
新型コロナウイルス感染症に係る主な経済対策の状況

R3当初
R2繰越

4月補正
・専決

5月補正 6月補正 8月補正 9月補正 （ ）内は予算額

事業継続と
県民活動の
維持

生活・雇
用の維持

事業継続
支援

地域経済の
再始動と
更なる活性
化

観光・宿
泊・交通
需要回復

地産地消
応援消費

新たな成長、
持続可能な経済･社
会づくり

医療・検査体制の整
備等

生活福祉資金拡充 （27.1億円）

飲食関連事業者への支援金 （17.7億円）

市町村の消費喚起支援 （7.3億円）

生活困窮者自立支援金【申請受付は11月末まで】

離職者の再就職支援

外国人技能実習生の確保支援

路線バス維持支援 （1.4億円）

県内外での県産品PRイベントや応援消費キャンペーン （7.2億円）

商店街賑わい回復支援

ひとり親家庭の支援 （1.8億円）

時短要請協力金 ※営業時間短縮要請の度に実施 （186.1億円）

地域の交通事業者支援 （2.5億円）

病床･宿泊施設の確保

PCR検査支援 （5.9億円）

飲食店の新たな認証制度導入 （6.8億円）

ワクチン接種加速化

キャッシュレス推進

テレワーク・ワーケーションの推進

各産業の施設整備･販路開拓支援 （4.8億円）

生産性向上･ビジネスモデル創出支援 （3.8億円）

宿泊施設の感染対策支援 （14.3億円）

緊急雇用維持支援給付金 （5.2億円）

県内事業者緊急支援金(まん防措置の影響を受けた事業者に上乗せ）

酒類販売事業者等への支援金 （1.2億円）

県内教育旅行の支援

アマチュアスポーツ合宿の支援

県民県内旅行（ジモ・ミヤ・タビ）キャンペーン

みやざきのってんプロジェクト【一時停止中】

(27.8億円）

（40億円）

（6億円）

資料２－２
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生活福祉資金拡充等 生活困窮者自立支援金

離職者の再就職支援

事業継続と県民活動の維持①

47,500千円予算額

32,951千円予算額

外国人技能実習生の確保支援

予算額 75,551千円

緊急雇用維持支援給付金

予算額 519,200千円

飲食関連事業者等支援金

予算額 1,771,294千円

○離職者等採用企業支援事業

・新型コロナの影響による離職者等を雇用

した企業に対し給付金を支給し、雇用機

会の確保や早期就労を支援

・１人につき20万円支給

＜取組状況＞

計2件、60万円支給（10/1現在）

○事業者が外国人技能実習生等の受け入れに

際し、入国時の一時隔離等に応じた場合に

生じる経費について支援

＜取組状況＞

9月10日から申請受付開始

○国の雇用調整助成金等の支給を受けた事業者

を対象とした支援金

・雇用調整助成金等の支給決定額の１/10

相当額(対象期間:令和3年5月分から8月分)

＜取組状況＞

計755件、約6,300万円支給（10/1現在）

○飲食関連事業者等支援金

・飲食店等への営業時間短縮要請に伴う影響

を大きく受けている飲食関連事業者等に対

し支援金（1事業者あたり10万円/月）を

支給

＜取組状況＞

・第３波影響分 917件

・第４波(4～6月)影響分 403件 (9月末現在)

※令和3年8月影響分については10月11日か

ら申請受付開始

○生活福祉資金貸付金による支援

＜取組状況＞

計18,056件、約80億円貸付決定（9/24現在)

2,710,000千円予算額

○低所得のひとり親世帯生活支援特別給付金

・児童扶養手当受給者等への基本給付

⇒児童一人当たり一律５万円

＜取組状況＞

計3,150件、約1億6千万円給付（8/31現在)

177,110千円予算額

○生活福祉資金の特例貸付を限度額まで利用

した世帯等を対象とした支援金

・単身世帯：月額6万円

・２人世帯：月額8万円

・３人以上世帯：月額10万円

＜取組状況＞

計27件、約320万円支給（9/30現在）
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事業継続と県民活動の維持②

感染症対策休業要請等協力金

○感染症対策休業要請等協力金
・営業時間短縮要請に協力した飲食店等へ協
力金を支給した市町村に対する補助(補助率
９/10)

