
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 総合政策課
「ジモ・ミヤ・ラブ」地産地消情

報発信強化事業
県内経済を下支えするため、「ジモ・ミヤ・ラブ」をキャッチフレーズとしたテレビＣＭな
ど、地産地消・応援消費に関する意識啓発や情報発信を行う。

13,154

2 総合政策課
持続可能な県づくり推進調査

事業
ポストコロナを見据えた持続可能な県づくりを効果的に推進するため、社会変容の実
態や課題の把握、将来推計等を行う。

34,998

3 秘書広報課
みんなで参加する国文祭・芸

文祭情報発信事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、国文祭・芸文祭の会場を訪れることができ
ない県民等の視聴機会を確保するため、メディアを通じた映像配信を行う。

31,200

4 総合交通課
地域間幹線バス運行支援事

業
県民の重要な移動手段である地域間幹線系統を維持するため、交通事業者に対す
る運行維持支援や、路線網の効率化に向けた調査等を行う。

162,178

5 総合交通課 市町村交通事業者支援事業
地域公共交通ネットワークを維持するため、市町村が実施する地域公共交通事業者
等への支援に対し、補助を行う。

254,800

6
中山間・地域

政策課
中山間地域移動手段確保支

援事業
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響に耐えうる「宮崎ひなた生活圏づくり」
を推進するため、自家用車有償旅客運送等の起ち上げ支援等を行う。

14,494

7
中山間・地域

政策課
ワーケーション受入体制構築

事業
県下一体となったワーケーションの受入促進を図るため、ウェブサイトやパンフレット
等を作成するとともに、県内民間事業者も含めた協議会を設置する。

6,052

8 総務部 人事課
ＩＣＴ活用による業務効率化推進
事業

県職員の在宅勤務環境を拡充するため、テレワークに必要な通信装置を導入する。 68,347 11,789

9 福祉保健課 生活福祉資金貸付金事業費
宮崎県社会福祉協議会において、新型コロナの影響により、生活資金が必要となる
方へ生活福祉資金の特例貸付を実施するための費用を補助する。

1,080,000 1,630,000

10 福祉保健課 県立施設維持管理費
福祉総合センター、保健所及び福祉こどもセンターにおいてトイレの洋式化や自動水
栓の設置などの感染症対策を目的とした設備整備等を行う。

229,916 88,770

11 医療薬務課
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、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。

340,000

12 障がい福祉課
依存症自助グループ活動緊

急支援事業
各種依存症の自助グループによる活動を支援するため、オンラインミーティング等の
活動に要する費用を補助する。

2,400

13 障がい福祉課
障がい者就労施設の新事業

展開等サポート事業
就労継続支援事業所（A型・B型）に対し、低下した生産活動収入の回復・向上のた
め、新たな事業展開等に要する費用を補助する。

25,000
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14 障がい福祉課
こども療育センターＩＣＴ環境整

備事業
患者間や医療従事者間等の接触機会を減らすため、電子カルテやWi-FiなどのICT
環境の整備を行う。

87,953

15 衛生管理課 飲食店ガイドライン認証事業
飲食店の安心利用を図るため、感染対策を徹底している飲食店の認証制度を創設
し、認証に必要な資機材の設置等を支援する。

680,546

16 こども政策課 放課後児童クラブ事業
職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経
費及び事業所等のマスク･消毒液等の購入費用並びに新しい生活様式を踏まえた業
務のＩＣＴ化を推進する経費を補助する。

854,714 23,062

17 こども政策課 地域子育て支援拠点事業
職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経
費及び事業所等のマスク･消毒液等の購入費用を補助する。

149,920 3,400

18 こども政策課 病児保育事業
職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経
費及び事業所等のマスク･消毒液等の購入費用を補助する。

136,217 2,100

19 こども政策課 一時預かり事業
職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくために必要な経
費及び事業所等のマスク･消毒液等の購入費用を補助する。

319,409 1,520

20 環境森林課
ポストコロナを見据えた持続

可能な森林づくり推進事業

森林･林業･木材産業の持続可能性を高めるため、オープンイノベーションにより、課
題の可視化や解決策の具体化を検討するとともに、当該分野における新たな人材確
保策の可能性調査を実施する。

13,200

21 自然環境課
みやざきの自然公園等魅力

向上事業

コロナ禍による公園利用者の減少などを踏まえ、自然公園の見どころ等を活用した
オンラインツアー等を実施する事業者を支援するとともに、ホームページの内容充
実、情報発信の強化を図る。

