
1　新型コロナウイルス感染症対策関係
（単位：千円）

1 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
資金の特例貸付が延長されたため、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。

1,536,000 740,000

2 福祉保健課 衛生環境研究所等感染症対策整備事業
衛生環境研究所や小林、延岡保健所等において感染症対策のため
の施設改修等を行う。

410,633 170,815

3 医療薬務課 保険薬局従事者慰労金交付事業
本県において新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、患者に接
しながら服薬指導や投薬補助等を行った保険薬局従事者に慰労金
を支給する。

0 151,284

4 障がい福祉課 聴覚障がい者意思疎通支援事業
聴覚障がい者への遠隔手話通訳サービスを行う市町村に対し、タブ
レット端末等の導入に係る経費を補助する。

994 1,422

5 健康増進課 新型コロナウイルス緊急対策事業

今冬の新型コロナウイルス感染症対策のため、更なる検査・医療提
供体制の充実を図る（事業費の増額）。
　・ＰＣＲ検査等の保険適用に伴う自己負担分の公費負担
　・ＰＣＲ検査等を実施する医療機関への検査機器購入支援
　・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
　　への支援
　・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
　　医療機関への支援

5,755,187 6,167,210

6
商工観光
労働部

観光推進課 「みやざき学び旅」促進事業
県内における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
（事業費の増額）。

75,000 74,136

7 農政水産部
農業連携推進課

水産政策課
県産農畜水産物応援消費推進事業

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける県産水産物について、県
外の学校給食による応援消費に係る取組を支援する。

817,397 296,738

合　　計　（新型コロナウイルス感染症対策関係） 8,595,211 7,601,605

令和２年度１１月補正予算　事業一覧

福祉保健部

○　 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
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２　その他（新型コロナウイルス感染症対策以外）

1 環境森林部 自然環境課 　【補助・交付金事業】 緊急治山事業、自然公園等整備事業 456,934 320,481

2 農政水産部 畜産振興課 　【補助・交付金事業】　 公共畜産環境総合整備事業 171,010 15,822

3 県土整備部 河川課、砂防課 　【補助・交付金事業】　 公共災害関連河川等事業、災害関連緊急砂防等事業 2,158,900 866,000

4 財務福利課 　【補助災害復旧事業】 文教施設災害復旧事業 0 48,000

5 財務福利課 　【県単災害復旧事業】 文教施設災害復旧事業 88,580 8,000

2,875,424 1,258,303

1 総務部 財政課 財政調整積立金（追加積立） 11月補正予算における一般財源の収支差額分を積み立てる。 4,724,353 2,712

2 福祉保健部 健康増進課 周産期医療ネットワーク運営支援事業
周産期医療体制整備のため、ＩＣＴを活用した妊産婦モニタリングシ
ステムの運営に係る経費を補助する。

0 78,256

合　　　　　　　　　　　　　　　計

 （１） 公共

 （２） 非公共

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 補正予算額

教育委員会

現計予算額

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額
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3 環境森林部 自然環境課 増えすぎたシカ捕獲等特別対策事業
シカの個体数削減のため、県と複数の町等で広域協議会を設置し
連携することにより、効果的な捕獲を実施する。

17,426 2,000

4
商工観光
労働部

オールみやざき
営業課

ふるさと宮崎応援寄附金拡大事業
ふるさと宮崎応援寄附金の寄付者に対して、県産品などの返礼品を
送付するとともに、ふるさと納税ポータルサイトの利用に要する経費
を措置する（事業費の増額）。

37,009 16,783

5 農政企画課 鳥獣にまけない魅力ある地域づくり事業
鳥獣による農作物被害を減少させるため、侵入防止柵の整備に要
する経費を補助する。

560,474 32,000

6 家畜防疫対策課 次世代の畜産を守る家畜防疫対策事業
家畜伝染病に対する農場の防疫を強化・充実するため、防鳥ネット
の設置に要する経費を補助する。

114,573 174,982

7 教育委員会 高校教育課 宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造事業
宮崎海洋高校が所有する漁業航海実習船「進洋丸」の代船建造を
行う経費を措置する。

13,318 755,282

合　　　　　　　　　　　　　　　計 5,467,153 1,062,015

合　　　計　（新型コロナウイルス感染症対策関係以外） 8,342,577 2,320,318

１１　月　補　正　合　　計 16,937,788 9,921,923

　部　局　等　名

農政水産部

補正予算額担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額
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【指定管理者以外】

