
令和２年度７月補正予算　事業一覧

1 総合政策課
ポストコロナ時代における本県のあり

方調査事業

新型コロナウイルス感染症による社会の変容を踏まえ、本県を取り
巻く環境の変化や課題の分析など、ポストコロナ時代における施策
展開に向けた調査を行う。

0 15,400

2 総合政策課
オリパラスポーツ健康フェスタ開催事

業

新型コロナウイルス感染症により、健康志向やスポーツへの関心が
高まる中、オリンピック・パラリンピックと関連づけたスポーツ体験、魅
力発信などを行う「オリパラスポーツ健康フェスタ（仮称）」を実施す
る。

0 10,500

3 秘書広報課 県政情報発信強化事業
危機事象発生時における迅速・的確な情報発信や、本県経済の再
始動に向けた効果的な広報PRを図るため、県ホームページのリ
ニューアルに向けた分析等を行う。

0 14,521

4 総合交通課
みやざき公共交通需要回復プロジェク

ト事業

公共交通事業者等が行う里帰りを対象とした利用促進事業や、県民
の県外旅行を促進する事業に補助するとともに、感染防止対策の取
組等について県と事業者が一体となったプロモーションを行う。

0 236,983

5
中山間・地域政策

課
中山間地域新生活・物流スタイル推進

事業

中山間地域における移動スーパーの開業・導入に係る経費を支援
するとともに、買い物手段としてのドローン配送の実現に必要な調
査・実証実験を行う。
（補助内容）
　○移動スーパー開業・導入支援（補助率 1/2、上限1,500千円）

0 14,674

6
中山間・地域政策

課
ひなたで暮らそう～移住促進用空家

利活用強化事業

新型コロナウイルス感染症収束後の本県への移住促進を図るため、
地域における空き家の調査やニーズ分析、啓発セミナー等を実施す
るとともに、空き家マッチングサイトの構築を行う。

0 13,596

7
中山間・地域政策

課
地域人材受皿構築モデル調査事業

都市部の離職者などをはじめとした外部人材等をマルチワーカーと
して活用する受け皿づくりのあり方を検討するとともに、「特定地域づ
くり事業協同組合」の実現に向けて取り組む市町村の準備・調整に
係る経費を補助する。

0 13,276

8 産業政策課 フードビジネス産業基盤強化事業
フードビジネスの基盤の強化を図るため、食品加工事業者が行う製
造ラインの導入や機器購入等に要する経費を補助する。
　○補助率 2/3、上限20,000千円

0 415,000

補正予算額

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

9 産業政策課 「ジモ・ミヤ・めし」飲食店応援事業
飲食店の利用促進を図るため、県民イチ押しの地元飲食店のグルメ
情報「ジモ・ミヤ・めし」を収集し、県内外に対して広く情報発信を行
う。

0 30,000

10
生活・協働・男女

参画課
地域を支えるＮＰＯ草の根活動支援事

業

ＮＰＯ法人に対して、①感染拡大防止など新しい生活様式に対応す
るための経費や、②新型コロナウイルス感染症の影響により様々な
困難に直面する人・団体・地域を支援する活動に係る経費を補助す
る。
　①補助率 定額、上限50千円（間接補助）
　②補助率 定額、上限1,200千円

0 38,000

11
生活・協働・男女

参画課
消費者の安全・安心を守る対策強化

事業

新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法の手口やその対応
策について啓発の強化を図るとともに、消費生活センターにおける感
染拡大防止のための環境整備を行う。

0 24,850

12
みやざき文化振

興課
文化の灯を絶やさない！文化芸術応

援事業

新型コロナウイルス感染症拡大等の影響により活動の自粛を余儀な
くされた県内の文化芸術活動の再開や、「新しい生活様式」に基づい
たモデル公演の実施に要する経費を補助するとともに、文化芸術を
核とした「みやざきアートフェスティバル」を行う。