＜取組状況＞
延べ約9,000件、約58.3億円（9/30現在）

○大規模集客施設等営業時間短縮要請協力金
・営業時間短縮要請に協力した大規模集客施
設等に対して協力金を支給

＜交付額＞
・大規模集客施設

1,000㎡毎に20万円×時短率×時短日数
・テナント等

100㎡毎に2万円×時短率×時短日数
・映画館運営事業者・映画配給会社

スクリーン数×2万円×（時短で上映できな

かった回数÷本来の上映回数）×時短日数

＜取組状況＞
申請を受付中（9/30現在）

予算額 18,614,125千円

県内事業者緊急支援金

○県内事業者緊急支援金

・緊急事態宣言による外出自粛等の行動要請

等に伴い影響を大きく受けている県内全域

・全業種の事業者に対し、支援金を支給

＜支給金額＞

・1事業者あたり10万円

※ただし、まん延防止等重点措置の影響を

受けた事業者で、売上要件を満たす場合

は10万円の上乗せ

＜取組状況＞

計4,675件（9月末現在）

※令和3年8～9月影響分については10月11日

から申請受付開始

予算額 2,783,921千円

地域の実情に応じた公共交通維持のための支援

○地域間幹線系統バス路線の維持に向けた

運行支援（補助率 定額）

予算額 254,800千円

予算額 136,978千円

〇市町村が実施する地域公共交通事業者等へ

の支援事業に対する補助（補助率 定額）

酒類販売事業者等緊急支援金

○酒類販売事業者等緊急支援金
・まん延防止等重点措置の本県への適用に
伴う酒類の提供停止要請により、大きな
影響を受けた酒類販売事業者等に対し支
援金を支給

＜支給金額＞
売上減少額から月次支援金受給額を控除し
た額

（ただし、事業者区分及び売上減少割合に
応じた上限あり）

※令和3年8月及び9月影響分については10月
11日から申請受付開始

予算額 122,561千円

3



県内教育旅行の支援

地域経済の再始動と更なる活性化①

予算額 4,007,300千円

予算額 79,990千円

みやざきのってんプロジェクト

〇公共交通事業者等が行う里帰りをはじめと

する県外からの移動需要喚起や、県民の

旅行需要喚起による県間移動を促進する

事業等に対する補助

＜今後の予定＞

感染状況等を踏まえ事業再開を検討

県民県内旅行（ジモ・ミヤ・タビ）キャンペーン

○県民向けの県内旅行への割引支援

・１人当たり最大50％(上限5,000円)の割引

○県内限定で使用できるクーポンの発行

・１人当たり税込2,000円以上の商品に

対し発行

・平日宿泊時には旅行代金によって

クーポンの追加発行

＜取組状況＞

宿泊者数 108,919人泊

日帰り者数 3,528人 計112,447人

（人泊）

※宮崎市以外発着分は10月1日から、

宮崎市発着分は10月11日からキャンペーン

を再開

○みやざき学び旅促進事業

・県内での修学旅行の誘致と定着化を図るた

め、貸切バス費用と、旅行会社が本県での

教育旅行を受注・催行する際の企画商品開

発費に対する助成

＜取組状況＞

貸切バス支援 376台

企画商品開発費支援 5,792人泊

※宮崎市以外発着分は10月1日から、

宮崎市発着分は10月11日から助成事業を

再開

アマチュアスポーツ合宿の支援

27,500千円予算額

○県内外のアマチュアスポーツ団体の合宿を

支援し、コロナ禍での宿泊需要を喚起

＜支援の条件＞

・延宿泊数が10泊以上

・支援額：上限10万円 1泊1,000円/人

＜取組状況＞

団体数 136件

延宿泊者数 8,338人泊

※宮崎市以外発着分は10月1日から、

宮崎市発着分は10月11日から支援事業を

再開（県外団体支援は停止継続中）

※9/30時点

予算額 604,135千円
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地域経済の再始動と更なる活性化②

県内外での県産品PRや応援消費イベント

予算額 98,000千円

○未来を拓け！県産品販売促進強化事業

・みやざき物産館KONNEインターネット

ショップでのクーポンキャンペーンの実施

のほか、アンテナショップを活用した県産

品の販売促進により、県産品の消費拡大を

支援

＜取組状況・今後の予定＞

・クーポン発行枚数：2,120件（9/28現在）

・10月10日から秋・冬ﾈｯﾄｸｰﾎﾟﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施

・2月頃、焼酎ＰＲイベントを実施予定

市町村の消費喚起支援

727,000千円予算額

〇みやざき応援消費活性化事業

・県内経済の回復を図るため、県内市町村に

対して、プレミアム付商品券の発行など地

域の実情に応じた消費喚起策の実施を支援

＜取組状況＞ 全26市町村実施

・プレミアム付商品券 22市町村

（うち4市町は他消費喚起事業も併用）

・商品券配付（全住民対象） 3町村

・クーポン券配付（対象限定） 1町

＜プレミアム付商品券実績・今後の予定＞

・発行総額 約63億2千万円

・宮崎市、都農町は10月販売開始予定

商店街賑わい回復支援

12,531千円予算額

○みやざき商店街活性化支援強化事業

・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

の策定や「Go To商店街」事業と連携した

取組等を支援

＜今後の予定＞

・取組商店街を選定中

・10月以降活性化プランの策定等順次支援予

定

○県産農畜水産物応援消費推進事業
・ネット販売等に係る送料助成や県産農畜水
産物の学校給食への食材提供による応援消
費、販売店等と連携したフェアの開催等を
支援

＜取組状況・今後の予定＞

・4月以降、ネット販売に係る送料助成等を

順次実施中。

品目：完熟マンゴー、水産物・水産加工品、

みやざき地頭鶏、コチョウラン、早

期水稲、宮崎牛、茶

・9月1日のみやざき地頭鶏の提供を皮切り

に、学校給食にカンパチなどの水産物や県

産牛肉を提供予定。

・11月以降、県内外で物産展やフェアを実施

予定。

予算額 620,220千円
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各産業の施設整備・販路開拓支援

