
1　新型コロナウイルス感染症対策関係（非公共） （単位：千円）

1 総合政策部 産業政策課
支援事業

先駆的なDXの取組を県内事業者へ横展開するため、POS（販売情報）データや人流データ等
のビッグデータをAIで分析するシステムの導入や伴走支援に係る経費の補助等を行う。

16,000

2 医療政策課
救急・周産期・小児医療機関の感
染防止対策事業

救急医療機関等において、新型コロナ感染疑い患者を受け入れることができるよう、院内感染
防止のために必要な設備整備を支援する。

193,200

3 長寿介護課 介護サービス継続支援事業
介護事業所等で新型コロナの感染者が発生した場合において、介護サービスの継続や他の事
業者等からの応援派遣時に必要なかかり増し経費を支援する。

57,423 531,047

4
長寿介護課

障がい福祉課
高齢者施設等への抗原検査キット
配付事業

高齢者施設等へ抗原検査キットを配付し、職員を対象とする集中的な検査を実施する。 304,800

5 感染症対策課 PCR検査体制等強化事業
行政検査の民間検査会社委託や、感染疑いに係る医療機関での保険適用検査費用について
公費負担を行う。

728,835 958,870

6 感染症対策課 感染患者入院費公費負担 新型コロナ患者に対して行われる入院治療及び外来治療を公費負担する。 131,265 759,088

7 感染症対策課
自宅療養者に対する健康観察体
制確保事業

軽症及び無症状の自宅療養者への健康観察を民間委託するとともに、自宅療養期間の食料
など生活に必要な物資等を配付する。

442,865 1,752,227

8 感染症対策課 新型コロナウイルス検査促進事業
飲食やイベント、帰省等の活動に際し、新型コロナの陰性確認をする必要がある方や感染に不
安を感じる県民の方が、無料でPCR等検査を受けられる体制を確保する。

1,042,860

9 感染症対策課
関支援事業

高齢者施設等での施設療養者に対する往診を行う医療機関を支援する。 336,600

10 環境森林部 森林経営課
事業

現在対面で交付等を行っている県管理の森林情報について、ネットワーク経由での閲覧等が
可能となる新たなクラウド基盤の構築等を行う。

50,000

11 農政水産部 農産園芸課
構築事業

農業者のハウス内にモニタリング装置を設置して、環境データ等を効率的に収集・蓄積すると
ともに、データ分析・活用の最適な手法を検討し、施設園芸のデジタル化に向けた体制整備を
図る。

107,550

合　　計 1,360,388 6,052,242

２　その他（新型コロナウイルス感染症対策以外）
（１）公共 （単位：千円）

1 県土整備部

道路建設課、
河川課、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費、ダム施設整備事業費、公共海岸保全港湾事業費、公共港湾建設
事業費、公共都市公園事業費、公共県営住宅建設事業費

15,429,075 4,208,196

合　　計 15,429,075 4,208,196

現計予算額

補正予算額

補正予算額

○　 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

部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要
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（２）非公共 （単位：千円）

1 総合交通課 離島航路運航維持対策事業
航路事業(浦城港～島野浦島）の安定化を図るため、国の定める減価償却費の計上方法変更
により生じた欠損額を負担する延岡市に対して補助する。