0 50,643

13
みやざき文化振

興課
教育改革推進特別経費補助

私立学校において、新型コロナウイルス感染症の影響による未指導
分への補習等を行うための学習指導員等配置に要する経費を補助
する。

12,000 24,000

14
みやざき文化振

興課
私立高等学校等授業料減免補助金

新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変した世帯の授
業料負担を軽減するため、私立高等学校等が行う授業料減免に対
し補助を行う。

25,606 3,120

15
みやざき文化振

興課
奨学のための給付金

奨学のための給付金を受給する私立高等学校等の生徒の保護者に
対して、オンライン学習に係る通信費を給付する。

192,313 17,760

16
みやざき文化振

興課
宮崎県私立学校感染症対策緊急支援

事業

医療機関実習の代替として行う高等学校看護科の学内看護実習等
に要する経費及び専修学校専門課程等の感染症対策に必要な保健
衛生用品等の購入に要する経費を補助する。

0 5,624

17
国民文化祭・障害
者芸術文化祭課

国文祭・芸文祭みやざき2020気運醸
成事業

会期延長に伴う気運醸成を図るため、市町村が今年度実施する国
文祭・芸文祭プログラムに要する経費を支援するとともに、県の追加
プログラムの実施及びこれらに係る広報・啓発を行う。

0 112,966

18 情報政策課
ICTを活用したポストコロナ時代の課

題解決実証事業

ＩＣＴ関連事業者が県内企業等と協働して行う、様々な課題解決のた
めのシステムづくり・実証に要する経費等を補助する。
　○補助率 定額、上限5,000千円

0 30,000

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

19 福祉保健課 生活福祉資金貸付金
休業や失業等を理由に生活資金が必要となる方に対する生活福祉
資金の特例貸付が増加しているため、宮崎県社会福祉協議会に対
し貸付実施に要する経費を補助する。

310,000 1,226,000

20 医療薬務課 看護学生の教育体制支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、県立看護大学や看護師等
養成所において授業日数や実習先の確保等が困難になっているこ
とから、ICTの活用による遠隔授業の実施や効果的な学内実習を行
うための環境整備に要する経費を補助する。

0 67,000

21 医療薬務課
宮崎県立看護大学感染症対策強化支

援事業

新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、県立看護大学の学生
が安心して学修できるよう衛生環境等の向上に要する経費を補助す
る。
　○体育館を学修スペースとして活用するための机、冷暖房器具
　　のリース
　○保健衛生用品等の購入
　○換気設備の改修　　　等

0 125,700

22 長寿介護課
新型コロナウイルス感染拡大防止対

策支援事業
介護事業所等における新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
簡易陰圧装置や換気設備の設置に要する経費を補助する。

48,876 156,560

23 長寿介護課
介護サービス事業所等感染症対策支

援事業

介護事業所等が新型コロナウイルス感染症対策に必要な物資の確
保や介護サービスの継続的な提供に要する経費を補助するととも
に、感染者が発生した場合に機動的に対応できるよう、県において
衛生用品の備蓄等を行う。

0 1,894,128

24 障がい福祉課
障害福祉サービス事業所等感染症対

策支援事業

障害福祉サービス事業所等が新型コロナウイルス感染症対策に必
要な物資の確保や障害福祉サービスの継続的な提供に要する経費
を補助するとともに、感染者が発生した場合に機動的に対応できる
よう、県において衛生用品の備蓄等を行う。

0 417,074

25 障がい福祉課 障害福祉分野のＩＣＴ導入支援事業
障害福祉サービス事業所等に対し、オンライン面会による感染拡大
防止や職員の業務効率化を図るためのＩＣＴ機器の導入に要する経
費を補助する。

0 6,089

26 障がい福祉課 就労系事業所活性化支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、生産活動収入が減少して
いる就労継続支援事業所に対し、生産活動の存続や新たな生産活
動への転換、新たな販路拡大等に要する経費を補助する。

