
令和3年7月

新型コロナウイルス感染症

日南市

緊急対策

緊急支援フェーズ（第1弾～第3弾）



日南市の緊急対策の概要

市民の命と健康と生活を守り抜くため、４つの柱を実情に応じた対策を

早急に講じていきます。

Ⅰ 感染拡大防止

Ⅲ 雇用維持と事業継続

Ⅳ 将来を見据えた取組

Ⅱ 生活支援

▶ 命を守る

▶ 暮らしを支える

▶ 地域経済を守る

▶ 収束後の反転攻勢

▶ 「新しい生活様式」への対応
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強靭かつ

自律的な

地域へ

第１弾 第２弾

最優先緊急対応 ▶ ▶ ▶ ＋ 強靭な経済構造構築 ・ 新たな日常の創造

※状況に応じた対策を展開

（収束）

Ｖ字回復フェーズ

緊急時対応段階 継続・回復段階

緊急支援フェーズ

第３弾

実情に応じた緊急対策



～これまでの取組～

2

早急に市民の命と健康と生活を守る
感染拡大防止対策と生活支援及び地域経済支援

最優先緊急対応 ▶▶

実情に応じた緊急対策 ▶▶ 市民の命と暮らしを守り抜く
実情に応じたきめ細やかな支援

感染防止と経済活動の
両立を図る緊急対策 ▶▶

「新たな日常」を創りあげ、
社会経済活動を取り戻すための取組

第１弾

第２弾

第３弾

（単位 千円）

第1弾
(R1.R2)

第2弾
(R2)

第3弾
(R2)

❶～❾

小計
（Ｒ１～R2)

第3弾
（Ｒ３）
❶～❹

小計
(R3)

合計

Ⅰ感染防止 18,649 32,487 527,107 578,243 314,490 314,490 892,733

Ⅱ生活支援 5,339,406 50,280 118,970 5,508,656 117,842 117,842 5,626,498

Ⅲ地域経済支援 28,842 132,632 1,535,106 1,696,580 248,733 248,733 1,945,313

Ⅳ将来を
見据えた支援 - - 779,264 779,264 - - 779,264

合計 5,386,897 215,399 2,960,447 8,562,743 681,065 681,065 9,243,808

強靭かつ自律的な地域へ



日南市の緊急対策（一般会計）
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（単位 千円）

第1弾
第2弾
5月

第3弾

合計
❶
6月

❷
6月追加

❸
7月

❹
8月

❺
9月・追加

❻
12月

❼
1月

❽
2月

❾
3月・追加

補正予算 - 215,399 475,499 138,087 199,474 473,411
5,760

382,205
12,251

68,514 357,275 130,000
753,336

△139,832
3,071,379

専 決 5,360,476 - - - - 54,000 - 5,000 267,400 - △238,131 5,448,745

予備費 15,046 - 2,750 5,237 - 400 - 270 7,541 - - 31,244

Ｒ１予算 11,375 - - - - - - - - - - 11,375

計 5,386,897 215,399 478,249 143,324 199,474 527,811 400,216 73,784 632,216 130,000 375,373 8,562,743

※「Ⅰ感染防止」と「Ⅲ地域経済」は、
国・県が直接対策を講じているものが多いため
市での対策においては支援割合が低くなっています。
（医療提供体制強化、持続化給付金など）

国

83%

県・その他

15%

市

2%

【財源割合】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【4つの柱別支援割合】

Ⅰ感染防止 Ⅱ生活支援 Ⅲ地域経済 Ⅳ将来を見据えた支援

令和３年度

第3弾

合計
❶
当初

➋
3月

❸
5月

❹
6/７月

当初・補正 41,582 12,668 198,142 77,403 329,795

専 決 305,718 44,411 350,129

予備費 - 1,141 1,141

合計 41,582 318,386 199,283 121,814 681,065

合計

当初・補正 3,401,174

専 決 5,798,874

予備費 32,385

Ｒ１予算 11,375

合 計 9,243,808

令和元年度～令和2年度

令和元年度～令和３年度



緊急支援フェーズ （第１弾）

早急に市民の命と健康と生活を守るため、感染拡大防止対策と

生活支援及び地域経済支援を予備費や専決処分にて実施
最優先緊急対応 ▶▶

Ⅰ 感染拡大防止 18,649千円

【国】児童福祉施設等の消毒液、空気清浄機等購入の補助 １１,３７５千円(Ｒ１予算）

【市単】対策室の設置（感染防止と経済対策の２つのプロジェクトチーム） 1,774千円(4/15予備費)

