
１　国の補正予算（第１号）関係

1 危機管理課
国への被害情報提供システム

構築事業
消防庁が新たに構築する「被害情報収集ハブ」に被害状況等の情報を配信するため
に、宮崎県防災情報共有システムの改修を行う。

0 10,000

2 消防保安課
震度情報ネットワークシステム

整備事業
震度情報ネットワークについて、老朽化に伴う更新を行う。 0 258,750

3
子育て支援対策臨時特例基金積
立金

令和４年４月からの不妊治療の保険適用化に伴う特定不妊治療費助成金の経過措置
等に係る経費について、基金への積立を行う。

0 77,879

4 幼稚園業務ＩＣＴ化支援事業 幼稚園業務のＩＣＴ化に係るシステム導入等に要する経費を補助する。 8,100 4,156

5 間伐材生産強化対策事業
新たな国際環境の下で、生産性の向上等、体質強化を図る木材加工施設等への原木
の安定供給に資する間伐材の生産に要する経費を補助する。

0 87,513

6 間伐推進路網整備事業
国際競争力を強化するため、生産性向上等、体質強化を図る木材加工施設等への原木
の安定供給及び森林施業の低コスト化を目的とした路網整備・機能強化に要する経費
を補助する。

0 28,000

7 苗木生産効率化支援事業
品種が明確で、花粉の少ない優良苗木の安定した需給調整体制を確立するため、コン
テナ苗生産基盤施設等の整備に要する経費を補助する。

51,527 909

8 スマート林業導入支援事業
ポストコロナを見据えた住宅等の木材需要の増加への対応や林産物の輸出拡大等に
向け、林業の生産性や安全性の向上といった課題の解決を図るため、林業経営体等に
よるＩＣＴを活用したスマート林業技術等の導入に要する経費を補助する。

0 37,501

9 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の強化に加え、旺盛な木材需要を背景とした世界的な木材不
足・価格高騰に緊急的に対応するため、高性能林業機械及び木材加工流通施設等の
整備に要する経費を補助する。

0 785,300

10 商工観光労働部 観光推進課
屋外型トレーニングセンター整

備事業
「スポーツランドみやざき」の更なる推進を図るため、ラグビー、サッカー、陸上等のトップ
アスリートの合宿拠点等として活用できる「屋外型トレーニングセンター」を整備する。

0 1,851,000

11 農業流通ブランド課
食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等
対応施設整備事業

輸出先のニーズに対応したＨＡＣＣＰ等の基準を満たすための施設整備に要する経費を
補助する。

162,484 250,000

12 農業普及技術課 農村地域防災減災事業
降灰による農作物の被害を防止・軽減するため、被覆施設整備に要する経費を補助す
る。

71,729 8,856

13 経営体育成支援事業
規模拡大や生産性向上等、農業経営発展に必要な機械・設備導入に要する経費を補助
する。

134,130 111,000

14 農業構造改革支援基金積立金
農地の集積・集約化などを推進し、農用地利用の効率化・高度化を図るため、宮崎県農
業構造改革支援基金への積立を行う。

0 40,814

15
農業委員会による情報収集等

業務効率化支援事業
農地集積・集約の加速化を図るため、農業委員会が現場で収集した農地情報共有化に
要する経費を補助する。

0 7,120

16 産地パワーアップ計画支援事業
農産物生産の収益力向上及び、生産基盤強化に計画的に取り組む産地の生産体制強
化や集出荷機能改善に向けた取組に要する経費を補助する。

987,316 205,834

17
みやざきの葉たばこ作付転換

円滑化緊急対策事業
葉たばこから他作物への円滑な転換を図るため、高収益作物の導入や作付転換に必要
な機械・施設の導入等に要する経費を補助する。

0 107,233

こども政策課

森林経営課

農業担い手対策課

農産園芸課

農政水産部

総務部

福祉保健部

環境森林部

令和３年度２月補正予算　事業一覧 （主なもの）

（単位：千円）
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18 農村計画課 地籍調査事業 所有者・地目等の調査及び、境界・地籍に関する測量を行う。 1,203,161 499,879

19 漁業管理課 水産業強化支援事業
水産資源の持続的な利用・管理の推進、水産経営の強化、漁港漁場機能の高度化を図
るため、共同利用施設の整備に要する経費を補助する。