0 15,000

27 障がい福祉課
こども療育センター感染症対策整備事

業
入所児や医療従事者の施設内感染を防止するため、病棟の一部を
改修し、個室や共有スペースの整備等を行う。

0 321,771

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

28 健康増進課 新型コロナウイルス緊急対策事業

新型コロナウイルス感染症の長期化、次なる流行の波に対応するた
め、感染拡大防止と医療提供体制の強化を図る。
　○PCR検査保険適用に伴う自己負担分の公費負担
　○PCR検査を実施する医療機関への検査機器購入補助
　○患者の受入体制を確保するために病床確保した医療機関への
　　補助
　○重点医療機関等が行う高度医療設備整備補助
　○患者の治療にあたる医療従事者への特別手当を支給する医療
　　機関への補助

2,091,523 3,498,657

29 健康増進課 妊産婦寄り添い支援事業

新型コロナウイルス感染症の不安を抱える妊婦で希望する者に対し
ウイルス検査を実施するとともに、感染が確認された妊産婦に対し、
本人の希望に基づき、訪問、電話等による寄り添い型支援を実施す
る。

0 68,971

30 健康増進課
歯科医療従事者養成学校等教育体制

支援事業

新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、歯科医療従事者養成
学校の学生が安心して修学できるよう、ICT活用による遠隔授業の
実施や効果的な学内実習を行うための環境整備に要する経費を補
助する。

0 6,000

31 こども政策課 保育所等感染拡大防止対策支援事業

保育所等において感染症対策の強化を図るため、マスク、消毒液等
の衛生用品等の購入に要する経費や職員が感染症対策の徹底を
図りながら事業を継続的に実施していくために必要な経費を補助す
る。

0 554,500

32 こども政策課 放課後児童クラブ事業
感染症対策に伴う小学校の臨時休業にあたり、放課後児童クラブを
午前中から開所するための経費等を補助する。

756,033 25,133

33 こども政策課
幼児教育の質の向上のための環境整備
事業

幼稚園等において感染症対策の強化を図るため、マスク、消毒液等
の衛生用品等の購入に要する経費や感染症対策の徹底に伴う追加
的な業務に要する経費を補助する。

59,936 43,500

34 こども家庭課 児童養護施設等環境改善事業

児童養護施設等における感染症の拡大防止を図るため、施設の個
室化等への改修や備品の購入等に要する経費、マスク等の衛生用
品等の購入に要する経費、感染症対策の徹底に伴う追加的な業務
に要する経費を補助する。

54,185 84,570

35 環境森林部 環境森林課
ひなもり台県民ふれあいの森魅力創

出事業

県産材を活用し、企業等がワーケーションスペースとしても利用でき
る環境を備えた木造キャビンを整備するとともに、新たな森林教育環
境の実践に向けた資機材の整備等を行う。

0 75,400

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

36 循環社会推進課 食品ロス削減！お持ち帰り実践事業
食品ロス及びプラスチックごみを削減するとともに、新型コロナウイ
ルス感染症対策により客足が遠のいた飲食店を支援するため、「食
べきり協力店」に対し、持ち帰り用の紙製容器等を提供する。

0 17,122

37 自然環境課
新しい生活様式を取り入れた自然公

園誘客促進事業

自然公園において、感染症防止対策や景観改善等の環境整備や誘
客促進に要する経費を補助するとともに、ホームページによる効果
的な魅力発信を行う。
（補助内容）
　○感染拡大防止対策等（補助率 1/2）
　○景観改善等の環境整備（補助率 市町村4.5/10、民間1/2）

0 20,500

38 森林経営課 林業経営体等能力向上支援対策事業
木材需要の減少や原木価格の低下の影響を受けている林業経営体
従事者の能力向上と雇用維持を図るため、造林、下刈、間伐など木
材生産を伴わない森林整備に要する経費を補助する。