・「行かない、来ない、呼ばない宣言」 ＊帰省キャンセルにマンゴー贈呈

・ 医療機関・高齢者施設へ防災用備蓄マスク貸与配布

・ マスク寄附呼びかけ

・ 市内小中学校臨時休業

・ 市公共施設の利用制限及び臨時休業

・ 緊急事態宣言により保育所等を自主休園した子どもに対する保育料の減免措置

・ 市主催イベント等の延期及び中止 （民間にも同様の措置要請）

・ 注意喚起チラシ全世帯配布 （2/15, 3/15, 4/15)

・ 市公式ＨＰに特設ページ開設

・ 防災行政無線及び防災メールによる注意喚起

【市単】医療機関・高齢者施設へマスク無償配布（追加） 5,500千円(4/2,4/15予備費)

【市単】小中学校へ消毒液等の配布

【市単】庁舎内感染防止（窓口へのビニールカーテン、消毒液の設置）

【市単】オンライン医療相談 （株）メディカルノートが無料提供 （ゼロ予算）

総額 5,386,897千円

4▷▷緊急支援フェーズ （第１弾）
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Ⅱ 生活支援 5,339,406千円

緊急支援フェーズ （第１弾 最優先緊急対応）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 28,842千円

【市単】緊急対策貸付利子補給

【市単】市民向け市内宿泊助成（「じも活」運動）

【市単】宿泊・飲食サービス業事業継続緊急支援金

【市単】地域経済好循環推進事業 （「＃日南10万つかエール百貨」）

【市単】肉用牛緊急対策（5月セリ市での子牛購入に対する補助）

・ 消耗品や備品等の市内事業者への前倒し発注

・ 自宅待機ができない児童生徒の小中学校での受入実施

2,442千円（3/31専決)

2,750千円(3/31専決)

21,000千円(4/27専決)

1,000千円(4/27専決)

1,650千円(5/7予備費)

【市単】日南市非常勤職員の緊急雇用 (20人)

【国】特別定額給付金

【国】子育て臨時特別給付金

・ 市税、上下水道料金、公営住宅家賃の納付の猶予措置

・ 自宅待機ができない児童生徒の小中学校での受入実施

6,122千円(4/16予備費)

5,265,466千円(4/27専決)

67,818千円(4/27専決)

5▷▷緊急支援フェーズ （第１弾）



緊急支援フェーズ （第２弾） ～５月補正予算～

市民の命と暮らしを守り抜くため、実情に応じたきめ細
やかな支援を「第２弾」として５月補正予算において取りまと
め、国の各種施策とともに迅速に実施する

実情に応じた緊急対策 ▶▶

Ⅰ 感染拡大防止 32,487千円

５月補正予算の内容 一般会計 総額 215,399千円

☞1 【市単】避難所における感染拡大防止対策に係る経費

☞2 【市単】電子入札導入に係る経費

３ 【市単】児童手当手続きの郵送対応に係る経費

4 【国】児童福祉施設等の感染拡大防止対策の強化に係る経費助成

☞5 【市単】乳幼児健診における感染拡大防止対策に係る経費

6 【国】産後ケア施設の感染拡大防止対策強化に係る経費助成

☞7 【市単】市内医療機関等の感染拡大防止対策、市民への啓発強化に係る経費

☞8 【市単】救急車両等の感染予防対策に係る備品等の整備

6,597千円

6,190千円

347千円

5,029千円

2,300千円

280千円

8,406千円

3,338千円

【総務・危機管理課】

【財政課】

【こども課】

【こども課】

【こども課】

【こども課】

【健康増進課】

【消防本部】

（災害対応物資整備事業）

（土木総務一般事務費）

（児童手当支給事業）

（公立保育所運営費 他）

（乳幼児健康診査事業）

（妊産婦支援事業）

（新型コロナウイルス感染症対策事業）

（消防施設器材整備事業）

6▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）
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緊急支援フェーズ （第２弾） ～５月補正予算～