新たな成長、持続可能な経済・社会づくり①

○デジタルツールを活用した販路拡大支援事業
・商談会などの販路拡大の機会が失われてい
る県内事業者に対し、オンライン商談会等
のための研修会の開催、デジタルツールを
活用した販路拡大や商品磨き上げ等のため
の新たな取組を支援

＜取組状況＞
8月4日から9月30日申請受付

予算額 415,000千円

予算額 24,563千円

テレワーク・ワーケーションの推進

○ワーケーション受入体制構築事業

・県内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

＜今後の予定＞

10月21日 第1回協議会開催予定

予算額 6,052千円

○地方創生テレワーク推進事業

・サテライトオフィス等に係る施設整備、

通信環境整備等を行う民間企業等への支

援や県内でテレワーク等に取り組む県外

企業に対する支援

＜取組状況＞

３件で実施予定

予算額 24,000千円

○ポストコロナを切り開く新たなフードビジ
ネス支援事業
・食品製造事業者が取り組むデジタル技術や
設備機器導入等に対する経費助成や伴走支
援体制の構築を支援

＜取組状況＞

32者採択済み

○漁業経営基盤強化支援事業
・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

＜取組状況・今後の予定＞

・8月2日から1次募集を開始し、11漁協所属
22グループに交付決定（合計29,077千円）。

・9月27日より2次募集を開始。

予算額 41,300千円

○「みやざきの森林」を活かしたワーケー

ション推進事業

・ワーケーション実施地域に対するプログラ

ムの開発等やワーケーションに参加する県

内外の企業・学校に対する参加費等の支援、

アドバイザー派遣や研修会の開催

予算額 11,446千円

宿泊施設の感染対策支援

予算額 1,429,680千円

○宿泊事業者による感染拡大防止策等支援事業
・県内ホテル・旅館等における感染症対策に資
する物品の購入や前向き投資に要する経費を
支援

＜補助対象経費＞
・感染予防ガイドライン等に対応するために必要

な設備、機器の導入等に要する経費

・ワーケーションスペースの設置や非接触チェッ

クインシステムの導入等に要する経費

＜取組状況＞
申請施設：125施設（9/28時点）

飲食店の新たな認証制度

予算額 680,546千円

○飲食店ガイドライン認証事業

・ガイドライン認証制度の創設

認証店舗：1,033件（10/5時点）

・サーキュレーター等の感染防止対策資機材、

換気設備設置支援（補助率10/10、上限50万

円）

・専門員による相談窓口設置、講習会の実施
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キャッシュレスの推進

○キャッシュレス版地域内経済循環支援事業

・キャッシュレスの推進や落ち込んだ地域経

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

＜取組状況＞

2市町で実施予定

予算額 30,000千円

生産性向上・ビジネスモデル創出支援

○新事業展開・経営力強化支援補助金

・コロナ禍における社会変化に対応した新た

なビジネスモデル構築等に取り組む中小企

業への支援

＜取組状況＞

7月15日～8月 5日に第1回募集を実施

9月13日～9月24日に第2回募集を実施

予算額 75,000千円

予算額 250,000千円

○ものづくり企業生産設備等改修支援事業補

助金

・生産性向上やコロナ対策に係る生産設備等

の改修を行う県内ものづくり企業への支援

＜取組状況＞

7月28日～8月20日に募集を実施

○ものづくり企業技術力向上促進事業補助金

・県内ものづくり企業が、公設試験研究機関

等と連携して行う新製品・新技術開発等の

取組や技術者の育成等を支援

＜取組状況＞

7月21日～9月17日に募集を実施

予算額 55,000千円

新たな成長、持続可能な経済・社会づくり②

ＰＣＲ検査支援

○県境往来者へのPCR検査支援

・仕事など県外との間を往来する方を対象に、

帰県・来県時のＰＣＲ検査を支援（R4.3.31

まで実施予定）

＜取組状況＞

25,933件（10/3時点）

○街中検査センターの設置

・県境往来者に対する検査を補完し、県民等

が利用しやすい来店型店舗（街中検査セン

ター）を設置

＜取組状況＞

・宮崎空港：9/28オープン

・KITENビル、都城市役所前：10/8オープン

・延岡市等への設置も検討中

予算額 585,469千円
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医療・検査体制等の整備等

病床・宿泊施設確保 ワクチン接種の加速化

○休日に個別接種を実施する医療機関へ

協力金を支給

・1日15万円

・半日7.5万円

○集団接種に派遣する医療従事者の確保

○県による広域集団接種、大規模集団接種の

実施

○24時間対応副反応等コールセンターの設置

○入院病床の確保

332床（9/28時点）

○軽症者用宿泊療養施設の確保

450室（宮崎3か所、都城1か所、延岡1か所）

○宮崎重症化予防センターの整備

受入規模10床（最大20床）

○自宅療養者へ食料等支援を実施

839件（9/30時点）

8