0 157,400

39 森林経営課 山の暮らしを守る森林整備支援事業
原木価格が低下傾向にある中、自主的な生産調整による原木価格
の下支え及び伐採事業者の雇用維持確保に向けた、主伐から間伐
等へ切り替える森林整備に要する経費を補助する。

106,631 124,455

40 森林経営課
地域林業を支える林業技術センター

施設機能強化事業

施設利用者等に対する新型コロナウイルス感染症対策として、施設
の空調設備や換気装置の改修等及びリモート研修用の機材導入を
行うとともに、雇用維持のために行う森林整備の促進に向けた研修
に必要な機械を導入する。

0 43,855

41
山村・木材

振興課
「みやざき材の家」県産材消費緊急支

援事業

住宅建設の需要回復を図るため、県産材住宅を建てる施主に対す
る県産材部材提供及び県産材を使用したリフォーム工事に要する経
費を補助する。
　○新築 1棟あたり　最大柱100本分
  ○リフォーム  1/3　上限10万円

0 124,000

42
山村・木材

振興課
県産材出荷拡大プロモーション強化事業

ジャパンホームショー（東京ビッグサイト）において、住宅や木材関係
者等に向けた県産材のPRや、新たな需要の掘り起こしなどのプロ
モーション活動を行う。

5,328 8,000

43
山村・木材

振興課
製材保管等緊急支援事業

木材の需給バランスを調整するため、乾燥材ストック機能の強化に
つながる乾燥用土場の整備等に要する経費を補助する。

0 100,000

44
山村・木材

振興課
林業・木材産業セーフティーネット機能

強化事業

林業・木材産業のセーフティーネット機能を強化するため、ワンストッ
プ窓口を設置し、事業者から寄せられる資金繰り等の相談内容に応
じ、中小企業診断士等の専門家の派遣を行う。【事業期間延長に伴
う増額】

1,500 4,940

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

45 環境森林部
山村・木材

振興課
「新しい生活様式」に対応した木材利

用技術センター緊急施設整備事業

施設利用者や研究員等に対する新型コロナウイルス感染症対策とし
て、施設の空調設備や換気装置の改修を行うとともにリモート会議
等に対応した通信機器を導入する。

0 60,000

46 企業振興課
ものづくり企業経済活動再開支援事

業

県内ものづくり企業の経済活動の再開を促進するため、感染防止ガ
イドラインに対応した工場の環境整備やメンテナンス等に要する経費
を補助する。
　○補助率 最大2/3、上限 最大8,000千円

0 492,000

47 企業振興課 中小企業ＩＣＴ技術導入促進事業

県内中小企業の新型コロナウイルス感染症対策に資するICT技術の
導入に要する経費を補助するとともに、導入手法や効果等について
県内企業へ広く周知する。
（補助内容）
　○補助率 3/4、上限1,500千円

0 50,000

48 企業振興課
感染症対策等医療関連機器開発支援

事業

県内企業の新型コロナウイルス感染症対策等医療関連機器の開発
及び実用化に向けた取組に要する経費を補助する。
　○補助率 3/4、上限3,000千円

0 41,809

49 雇用労働政策課 新卒採用企業応援事業

県内企業における新規卒業者の採用促進に係る取組を支援する。
　○採用内定を出した企業に対する報償費の支給（1名あたり
　　10万円）
　○自社HPの情報発信力強化やWeb面接等の導入に要する経費
　　への補助（補助率 3/4、上限1,000千円）
  ○企業PR動画の作成・配付や情報発信セミナーの開催等

0 383,435

50 観光推進課 観光みやざき再生加速化事業

本県観光の再生・加速化を図るため、宿泊施設等の感染防止対策
や市町村等の観光イベント開催を支援するとともに、国の観光需要
喚起策に対応した誘客対策を行う。
　○宿泊施設や観光施設等における安心・安全な受入環境整備
　　補助
　　（公的施設：補助率1/2、上限400千円、民間施設：補助率 3/4、
　　上限600千円）
　○市町村等における観光イベント等の開催補助
　　（補助率 1/2、上限10,000千円）
　○宿泊予約サイト等と連携した誘客キャンペーンや各種メディア
　　による情報発信

