
令和２年度２月補正予算　事業一覧（主なもの）

１　国補正予算（第３号）関係

1 環境森林部
自然環境課
森林経営課

　【補助・交付金事業】
山地治山事業、森林整備事業、森林環境保全整備事業、
自然公園等整備事業

5,716,399 3,634,098

2 農政水産部
農村整備課
漁村振興課

　【補助・交付金事業】　 公共土地改良事業、水産基盤（漁港）整備事業 10,364,692 3,191,365

3 農政水産部 農村計画課 　【直轄事業負担金】　 土地改良事業負担金 3,490,544 8,060

4 県土整備部

道路建設課、道路保全
課、河川課、砂防課、港
湾課、都市計画課、建築
住宅課

　【補助・交付金事業】　
公共道路新設改良事業、公共道路維持事業、ダム施設整備事業、公共河川事
業、公共砂防事業、公共急傾斜地崩壊対策費、公共海岸保全港湾事業、公共港
湾建設事業、公共都市公園事業、公共県営住宅建設事業

43,445,560 24,612,944

5 県土整備部
道路建設課、河川
課、砂防課、港湾
課、高速道対策局

　【直轄事業負担金】
直轄道路事業負担金、直轄河川工事負担金、直轄砂防工事負担金、直轄港湾事
業負担金、高速自動車国道等直轄事業負担金

6,456,792 3,289,460

69,473,987 34,735,927

1 総合政策部 情報政策課
マイナンバーカードを活用した消費活性化促進事
業

マイナンバーカードを活用した国の消費活性化策「マイナポイント事業」について、
ポイントの取得・利用方法等についての広報を行う。

4,541 1,100

2 福祉保健部 健康増進課 不妊治療費等助成事業
こどもを安心して生み、健やかに育てる環境づくりを推進するため、不妊治療等を
受ける夫婦に対し、治療費等を助成する。

96,755 34,714

3 福祉保健部 こども政策課 幼稚園業務のＩＣＴ化支援事業
「新たな日常」に対応するため、事務処理等の園務の効率化、オンライン研修や保
育参観、保育動画の配信などＩＣＴ環境整備に要する費用を補助する。

8,100 16,500

4 福祉保健部 こども政策課 子育て支援対策臨時特例基金
国の第3次補正で拡充された不妊治療費等助成に要する国庫支出金を「安心こど
も基金」に積み立てる。

339,850 206,122

5 環境森林部
森林経営課

山村・木材振興課
合板・製材・集成材国際競争力強化・輸出促進対
策事業

木材製品の国際競争力強化及び林業経営体の集積・集約化を推進するため、間
伐材の生産や路網整備、高性能林業機械等の整備等に要する経費を補助する。

0 894,611

○　 一般会計

補正予算事業の概要

 （１） 公共
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合　　　　　　　　　　　　　　　計

 （２） 非公共
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6
商工観光
労働部

観光推進課
東京オリパラ事前合宿等新型コロナウイルス

感染症対策基金積立金

東京オリンピック・パラリンピックに向けた国外代表チームの事前合宿やホストタウ
ン交流における選手及び関係者の安全・安心を確保するため、感染症対策を実施
するための財源の積立てを行う。

0 253,497

7 農政水産部 農業経営支援課 経営体育成支援事業
地域農業の担い手となる経営体の育成・確保のため、農業者の規模拡大や経営
多角化に必要な農業機械等の導入に要する経費を補助する。

134,130 64,000

8 農政水産部 農産園芸課 産地パワーアップ計画支援事業
産地の収益力向上のため、生産体制の強化や集出荷機能の改善に要する経費を
補助する。

853,532 471,614

9 農政水産部 農村計画課 地籍調査事業 国土の開発、保全等のため、市町村等の地籍調査に要する経費を補助する。 1,122,557 596,913

10 教育委員会 高校教育課 ＧＩＧＡスクール構想拡充整備事業
ＩＣＴを活用した教育の一層の推進のため、低所得世帯等の生徒が使用するＰＣ端
末及び通信機器の整備を行う。

0 184,032

11 教育委員会 高校教育課 産業教育の充実に向けた教育装置整備事業
本県産業界を牽引する職業人材の育成・確保に向け、産業系高校に高性能ＩＣＴ
端末等デジタル化に対応した産業教育装置等を整備する。