9,780

22 森林経営課
苗木ビジネス成長産業化推進

事業

成長に優れ、花粉の少ない優良苗木の出荷拡大などポストコロナを見据えた成長産
業化につなげるため、品種の明確化を促進するためのＤＮＡ解析大量判別システム
を導入する。

31,378

23 森林経営課
みやざき林業大学校研修環

境整備事業

ポストコロナにおける林業・木材産業の競争力強化に向け、みやざき林業大学校に
おけるスマート林業を実践する研修の実施に必要な高性能林業機械（プロセッサ）等
を導入する。

28,511

24 森林経営課
天神山ふれあい竹林再整備

事業
コロナ禍においても、安全・安心に屋外活動ができるフィールドとして、天神山ふれあ
い竹林の遊歩道や広場等の再整備を行う。

27,800

25 山村・木材振興課
新たな需要に対応した木質部

材の研究開発促進事業

コロナ禍における県産材の需要拡大を図るため、ＪＡＳ材の新規認定や中高層建築
物・非住宅分野での木材利用拡大に向けた試験研究・開発に必要な機器（恒温恒湿
室、大断面材圧縮試験機）を導入する。

82,080

26 山村・木材振興課
みやざきWOOD・LOVEキャン

ペーン事業
ウィズコロナを踏まえた「新しい生活様式」への移行に際し、更なる木材利用を促進
する県民参加型のキャンペーンを実施する。

23,438

福祉保健部

環境森林部
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27 商工政策課
みやざき商店街活性化支援

強化事業
コロナ禍の影響を受ける商店街等のにぎわい回復や地域経済の持続的な成長を図
るため、商店街活性化プランの策定等の取組を支援する。

12,531

28 商工政策課
キャッシュレス版地域内経済

循環支援事業

感染症対策としてのキャッシュレスの推進及び落ち込んだ地域経済の活性化につな
げるため、地域通貨ポイントの導入や、キャッシュレス推進による生産性向上などの
効果検証事業等に取り組む市町村を支援する。

30,000

29 商工政策課
インターネット販売成長促進

事業
コロナ禍を機に事業拡大が続くEC（電子商取引）事業への参入を促すため、参入費
用の補助やデジタルクーポンを付与したWeb物産展を開催する。

4,522 16,735

30 企業振興課
地域中小企業等新事業構築

支援事業
デジタル技術の活用や医療関連機器の開発など、コロナ禍による社会の変化に対
応した新たなビジネスモデルの構築などに取り組む県内事業者に対して補助する。

352,000

31 企業振興課
ものづくり企業生産設備等改

修支援事業
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた県内ものづくり企業が、生産性向上
やコロナ対策に係る生産設備等の改修工事を行う経費の一部を補助する。

75,000

32 企業振興課
ポストコロナを見据えたものづ

くり企業技術力向上促進事業

新製品・新技術の開発等を実施する県内ものづくり企業の技術力を向上させるた
め、大学や公設試験研究機関等と連携し、企業の研究開発体制の構築に係る経費
を補助する。

55,000

33 雇用労働政策課 離職者等採用企業支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、離職を余儀なくされた方等を雇用した企業
に対して給付金を支給する。

32,951

34 雇用労働政策課 緊急雇用維持支援事業
新型コロナウイルス感染症の影響により、労働者を休業させなから国の制度を活用
して雇用の維持を図る事業主に対して、給付金を支給する。

519,200

35 雇用労働政策課
外国人技能実習生等受入事

業者支援事業
外国人技能実習生等を受け入れる県内事業者を支援するため、新型コロナウイルス
感染症の水際対策に係る宿泊費や交通費等の経費を補助する。

75,551

36 観光推進課
観光みやざき緊急誘客促進

事業

新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要を回復させるため、県
民を対象とした県内宿泊等割引事業や交通機関等と連携したプロモーションに要す
る経費を補助する。

545,250

37 観光推進課 教育旅行誘致・定着促進事業
コロナ禍における教育旅行の誘致・定着を図るため、学校に対する貸切バス費用の
補助や、新規校を受注・催行する旅行会社に対する商品企画開発費を補助する。