0 1,132,300

商工観光
労働部
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補正予算額　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額

51 観光推進課 「みやざき学び旅」促進事業

本県での教育旅行を促進するため、旅行会社の商品企画開発や、
県内外の小中学校等のバス借上げに要する経費を補助する。
　○旅行商品企画開発（1人泊あたり2千円）
　○バス借り上げ（1台あたり50千円）

0 75,000

52 観光推進課
「スポーツランドみやざき」プロスポー

ツ等対策事業

安全・安心な「キャンプ地宮崎」の取組を推進するため、感染症防止
対策やPR活動に要する経費を補助する。
　○延期・中止となったイベントの開催経費等
　○プロスポーツキャンプ等実施や大規模スポーツイベント感染症
　　防止対策、プロ野球ゲームでの宮崎PR
　○宿泊事業者におけるスポーツ合宿誘致活動

0 100,378

53
オールみやざき営

業課
県産品販売促進強化事業

県内物産販売事業者が県内で実施するイベント等に要する経費を
補助するとともに、アンテナショップにおける県産品販売促進のため
の設備整備等を行う。
　○県内イベント等開催経費（補助率 定額、上限1,000千円）
　○アンテナショップの冷凍冷蔵庫・商品棚等の整備

0 68,628

54 農政企画課 みやざきの農泊緊急誘致促進事業
農泊の教育旅行受入増加を図るため、安全・安心な環境整備や今
後の誘致促進に要する経費を補助する。

1,000 6,220

55 農政企画課
みやざきの新しい農泊スタイル普及事

業
新しい生活様式に対応した農泊スタイルの検討を行い、県内農家民
泊へ普及させるとともに、県内外へＰＲを行う。

0 10,000

56 農政企画課
農業経営収入保険加入拡大重点対策

事業
関係団体による農業経営収入保険への加入促進を支援する。 0 10,400

57 農政企画課
みやざきスマートアグリプラットフォー

ム構築事業
農業者等へのわかりやすい情報提供の発信を行うプラットフォーム
（ＨＰ）の構築と、リモート会議に対応した環境整備を行う。

0 24,300

58 農業連携推進課 試験研究リモートワーク推進事業
新しい生活様式に対応した試験研究施設の環境整備のため、必要
な機械・機器等の導入を行う。

0 344,856

59 農業連携推進課 農産物の物流革新調査事業
関係機関と連携し、ＩＣＴ等を活用した効率的な農産物輸送体制の検
討を行う。

0 11,176

商工観光
労働部

農政水産部

7/11  



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

60 農業連携推進課 県産農畜水産物応援消費推進事業
県内飲食店との連携企画や販売キャンペーン等により県内外におけ
る応援消費等に係る取組等を支援する。

733,507 83,890

61 農業経営支援課
みやざきの農を支えるひなた資金融通
事業

国の事業により、農業近代化資金と農業経営負担軽減支援資金が
実質無利子化されることから、当該資金の融資枠の拡大等を行う。

27,733 20,054

62 農業経営支援課 地域農業支援拠点強化事業
農業科学公園等農業者支援施設の新しい生活様式に対応した環境
整備のため、必要な施設改修等を行う。

0 99,903

63 農業経営支援課 みやざきの新規就農加速化事業
　県外在住者等に対し、新しい生活様式に対応した就農ＰＲや就農
相談体制を強化し、就農体験研修等への参加を支援する。