10,088 10,000

2 デジタル推進課
マイナンバーカードを活用した消費活性化策である「マイナポイント」の周知を行うため、各種媒
体での広報や啓発イベント等を行う。

9,239

3 国スポ・障スポ準備課
支援事業

国スポ・障スポ大会の主会場となる新陸上競技場の最寄り駅であるJR山之口駅について、都
城市が行うバリアフリー化整備の費用を一部負担する。

3,500

4 長寿介護課
地域医療介護総合確保基金積立
金

介護サービス継続支援事業に必要となる経費を積み立てる。 1,321,071 531,047

6 健康増進課
育児が困難になることが予測される妊婦や妊婦健診未受診の妊婦を継続的に訪問し、必要な
支援を行う市町村に対して補助を行う。

1,680

5 こども政策課
子育て支援対策臨時特例基金積
立金

新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備するために必要な経費を積み立てる。 276,981

7 こども政策課
業

低所得世帯等の児童が一時預かり事業による支援を受けた場合に、利用者負担軽減を行う市
町村に対して補助を行う。

6,120

8 環境森林部 環境管理課 放射能測定調査事業 環境放射能の測定を行うための機器のうち不要となったものの廃棄を行う。 13,349 2,528

9 農業普及技術課
特殊病害虫侵入警戒調査対策事
業

重要病害虫であるトマトキバガが県内で発生したため、まん延防止に向けた緊急防除に要する
経費を補助する。

1,477 4,400

10 農業担い手対策課
業

農福連携の推進強化のため、農業現場における障がい者の雇用・就労に関してアドバイスす
る専門人材の育成等を行う。

15,700 5,000

11 農業担い手対策課
みやざき農業経営者総合サポート
事業

農業分野における雇用機会の確保・拡大や、良質な雇用の実現を図るため、各関係機関・団
体にコーディネーターの配置等を行う。

24,332 34,245

12 農業担い手対策課
農業委員会による情報収集等業務
効率化支援事業

農地の集積・集約化を進めるにあたり、農業委員会が現場で収集した農地情報の共有化に必
要となる機器の導入に要する経費を補助する。

1,258

13 農業担い手対策課
進事業

集落営農組織が行うビジョンづくりや、その実現に向けた組織体制の強化等に向けた取組等に
要する経費を補助する。

8,115

14 農産園芸課
スマート農業等生産団地創出支援
事業（スマート農業機械等導入支
援事業）

スマート農業を推進するため、スマート農業機械等の共同購入による取得価格低減等の取組
に要する経費を補助する。

25,339 14,420

15 漁業管理課
策事業

海藻等養殖の生産性の向上につながる、安全かつ効率的な栄養塩強化技術を確立するた
め、陸上水槽試験等を実施する。

10,600

16 漁業管理課
国連海洋法条約対策事業（漁獲情
報デジタル化推進事業）

改正漁業法の施行に伴う漁獲情報の報告に対応するため、漁獲情報等の電子的な収集等が
可能となるよう、県水産情報管理システムの改修を行う。

1,004 4,612

17 県土整備部 港湾課 港湾施設維持管理事業
船舶の衝突事故により損傷した福島港岸壁の補修工事について、原因者に代わり、県が先行
して原状回復工事（行政代執行）等を実施する。

41,266 44,500

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

総合政策部

福祉保健部

農政水産部
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（２）非公共のつづき （単位：千円）

18 教育政策課
児童生徒の情報モラル教育や教員のＩＣＴ活用指導に関し、モデル地域において研究・実践、
研修会等を実施する。

4,994

19 高校教育課 IT教育環境整備事業 県立学校のＩＴ教育環境整備を図るため、不正端末接続防止セキュリティシステムを強化する。 223,433 1,274

20 高校教育課
県立学校「教育の情報化」基盤整
備事業

県立学校のＩＴ教育の質の向上を図るため、ネットワークの障害等応急時に対応できる支援体
制等を増強する。

14,709 9,247

21 高校教育課
援事業

飯野高等学校において多様な分野の学びができる学科の設置を目指すため、特色・魅力ある
カリキュラム等の開発や関係機関等との連携協力体制を整備する。

5,501

合　　計 1,691,768 989,261

合　計（その他） 17,120,843 5,197,457

合　計（コロナ対策＋その他） 18,481,231 11,249,699

教育委員会

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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　　原油価格・物価高騰等総合緊急対策関係（非公共） （単位：千円）