29,900 50,790

38 観光推進課
東京オリパラ等合宿受入推進事
業

東京オリパラ等に向けた海外代表チームの感染症対策のため、追加のバス借上や
ＰＣＲ検査等に係る経費の一部を負担する。

296,368 148,355

39
オールみやざき

営業課
未来を拓け！県産品販売促

進強化事業

コロナ禍における県内事業者の販路拡大を支援するため、インターネットショップや４
つのKONNE館における旬に応じたイベントやキャンペーン等を開催するとともに、焼
酎を核としたプロモーションを実施する。

98,000

商工観光
労働部
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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

40 農政企画課 デジタル連携アグリ推進事業
ポストコロナに対応した農業のデジタル化を推進するため、ひなたＭＡＦｉＮの機能強
化による接触機会の低減やＳＮＳ等による発信力強化に向けた情報配信機器を整
備する。

57,298

41 農業流通ブランド課
県産農畜水産物応援消費推

進事業
コロナ禍に伴う本県農畜水産業への影響を緩和するため、関連団体等が実施する
消費拡大・販売対策の取組を支援する。

132,000 488,220

42 農業流通ブランド課
ポストコロナ食農連携プロジェ

クト推進事業
コロナ禍によるネット販売の伸長等新たな消費ニーズに対応するため、地域の食資
源を活用した新たな商品開発やサービス等の取組を支援する。

24,000

43 農業普及技術課
食の機能性で築くグローバル

競争力強化事業
コロナ禍における内食需要や食の機能性に対するニーズの高まりを踏まえ、機能性
研究に関する分析機器を整備するとともに研究人材を育成する。

222,374

44 農業普及技術課
みやざきの農を支えるひなた

資金融通事業
コロナ禍の影響により経営状況が悪化している農業者の資金繰りを支援するため、
経済変動・伝染病等対策資金の利子を補助する。

24,039 15,410

45 農業担い手対策課
みやざき農業担い手確保総合
対策事業

コロナ禍等で本県への新規就農相談が増加している中、市町村等関係機関と連携し
た効率的な相談体制を構築するため、就農相談就農者支援データベースシステムを
改修する。

68,640 4,000

46 農業担い手対策課
デジタル技術を活用した農水

産業教育充実事業
農業大学校及び高等水産研修所での円滑なオンライン学習や農場等でのＩＣＴ教育
の充実を図るため、ＷｉＦｉ環境及び学習資機材を整備する。

45,478

47 農業担い手対策課
多様な農業人材働き方支援

事業
コロナ禍により収入が減少した産業の人材を農業分野で受け入れるため、農業作業
請負組織が実施する短期就労モデルに対する取組を支援する。

8,364

48 農業担い手対策課
農地バンクデジタルシフト推

進事業
コロナ禍の影響を受けている農地中間管理事業運営の軽減を図るため、ＲＰＡ導入
や農地中間管理システム改修等経費を補助する。

10,750

49 農産園芸課 茶産地構造転換対策事業
コロナ禍により厳しい経営を強いられている茶農家の経営安定を図るため、新たな
販路開拓や優良茶園の若返り及び、品目転換に伴う経費を支援する。

31,080

50 水産政策課 養殖生産緊急対策事業
コロナ禍における養殖魚（マダイ、ブリ等）の周年生産体制を強化するため、早期人
工種苗の増産等に必要な施設を整備する。

25,000

51 水産政策課 漁業経営基盤強化支援事業
コロナ禍による影響を受けている漁業経営力を維持・強化し、今後の成長産業化に
繋げるため、漁業者グループが共同で行う操業や出荷に必要な漁業用機器等の導
入経費を補助する。

41,300

52 漁業管理課
「みやざきモデル」に対応した

内水面活性化事業

コロナ禍において安全安心な遊漁環境を確保するため、県内外の釣り客等に対し感
染防止対策の啓発を行うとともに、接触機会の低減を図る遊漁券購入の電子化に係
る経費を補助する。

11,020

53 畜産振興課
肉用牛肥育経営担い手指導

体制構築事業

コロナ禍による影響を受ける肉用牛肥育経営の安定と輸出拡大等将来を見据えた
経営展開を図るため、関係機関が保有する肥育経営の各種データと連動した技術・
経営分析システム構築に係る経費を補助する。

11,000

54 畜産振興課
宮崎牛のおいしさ探求による

販売力強化事業
ポストコロナにおける宮崎牛の国内外での販売力強化を図るため、おいしさに関与
する成分の特定や脂肪酸データの収集・分析等の取組を加速化させる。

10,377

農政水産部
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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