0 4,300

64 農業経営支援課
「農」で支える短期就労マッチング体制

構築事業

各地域の営農品目の作業特性や繁閑期に合わせた短期集中的な
就労（Ｗワーク）のマッチングを実証することにより、農業分野におけ
る副業的・短期就労体制を構築する。

0 7,420

65 農産園芸課
みやざきの農産物供給力強靱化緊急

対策事業
新型コロナウイルス感染症の影響により需要が停滞する品目の次
期作支援を行う。

42,000 45,000

66 農産園芸課 農産物生産構造転換緊急支援事業
新型コロナウイルス感染症による業務需要の高まりなどに対応する
ため、施設等の集約による省力栽培や機械等の経営資源の共同利
用の取組に要する経費を補助する。

0 31,950

67 水産政策課 日向灘の漁場フル活用緊急促進事業
新たな魚種を対象とする漁業種類の創出による漁業経営の複合化
を図るため、新しい漁場の探索及び試験操業を行う。

0 14,200

68 水産政策課 養殖漁場環境保全対策支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により流通が停滞する養殖魚の
飼育期間延長に伴う漁場環境保全・防疫対策に要する経費を補助
する。

0 26,800

69 水産政策課 漁業経営持続化緊急支援事業
漁業経営再建を図る漁業者を支援するため、再建計画策定や負債
整理資金に係る利子補給金等の助成を行う。

0 306,000

70 漁村振興課
頑張ろう、みやざき！
養殖経営緊急支援事業

新型コロナウイルス感染症の影響により流通が停滞する養殖魚の
飼育期間延長に伴う飼料及び出荷に要する経費を補助する。

22,430 64,315

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

71 漁村振興課 地域養殖連携推進事業
新型コロナウイルスの影響を受けている養殖経営の合理化及び養
殖業の成長産業化を推進するため、市が行う地域養殖業の発展計
画の策定に要する経費を支援する。

0 2,500

72 漁村振興課 みやざき農水産就業緊急対策事業
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い受け入れた研修生等の早
急な漁業就業及び定着を促進するため、スマート漁業を活用した漁
労技術の継承に必要な機械・機器等の導入を行う。

4,254 38,180

73 畜産振興課 酪農への影響緩和応援事業
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた酪農家による生産性向
上の取組を奨励するとともに、消費拡大のためのＰＲ活動等を支援
する。

0 64,300

74 畜産振興課 県産牛肉増産支援事業
牛肉価格の下落により経営が圧迫されている肥育農家に対し、出荷
頭数に応じた奨励金を交付する。

0 801,660

75 家畜防疫対策課
感染症防疫資材共同管理システム構

築事業
感染症対策及び家畜防疫対策で共用できる感染防護具等の資材を
一元管理し、効率的な供給を行う施設を整備する。

0 197,715

76 管理課 入札審査事務手続デジタル化事業
入札参加資格審査書類の電子データによる提出を可能とするため、
電子入札システムの改修を行う。

0 5,000

77 技術企画課 公共事業Web会議システム構築事業
公共事業において、現場と土木事務所等を繋いだWeb会議システム
の構築に必要な備品等を整備する。

0 3,959

78 技術企画課 公共工事現場感染症対策啓発事業
工事従事者等の感染症予防対策の意識向上を図るため、感染症対
策講習受講証（ステッカー）等を配付する。

0 2,500

79 河川課 河川環境整備活動支援事業
「美しい宮崎づくり」の更なる推進及び屋外活動の場としての良好な
河川環境を整備するため、除草作業を行う地域活動団体が使用す
る機材を整備する。

0 7,200

80 砂防課 土砂災害警戒区域指定推進事業

土砂災害警戒区域指定に関する説明会について、各地区公民館等
での説明会に加えて、感染症防止対策に配慮したオープンハウス形
式（大きな会場で複数日に時間を分散して実施）等での説明会を行
う。