1 総合政策部
国民スポーツ大

会準備課
県有スポーツ施設整備事業

国民スポーツ大会の体育館整備に係る建設工事費等について、債
務負担行為を設定する。

R2～R7 8,910,000

道路建設課
他4課

【補助公共・交付金事業】 R2～R3 1,799,000

河川課
他3課

【県単公共事業】 R2～R3 204,000

3 教育委員会 高校教育課 宮崎海洋高等学校進洋丸代船建造事業
宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」の代船建造に係る経費について、
債務負担行為を設定する。

R2～R4 1,749,020

合　　　　　　　　　　　　　　　計 12,662,020

【指定管理者】

1
生活・協働・男女

参画課
宮崎県男女共同参画センター管理運営
委託費

宮崎県男女共同参画センターの指定管理者の指定に係る管理運営
委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 102,921

2
みやざき文化振

興課
県立芸術劇場管理運営委託費

県立芸術劇場の指定管理者の指定に係る管理運営委託費につい
て債務負担行為を設定する。

R2～R7 2,421,675

3 総務部 財産総合管理課 宮崎県東京学生寮管理運営委託費
宮崎県東京学生寮の指定管理者の指定に係る管理運営委託費に
ついて債務負担行為を設定する。

R2～R4 20,764

総合政策部

発注・施工時期の平準化及び来年度工事の早期整備を図るための
経費について、債務負担行為（ゼロ県債）を設定する。

県土整備部2

 （３） 債務負担行為

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 債務負担行為の概要 期間 限度額

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 債務負担行為の概要 期間 限度額
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4 福祉保健課
宮崎県福祉総合センター、県立母子・父
子福祉センター管理運営委託費

宮崎県福祉総合センター及び県立母子・父子福祉センターの指定
管理者の指定に係る管理運営委託費について債務負担行為を設定
する。

R2～R5 164,850

5 障がい福祉課
県立視覚障害者センター管理運営委託
費

県立視覚障がい者センターの指定管理者の指定に係る管理運営委
託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 80,505

6 障がい福祉課
県立聴覚障害者センター管理運営委託
費

県立聴覚障害者センターの指定管理者の指定に係る管理運営委託
費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 79,173

7 環境森林課 宮崎県川南遊学の森管理運営委託費
宮崎県川南遊学の森の指定管理者の指定に係る管理運営委託費
について債務負担行為を設定する。

R2～R5 20,937

8 環境森林課
宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森管
理運営委託費

宮崎県ひなもり台県民ふれあいの森の指定管理者の指定に係る管
理運営委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 89,415

9 環境森林課
宮崎県諸県県有林共に学ぶ森管理運営
委託費

宮崎県諸県県有林共に学ぶ森の指定管理者の指定に係る管理運
営委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 8,313

10 森林経営課
宮崎県林業技術センター（森とのふれあ
い施設）管理運営委託費

宮崎県林業技術センター（森とのふれあい施設）の指定管理者の指
定に係る管理運営委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 91,329

11 農政水産部 農業経営支援課
県立農業大学校農業総合研修センター
及び宮崎県農業科学公園管理運営委託
費

県立農業大学校農業総合研修センター及び宮崎県農業科学公園
の指定管理者の指定に係る管理運営委託費について債務負担行
為を設定する。

R2～R7 347,435

12 都市計画課
県立平和台公園・宮崎県総合文化公園
管理運営委託費

県立平和台公園・宮崎県総合文化公園の指定管理者の指定に係る
管理運営委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 270,900

13 都市計画課
県立青島亜熱帯植物園・宮崎県総合運
動公園管理運営委託費

県立青島亜熱帯植物園・宮崎県総合運動公園の指定管理者の指
定に係る管理運営委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 432,553

14 都市計画課
特別史跡公園西都原古墳群管理運営委
託費

特別史跡公園西都原古墳群の指定管理者の指定に係る管理運営
委託費について債務負担行為を設定する。

R2～R5 91,341

合　　　　　　　　　　　　　　　計 4,222,111

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 債務負担行為の概要 期間 限度額

福祉保健部

環境森林部

県土整備部
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1 県土整備部 港湾課 ふ頭整備事業
宮崎カーフェリーの新船建造（大型化）に伴う貨物トラックの乗降時
間短縮や荷役作業の効率化を図るため、サイドスロープを整備す
る。

25,000 358,000

合　　　　　　　　　　　　　　　計 25,000 358,000

1 県土整備部 港湾課 ふ頭整備事業
宮崎カーフェリーの新船建造（大型化）に伴うサイドスロープ整備に
係る建設工事費等について、債務負担を設定する。

R2～R3 537,000

合　　　　　　　　　　　　　　　計 537,000

補正予算額

○　港湾整備事業特別会計

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 補正予算事業の概要 現計予算額

限度額

【債務負担行為】

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名 債務負担行為の概要 期間
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