1 総合政策部 総合交通課
策事業

交通・物流事業者に対して、燃料費高騰分等を補助する。 755,390

2 総合政策部 みやざき文化振興課
業

私立学校に通う年収一定未満世帯の教育費負担を軽減するため、私立学校設置者に対して、
生徒１人当たり５万円を上限に補助する。

297,900

3 総合政策部 みやざき文化振興課
支援事業

私立学校設置者に対して、光熱費の高騰分を補助する。 42,204

4 福祉保健部 福祉保健課
めのプラットフォーム整備事業

行政や民間団体等が連携して生活困窮者への支援方法等を検討するプラットフォームを設置
するとともに、支援に取り組む民間団体に対して、活動経費を補助する。

4,300

5 福祉保健部 福祉保健課
生活福祉資金の借受人等に対して、返済や債務整理に係る法律相談を利用するための経費を
支援する。

7,710

6 福祉保健部 こども政策課
保育所等に通う子どもの保護者の給食費負担を抑制するため、保育所等への給食支援を行う
市町村に対して、材料費の高騰分を補助する。

164,733

7 福祉保健部 こども家庭課
低所得の子育て世帯生活支援特
別給付金給付事業

低所得のひとり親世帯に対して、児童１人当たり５万円の生活支援特別給付金を支給する。
【町村分】

175,500

8 環境森林部 環境森林課
支援事業

電気自動車や再エネ・省エネ設備等を導入する民間事業者に対して補助を行うとともに、県公
用車として電気自動車をモデル的に導入する。

212,000

9 環境森林部 山村・木材振興課
支援事業

林業事業体に対して、省エネ型高性能林業機械の導入経費を補助する。 185,000

10 環境森林部 山村・木材振興課
援事業

特用林産物の生産事業者等に対して、資材費の高騰分を補助する。 64,800

11
商工観光
労働部

商工政策課 みやざき応援消費拡大支援事業
地域の実情に応じて、プレミアム商品券の追加発行などの消費喚起策等に取り組む市町村を
支援する。

1,017,700

12
商工観光
労働部

商工政策課
小規模事業者新事業展開等追加
支援事業

小規模事業者に対して、商工会議所連合会等を通じ、新事業展開や販路開拓に要する経費を
補助する。

30,925

13
商工観光
労働部

商工政策課
経営金融支援室

中小企業金融円滑化補助金
中小企業融資制度において、「原油・原材料高対策特別貸付」を新規に創設し、中小企業等の
資金繰りを支援する。

507,367 44,167

14
商工観光
労働部

企業振興課
地域中小企業等新事業展開支援
事業

中小企業等に対して、新分野進出などの新たな事業展開に要する経費を補助する。 130,000 15,000

15
商工観光
労働部

企業振興課
食品・メディカル産業推進室

食品開発センターに、原材料の変更や付加価値の高い食品開発のために必要な機器を導入
し、原材料の変更等を伴う加工食品の開発に取り組む食品製造事業者を支援する。

32,033

16
商工観光
労働部

雇用労働政策課
事業

就労を希望するウクライナ避難民の方を採用した県内企業に対して、円滑な受入環境整備の
ための給付金を支給する。

6,580

令和４年度６月補正予算（第２号）　事業一覧

○　 一般会計

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

4/5  



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

17
商工観光
労働部

観光推進課
援事業

宿泊事業者に対して、省エネルギー機器やコスト削減に資するシステム導入等に要する経費を
補助する。

30,000

18 農政水産部 農政企画課
発信事業

農業者等に対して、燃油、肥料、飼料等の高騰への対策に関する情報を一元的かつ迅速に周
知するとともに、消費者による県産県消を促進するため、各種メディア等を活用した情報発信を
行う。

8,000

19 農政水産部 農業普及技術課
化事業

農業者に対して、燃油価格高騰時に補填金が交付される施設園芸等セーフティネット構築事業
の農家積立金相当額を補助する。

326,214

20 農政水産部 農業普及技術課
備事業

高騰している化学肥料から、堆肥や有機質肥料への転換に取り組む、農業者等に対して堆肥
散布機械の導入や操縦に必要な資格取得等に要する経費を補助する。

14,768

21 農政水産部 農業普及技術課
支援事業

農業者に対して、被覆資材等の購入に係る価格高騰分を補助する。 852,387

22 農政水産部 農産園芸課
急対策事業

燃油価格高騰の影響を受けにくい施設園芸経営への転換を図る農業者等に対して、ヒートポン
プの導入等に要する経費を補助する。

263,500

23 農政水産部 農産園芸課 稲作経営基盤強化対策事業 飼料用米の生産を拡大する農家等に対して、農業機械等の導入に要する経費を補助する。 150,000 100,000

24 農政水産部 水産政策課
支援事業

漁業者に対して、漁業用資材の購入に係る価格高騰分を支援する。 30,000

25 農政水産部 畜産振興課
化事業

畜産業者等に対して、配合飼料価格高騰時に補填金が交付される配合飼料価格安定制度に
係る生産者積立金相当額を補助する。

333,856

26 教育委員会

特別支援教育課
財務福利課
高校教育課
義務教育課

県立学校に通う子どもの保護者の給食費等負担を抑制するため、PTA等に対して、材料費の
高騰分を補助する。

28,750

合　　計 787,367 5,043,417

６月補正予算（第１号＋第２号）　　合　計 19,268,598 16,293,116
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