390,633 250,000

20 スマート畜産業導入支援事業
スマート畜産技術の普及及び、生産性向上を図るため、畜産支援サービス事業への技
術導入やスマート機械等の共同購入・利用等に要する経費を補助する。

0 50,000

21
新たな食肉処理・流通施設等

整備事業
県内畜産物（牛肉）の処理・流通量の拡大と輸出額増加を図るため、県内初のハラール
認証施設として整備に要する経費を補助する。

0 1,252,500

22
畜産物輸出コンソーシアム推進
対策事業

生産から輸出まで一貫して輸出促進を図る体制（コンソーシアム）を産地ごとに構築する
取組及び、コンソーシアムが実施する商談、プロモーション、輸入国の求めに応えるため
の取組に要する経費を補助する。

181,192 201,000

23 教育委員会 スポーツ振興課 競技力向上推進事業
令和９年度に本県で開催される国民スポーツ大会での天皇杯獲得に向けて、練習拠点
施設の整備を行う。

603,271 248,519

24 警察本部 警察会計課 交通安全施設整備事業
教育委員会が主体となった通学路合同点検に基づき、交通安全対策が必要となる信号
機、横断歩道等の道路標識標示の新設及び修繕を行う。

891,807 35,769

合　　計 4,685,350 6,409,532

２　新型コロナウイルス感染症対策関係

1 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策地方創生臨時交付金を活用し、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を行う。

0 79,861

2
長距離物流網維持のための海

上輸送安定運航支援事業
新型コロナによる運航コストの増大や貨物需要の落ち込み等の影響を緩和し、長距離
物流網の維持を図るため、海上輸送事業者に対して安定運航に向けた支援を行う。

0 342,000

3
長距離旅客航路安定維持支

援事業
新型コロナによる人流制限の影響によって旅客利用者が減少している長距離フェリー運
航事業者に対し、旅客船運航に係る港湾施設使用に要する費用を支援する。

0 80,000

4 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。

5,100,000 867,000

5 衛生管理課 飲食店ガイドライン認証事業
新型コロナ感染防止対策の継続や感染防止対策の要である換気設備改修等の支援を
行う。

680,546 312,772

6 ＰＣＲ検査体制強化事業
新型コロナウイルス感染症の長期化・次の流行等に対応するため、ＰＣＲ検査体制等を
強化するとともに、ＰＣＲ検査を地域で行う地域外来・検査センターの運営を行う。

657,458 70,000

7 感染患者入院費公費負担 新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費等に係る自己負担分を公費負担する。 108,800 30,210

8 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。

291,394 20,039

9 こども政策課
幼児教育・保育の質向上推進事
業

保育所等の新型コロナウイルス感染症対策に係る改修整備等に要する経費を補助す
る。

0 686

総合交通課

健康増進課

畜産振興課

担当課

農政水産部

総合政策部

福祉保健部

　部　局　等　名

（単位：千円）

　部　局　等　名 担当課

事 　業 　名 事業の概要 現計予算額

事 　業 　名 事業の概要 現計予算額

補正予算額

補正予算額
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10 商工観光労働部 商工政策課
小規模事業者新事業展開等

支援事業

ポストコロナにおける事業継続・発展のため、商工会議所等の支援を受けながら新事業
展開や販路開拓に取り組む小規模事業者に対し、商工会議所連合会等を通じ補助金を
交付する。

0 196,385

11 教育委員会 高校教育課
修学旅行のキャンセル料等支援
事業

コロナウイルス感染拡大に伴う修学旅行のキャンセル料等の助成を行う。 0 18,084

合　　計 6,838,198 2,017,037

３　その他

　　（１）公共

113,319,924 ▲ 13,430,398

合　　計 113,319,924 ▲ 13,430,398

1 環境森林部 環境管理課
硫黄山河川白濁対策水質改善
施設整備事業

硫黄山の噴火により悪化した水質を改善するため、石灰石を活用した、自然の流れを生
かして緩やかに水質を改善する手法による水質改善施設を設置するに当たり、掘削残
土の処理に要する経費を追加措置する。

195,000 27,000

2 教育委員会 生涯学習課 美術品等取得事業
県立美術館の特色あるコレクションの充実を図るため、同館の収集方針に沿う美術品の
購入を行う。

0 4,994

591,675,636 18,909,565

合　　計 591,870,636 18,941,559

合　　　計　（その他） 705,190,560 5,511,161

２　月　補　正　　合　計 716,714,108 13,937,730

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

現計予算額 補正予算額
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