0 23,000

81 港湾課
重要港湾における新型コロナ感染防

止対策支援事業

重要港湾3港で定期航路の荷役作業を行っている事業者に対し、マ
スク、消毒液、体温計等の感染症防止対策に要する経費を補助す
る。
　○補助率1/2、上限200千円

0 1,400

農政水産部

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

82 港湾課
「新しい生活様式」実践港湾施設環境

整備事業

感染症防止対策のための衛生環境改善や県民等の利用促進のた
め、港湾施設の環境整備を行う。
　○みやざき臨海公園（トイレ・手洗場、更衣室、休憩棟改修）　等
　○港湾施設（トイレ・手洗場改修）

0 101,970

83 都市計画課
「新しい生活様式」実践都市公園環境

整備事業

感染症防止対策のための衛生環境改善や県民等の利用促進のた
め、都市公園施設の環境整備を行う。
　○平和台公園（展望台改修）
　○ボタニックガーデン青島（テラスデッキ改修）
　○都市公園等のトイレ・手洗場の改修（非接触型）
　○総合文化公園（園路整備）　等

0 340,880

84 都市計画課
みやざきビューポイント整備発信モデ

ル事業

美しい宮崎づくり活動団体等における魅力的なビューポイントの整備
に要する経費を補助するとともに、PR動画を作成し、効果的な情報
発信を行う。
（補助内容）
　○ビューポイントの整備（補助率定額、上限500千円）
　　※各市町村1箇所を予定

0 16,000

85 教育政策課
ＩＣＴ活用教育推進のための調査研究

事業

新型コロナウイルス感染症の第二波への備えやＩＣＴを活用した効果
的な学習指導など、今後の本県における教育の情報化等について
の方針検討に必要な調査研究を行う。

0 14,095

86 財務福利課
一般運営費
(高等学校・特別支援学校)

県立学校において、夏季休業期間中の補充学習実施等に伴う冷房
使用の増加に要する経費を措置する。

1,797,867 10,202

87
高校教育課

特別支援教育課
県立学校｢学びの保障｣環境整備事業

県立学校において、分散学習やオンライン学習に対応するとともに、
ＩＣＴを活用した新しい教育環境を実現するため、教育現場に必要な
機器を整備する。

0 359,342

88 高校教育課 産業教育実習環境整備事業
校外実習やインターンシップの実施等が困難となっている産業系高
校における学びの保障と人材育成の強化のため、校内での代替実
習に必要な機器等を整備する。

0 525,646

89
高校教育課

特別支援教育課
修学旅行のキャンセル料等支援事業

県立学校の修学旅行の中止・延期に伴うキャンセル料等の追加的な
経費について支援を行う。

0 16,674

90 特別支援教育課 特別支援学校教育環境整備事業
生徒数が増加しているみなみのかぜ支援学校高等部において、過
密状態を改善するため、教室増設に向けた設計を行う。

0 19,763

県土整備部

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

91
教職員課

人権同和教育課
学習保障等に必要な人的体制の強化

学習の遅れや｢新しい生活様式｣に対応した学校運営に必要となる
学習指導員等の体制強化を行う。
　○学習指導員の追加配置（52名）
　○スクール・サポート・スタッフの追加配置（51名）
　○教員（常勤講師）の追加配置（37名）
　○スクールカウンセラーの追加配置(11名）
　○スクールソーシャルワーカーの追加配置（3名）

58,155,412 199,053

92
スポーツ振興課

財務福利課
県立学校等感染症対策事業

県立学校等において、消毒液等の追加配備や水道蛇口の自動水栓
化を進めるとともに、給食室や保健室等における衛生環境改善のた
めの設備整備を行う。

20,549 116,080

93 警察本部 会計課
警察業務における新型コロナウイルス

感染症対策事業

警察施設設備等の整備を行うとともに、Web会議等のネットワーク環
境の整備を行う。
（施設設備等）
　○留置施設における隔離室・パルスオキシメーターの整備
　○警察署の手洗い設備等の改修（非接触型）、アクリル板等の
　　資器材等の整備

9,638 40,367

合　　計 64,478,321 16,679,058

教育委員会

11/11  