9 【国】生活困窮者支援のための住居確保給付金

☞10 【市単】学校給食費の無料化に伴う経費

11 【国】学校給食の維持に係る経費

☞12 【市単】子育て世帯等への生活支援（☞10の対象者以外）

4,104千円

41,626千円

2,950千円

1,600千円

【福祉課】

【学校教育課】

【学校教育課】

【商工・マーケティング課】

（生活困窮者自立支援事業）

（学校給食費）

（学校給食費）

（子育て世帯等生活支援事業）

Ⅱ 生活支援 50,280千円

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 132,632千円

☞13 【市単】日南市非常勤職員の緊急雇用拡大に伴う経費

☞14 【市単】第一次産業事業者の事業継続を支援する給付金

☞15 【市単】中小企業等の事業継続を支援する給付金

☞16 【市単】観光事業者の事業継続を支援する給付金

☞17 【市単】地元農水産物等の販売促進を強化する取組の支援

18 【市単】県の農業資金貸付制度の拡充に伴う利子助成

19 【市単】肉用牛緊急対策（７月セリ市での子牛購入に対する補助）

☞20 【市単】漁業労働力確保に対する支援

21 【市単】県の信漁連が漁業者に対して行う融資の利子補給

☞22 【市単】観光協会の会員に対する支援（会費助成）

23 【市単】指定管理施設を維持する体制の持続化を支援

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【農政課】

【農政課】

【農政課】

【水産林政課】

【水産林政課】

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

27,054千円

16,500千円

60,000千円

16,400千円

1,550千円

1,128千円

1,650千円

4,700千円

債務負担行為

2,150千円

1,500千円

（新型コロナウイルス感染症対策事業）

（地元事業者事業継続支援事業）

（地元事業者事業継続支援事業）

（地元事業者事業継続支援事業）

（農水産物等販売支援緊急対策事業）

（農業制度資金利子補給事業）

（肉用牛緊急対策事業）

（漁業労働力確保緊急支援事業）

（観光協会補助金）

（観光施設管理費）

7▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）



緊急支援フェーズ （第２弾） ～主な事業～ （5月補正予算）

☞2【市単】電子入札導入に係る経費 6,190千円

事業名 ▷ 土木総務一般事務費

県の電子入札システムの共同利用、市内事業者へのシステム機器導入補助

✓ 現在参加市 ： 宮崎市、都城市、延岡市、小林市 ✓ 日南市利用開始予定 : 令和３年１月

✓ 電子入札使用案件 : 工事、コンサルタント業務（清掃、警備等の業務委託及び物品を除く）

✓ 電子入札システム機器未導入業者に対する補助（電子認証ＩＣカード+カードリーダー購入費の1/2補助）

☞5【市単】乳幼児健診における感染防止対策に係る経費 2,300千円

事業名 ▷ 乳幼児健康診査事業

３か月児健診の実施方法見直しと集団健診実施時の感染拡大予防対策の徹底

✓ ３か月児健診（5月以降実施分から） 集団健診 → 小児科の医療機関による「個別健診」

✓ １歳６か月児及び３歳６か月児健診は、最低限の必須項目（問診、内科・歯科診察、事後指導）のみ集団健診を実施

☞1【市単】避難所における感染防止対策に係る経費 6,597千円

事業名 ▷ 災害対応物資整備事業（新型コロナ対策）

避難所における感染防止対策の整備

✓ 避難所内に設置する感染防止用テント ✓ 衛生用品（消毒液、ハンドソープ等）、簡易トイレ袋 ✓ 空気清浄機

8▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）



緊急支援フェーズ （第２弾） ～主な事業～ （5月補正予算）

☞10【市単】学校給食費の無料化に伴う経費 41,626千円

事業名 ▷ 学校給食費（新型コロナ対策）

子育て支援の経済対策として、学校再開後の給食費を２か月間無料

✓ すでに納付されている場合は、再開後の納入が必要な月分にスライドもしくは返還処理（希望者のみ）

☞8【市単】救急車両等の感染予防対策に係る備品等の整備 3,338千円

事業名 ▷ 消防施設器材整備事業（新型コロナ対策）

救急搬送業務における感染防止対策の整備

✓ オゾン除染機の設置（救急車両、消毒室） ✓ 殺菌線消毒ロッカー設置、感染防護衣購入

☞7【市単】医療機関等の感染防止対策支援及び市民への啓発強化 8,406千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症対策事業（感染対策室）

