に要する経
費を補助するほか、飼料・肉質分析支援に必要な機器の導入を行
う。

0 26,039

31 県土整備部 管理課 建設関連産業雇用受入支援事業
建設業界で円滑に雇用を受け入れるためのコーディネーターの設置
や、雇用主に対して、新規雇用者受入に係る経費の一部を補助す
る。

0 12,000

農政水産部

　部　局　等　名

商工観光
労働部

担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額
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32 県土整備部 道路保全課
宮崎花いっぱいプロジェクト連携事業

【県単公共】
本県観光振興及び花卉等生産者を支援するため、花苗等を購入
し、沿道修景美化を推進する。

0 16,000

33 財務福利課 県立学校等衛生環境改善事業
感染予防をはじめとする衛生環境改善のため、県立学校及び地区
生徒寮の児童生徒用トイレの洋式化を行う。

0 133,350

34 高校教育課 みやざき農水産就業緊急対策事業
県内農業高校生等の援農や就農に向けた技術習得に必要な備品
等を購入する。

0 129,300

35 義務教育課 学びを支える学習システム構築事業
県立中学校等における動画作成や動画配信システムの構築等を行
うとともに、システム活用のための教員向け研修を実施する。

0 22,669

36 特別支援教育課
特別支援学校スクールバス感染症対策
事業

特別支援学校における児童生徒の感染リスクを低減するため、ス
クールバスにおける過密状態を改善し、乗車する児童生徒等の少人
数化を図る。

11,436 26,347

37 教職員課 スクール・サポート・スタッフ配置事業
公立学校の臨時休業に伴う未指導分の補充学習実施等により増加
する教員の事務負担を軽減するため、スクール・サポート・スタッフを
配置する。

48,759 21,519

38 スポーツ振興課
学校臨時休業に伴う学校給食支援事

業
県立学校の臨時休業に伴う学校給食のキャンセルにより発生した、
給食事業者の食材廃棄等の経費の一部を補助する。

0 1,970

合　　計　（新型コロナウイルス感染症対策関係） 566,767 4,163,489

教育委員会

補正予算額補正予算事業の概要 現計予算額　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名
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２　その他（新型コロナウイルス感染症対策以外）

（単位：千円）

1 環境森林部
自然環境課
森林経営課

　【補助・交付金事業】
自然公園等整備事業、地方創生道整備推進交付金事業、森林環境
保全整備事業、山のみち地域づくり交付金事業

2,551,639 430,033

2 県土整備部
道路建設課、道路保
全課、砂防課、港湾

課、都市計画課
　【補助・交付金事業】　

公共道路維持事業、港湾海岸津波対策事業、公共港湾建設事業、
公共街路事業、公共道路新設改良事業、公共急傾斜地崩壊対策事
業

30,428,955 966,056

32,980,594 1,396,089

（単位：千円）

1 総務部 財政課 財政調整積立金（追加積立）
4月補正予算で措置した新型コロナウイルス感染症対策関連事業費
について、県費で立て替えていた分を国の交付金を財源として積み
戻す。

0 4,724,353

2 福祉保健部 健康増進課
周産期母子医療センター災害時医療提
供設備整備事業

都城医療センターにおける自家発電設備の燃料タンク整備に要する
経費を補助する。

0 9,861

3 森林経営課
「夏の林業現場働き方改革」下刈労働軽
減実証事業

下刈り作業の省力化や労働軽減が可能な方法の実証及び検証を
行う。

2,742 2,400

4 森林経営課 苗木安定供給推進事業
優良苗木の安定供給を図るため、コンテナ苗の生産施設整備に要
する経費を補助する。

12,509 3,821

5 森林経営課 リモートセンシング技術活用実証事業
森林整備事業の施行管理等の効率化を図るため、ドローン等を活
用したリモートセンシング技術の導入実証を行う。

0 2,100

6
商工観光
労働部

企業立地課 企業立地基盤施設整備事業 宮崎フリーウェイ工業団地の未操業用地の買い戻しを行う。 4,609 44,529

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額

合　　　　　　　　　　　　　　　計

 （２） 非公共

補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額

環境森林部

 （１） 公共

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名
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7 観光推進課 観光みやざき未来創造基金（追加積立）
4月補正予算で措置した新型コロナウイルス感染症対策関連事業費
について、県費で立て替えていた分を国の交付金を財源として積み
戻す。

0 300,000

8 雇用労働政策課 就職氷河期世代活躍応援事業
SNSを活用したワンストップ相談体制の整備等を行うとともに、地域
の実情に応じたモデル的な取組の実施に要する経費を補助する。

0 9,040

9 農業経営支援課 産地・人づくり強化事業
マンゴーハウス内の環境モニタリングや生育に適した環境制御につ
いての検証に要する経費を補助する。

29,614 2,000

10 農業経営支援課 農薬防除等生産技術高度化推進事業
早期の農薬登録のための作物残留試験や、登録後の迅速な農薬残
留確認のための分析技術の開発を行う。

18,069 1,914

11 家畜防疫対策課 次世代の畜産を守る家畜防疫対策事業
豚熱及びアフリカ豚熱に対する防疫体制を強化するため、養豚農場
における車両消毒装置等の導入を支援するとともに、家畜保健衛生
所に検査機器を追加導入する。

44,656 69,917

12 高校教育課 みやざき科学技術人材育成事業
２校を新たにスーパーサイエンスハイスクールとして指定し、理数系
の教育課程の開発等を行う。

5,278 6,154

13 高校教育課
高校生グローバル・イノベーター育成

支援事業
高校生の高度な学びを促進するため、大学と連携した課題研究や
海外交換留学、海外と繋いだｅラーニング環境の整備等を行う。

0 9,000

合　　　　　　　　　　　　　　　計 117,477 5,185,089

合　　　計　（新型コロナウイルス感染症対策関係以外） 33,098,071 6,581,178

６　月　補　正　合　　計 33,664,838 10,744,667

商工観光
労働部

補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額担当課 事 　業 　名

農政水産部

教育委員会

　部　局　等　名
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