0 2,000,000

12 教育委員会 高校教育課 奨学のための給付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮している世帯の高校生等に
必要な教育費を追加支援する。

394,135 11,863

合　　　　　　　　　　　　　　　計 2,953,600 4,734,966

合　　　計　（国補正予算（第３号）関係） 72,427,587 39,470,893

２　新型コロナウイルス感染症対策関係（非公共）

1 総合政策部 総合政策課
宮崎県新型コロナウイルス感染症対策利子補

給等基金積立金
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和３年度以降の
利子補給補助及び信用保証料補助を行うための財源の積立てを行う。

0 2,033,471

2 総合政策部
みやざき

文化振興課
県立芸術劇場衛生環境改善事業

県立芸術劇場における新型コロナウイルス感染症予防のための衛生環境改善を
図るため、トイレの洋式化及び手洗いの自動水栓化を行う。

0 14,366

3 福祉保健部 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。

2,876,000 700,000

4 福祉保健部 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の向上に要する経費を補助する。（空調設備の改修）

125,700 568,426

5 福祉保健部 長寿介護課 介護サービス事業所等感染症対策支援事業
介護事業所等が感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹
底しつつ、継続してサービスを提供するための経費を補助する。

1,894,128 525,818

6 福祉保健部 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最大限の感染症対策を行いつつ、必要なサービス
を提供するための経費を補助する。

417,074 23,388
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7 福祉保健部 障がい福祉課 地域生活支援事業
障がい者が日常生活を送る上で不可欠なサービス（日常生活用具給付、日中一
時支援、訪問入浴サービスなど）を実施する市町村に対し、新型コロナ対策に係る
かかり増し経費を補助する。

205,514 1,497

8 福祉保健部 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や次なる流行の波に対応するため、患者の
受入病床を確保した医療機関へ補助を行うなど、感染拡大防止と医療提供体制
の強化を図る。

11,922,397 4,410,602

9 農政水産部 農業連携推進課 試験研究リモートワーク推進事業
総合農業試験場等の新しい生活様式に対応した環境整備のため、空調設備の改
修を行う。

344,856 145,166

10 農政水産部 農業経営支援課 県立農業大学校衛生環境改善事業
県立農業大学校等の新しい生活様式に対応した環境整備のため、トイレの洋式化
を行う。

0 52,330

11 農政水産部 漁村振興課 県立高等水産研修所衛生環境整備事業
県立高等水産研修所の新しい生活様式に対応した環境整備のため、トイレの洋式
化及び空調設備の改修を行う。

0 30,122

12 教育委員会 財務福利課 県立学校等衛生環境改善事業 県立学校における衛生環境改善に向け、トイレ等の改修を行う。 231,350 192,500

13 教育委員会 特別支援教育課 特別支援学校教育環境整備事業
みなみのかぜ支援学校高等部における教室不足による過密状態を解消し、衛生
環境改善を図るため、教室棟を増築する。

19,763 272,472

14 教育委員会 スポーツ振興課 学校臨時休業に伴う学校給食支援事業
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う県立学校の臨時休業による影響を受け
る給食関係事業者への支援を行う。

1,970 2,435

15 教育委員会 スポーツ振興課 施設管理運営費（指定管理者）
新型コロナウイルス感染症の影響により、利用料金収入が減少した県スポーツ施
設の適正な管理運営に要する経費について措置する。

298,666 29,916

合　　計　（新型コロナウイルス感染症対策関係） 18,337,418 9,002,509

　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
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３　その他

1 環境森林部
自然環境課
森林経営課

　【補助・交付金事業】 緊急治山事業、特定森林再生事業 532,427 382,076

2 農政水産部 農村整備課 　【補助・交付金事業】　 公共農村総合整備対策事業 498,627 13,568

3 県土整備部 道路建設課 　【直轄事業負担金】 直轄道路事業負担金 2,340,643 45,704

（その他の増減） 42,105,759 ▲ 10,884,918

45,477,456 ▲ 10,443,570

（その他の増減） 580,793,143 ▲ 12,708,401

580,793,143 ▲ 12,708,401

合　　　計　（その他） 626,270,599 ▲ 23,151,971

２　月　補　正　合　　計 717,035,604 25,321,431

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

 （１） 公共

　部　局　等　名

　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
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