55 畜産振興課
肉用牛肥育経営体質強化緊

急対策事業

コロナ禍など危機事象に強い肉用牛産地形成を図るため、体質強化の取組を実践
する肥育経営者が価格安定制度（牛マルキン）に継続加入する場合、生産者負担金
の一部を助成する。

53,800

56 畜産振興課
畜産物輸出コンソーシアム推

進対策事業

ポストコロナを見据えた畜産物輸出拡大のため、生産者・畜産物処理施設・輸出事
業者が連携した「畜産物輸出コンソーシアム」の設立・運営経費や輸出先国からの要
求に応えるための取組を支援する。

181,192

57 県土整備部 港湾課
みやざき臨海公園利用促進

事業
コロナ禍により密を回避できるオープンスペースとして利用者が増加しているみやざ
き臨海公園において、さらに安心して利用できるよう、広場等の整備を行う。

50,000

58 教育政策課
「教育の情報化」緊急対策事

業
県立学校等でのＩＣＴ教育を推進するため、教職員の端末等を整備するとともに、ＩＣＴ
を活用した指導体制を強化する。

269,618

59 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

障がいのある児童生徒の安全・安心な登校環境を整備するため、スクールバスを導
入する。

36,101 19,075

60
生涯学習課
文化財課

文化施設等の衛生環境改善事
業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県文化施設等のトイレの洋式化及び
手洗いの自動水栓化を行う。

16,506

61 スポーツ振興課
総合運動公園管理事務所の衛
生環境改善事業

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、県総合運動公園都市公園管理事務
所内のトイレ手洗いの自動水栓化を行う。

1,300

62 人権同和教育課
チーム学校で子どもを支える

教育相談体制推進事業
コロナ禍における児童生徒の心理的負担の解消や学校における諸問題等に対応す
るため、スクールカウンセラーやＳＮＳによる相談体制等を強化する。

20,750 36,889

合　　計　（新型コロナウイルス感染症対策関係） 3,450,843 7,275,017

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 環境森林部 森林経営課 【補助・交付金事業】 地方創生道整備推進交付金事業、林道点検診断・保全整備事業 1,629,704 244,747

2 県土整備部
道路保全課、

河川課、港湾課、
都市計画課

【補助・交付金事業】
公共道路維持事業、ダム施設整備事業、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

8,333,586 1,827,003

合　　計　（その他　公共） 9,963,290 2,071,750

農政水産部

　部　局　等　名 担当課 補正予算額補正予算事業の概要 現計予算額

教育委員会

事 　業 　名
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（２）非公共
（単位：千円）

1 総務部 消防保安課
消防指令業務共同化調査事

業
本県における消防指令業務の共同化に関する検討に必要な調査を行う。 16,544

2 福祉保健部 健康増進課
若年がん患者等妊孕性温存

支援事業
若年がん患者等に対し、妊孕性温存療法に要する費用の一部を助成するとともに、
当該患者等が速やかに支援を受けられるための普及啓発等を行う。

5,380

3 循環社会推進課
海岸漂着物等地域対策推進事
業（海岸漂着物等地域対策事
業）

市町村が実施する海岸漂着物等の回収・処理及び発生抑制対策に要する経費を補
助する。

4,706 878

4 森林経営課
再造林対策事業（リモートセンシ
ング技術活用実証事業）

森林整備事業の設計・施工管理の省力化を図るため、リモートセンシング技術の導
入実証に要する経費を補助する。

94,448 3,736

5 農業普及技術課
農薬防除等生産技術高度化推
進事業

主要品目において残留農薬分析技術の開発を進め産地力の強化を図るため、残留
農薬分析や農薬の安全対策推進に向けた研修会開催経費等を補助する。

18,219 1,235

6 農業担い手対策課
みやざき次世代農業経営者育
成強化事業

次世代を担う農業経営者を育成するため、農業大学校において加工品製造・販売に
おける教育体制を強化する。

695,652 3,222

7 農業担い手対策課
きらり輝く農業人材確保支援

事業
農業生産の維持・拡大へ向け、地域の特性に応じた多様な人材を取り込むため、農
福連携に関する専門人材の育成や、普及啓発を行うセミナー等を開催する。

15,700 4,500

合　　計　（その他　非公共） 828,725 35,495

合　計　（その他） 10,792,015 2,107,245

６　月　補　正　　合　計 14,242,858 9,382,262

補正予算事業の概要 現計予算額 補正予算額

環境森林部

農政水産部

　部　局　等　名 担当課 事 　業 　名
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