市内の医療機関等の感染防止対策に係る経費の助成や市民への注意喚起、啓発の強化

✓ 市内医療機関等が購入する医療用マスクや消毒液等感染防止対策に必要な経費への補助

✓ 市民向けの啓発チラシ等の作成・配布

☞12【市単】子育て世帯等への生活支援（ ☞10 の対象者以外） 1,600千円

事業名 ▷ 子育て世帯等生活支援事業（新型コロナ対策）

市内の公立小中学校に通っていない子どもがいる世帯への生活支援

✓ 学校給食費無料化相当分を生活支援金として給付

9▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）



緊急支援フェーズ （第２弾） ～主な事業～ （5月補正予算）

☞15【市単】中小企業等の事業継続を支援する給付金 60,000千円

事業名 ▷ 地元事業者事業継続支援事業（新型コロナ対策）

売上の減少により経営に影響を受けている市内の中小企業や小規模事業者の事業継続を支援

（国の「持続化給付金」対象外となる事業者を補う支援）

✓ 対象者 : 令和２年1～12月のいずれかひと月の売上が前年同月比25%以上50%未満減少したもの

✓ 給付金額 : １０万円/事業者

☞14【市単】第一次産業事業者の事業継続を支援する給付金 16,500千円

事業名 ▷ 地元事業者事業継続支援事業（新型コロナ対策）

需要の減少により市場価格が低落する等の影響を受けている市内の第一次産業事業者の事業継続を支援

（国の「持続化給付金」対象外となる事業者を補う支援）

✓ 対象者 : 令和２年1～12月のいずれかひと月の売上が前年同月比25%以上50%未満減少したもの

✓ 給付金額 : １5万円/事業者

☞13【市単】日南市非常勤職員の緊急雇用拡大に伴う経費 27,054千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症対策事業（緊急雇用）

4月20日からすでに実施している緊急雇用募集人員を拡大

✓ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で離職や休業に追い込まれ収入が減少した市民を対象

✓ 当初の募集人員20人を「３０人」に拡大

10▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）



緊急支援フェーズ （第２弾） ～主な事業～ （5月補正予算）

☞22【市単】観光協会の会員に対する支援（会費助成） 2,150千円

事業名 ▷ 観光協会補助金（新型コロナ対策）

経済的打撃を受けている観光事業の体制を維持するための支援

✓ 観光協会会員の会費分を市が助成

☞20【市単】漁業労働力確保に対する支援 4,700千円

事業名 ▷ 漁業労働力確保緊急支援事業（新型コロナ対策）

漁業経営体の漁労活動の継続を図るため、出入国できない外国人船員等の継続雇用に要する経費を支援

✓ 外国人船員等の継続雇用により、掛かり増し経費を支出した場合

✓ 補助率 : ½   （限度額 : 対象人数5人以上→20万円 5人未満→10万円）

☞17【市単】地元農水産物等の販売促進を強化する取組の支援 1,550千円

事業名 ▷ 農水産物等販売支援緊急対策事業（新型コロナ対策）

在庫の滞留や価格低下、売上減少が生じている地元農水産物等の販売促進を強化する取組を支援

✓ ネット販売の強化など販売促進に取り組む団体等への補助（ＥＣサイト構築支援、ネット販売手数料等の支援）

☞16【市単】観光事業者の事業継続を支援する給付金 16,400千円

事業名 ▷ 地元事業者事業継続支援事業（新型コロナ対策）

緊急事態宣言の延長に伴い、長期に打撃を受ける観光事業者の事業継続を支援

✓ 対象者 : 令和２年2～5月のいずれかひと月の売上が前年同月比50%以上減少したもの

✓ 給付金額 : 20万円/事業者 ✓ 持続化給付金と併用可能

11▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）



〈参考〉産業別支援の状況

12▷▷緊急支援フェーズ （第２弾）

0% 25% 50% 75%　 　 　  　　　   100%

食堂・レストラン

配達飲食

宿泊

スナック

（娯楽）パチンコ

（生活）理美容

フィットネス

金融業・保険業

業種
減少率（％）

農業・林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売・小売業

複合サービス業

サービス業

上記業種のうち観光産業

宿泊、旅客輸送、レンタカー、旅行代理店、

公園、観光事業法人　など

不動産業・物品賃貸業

専門・技術サービス業

宿泊・飲食サービス業

生活関連サービス業、

娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

25％～50％未満

【市】

地元事業者

事業継続支援金

１０万円

【県】 休業要請協力金 １０万

（スナック、カラオケ、パチンコ等）

５０％以上

【市】

宿泊・飲食サービス業事業継続緊急支援金

５万

７５％以上

【県】

小規模事業者

事業継続給付金

２０万

（個人・小規模事業者のみ）

５０％以上【市】

観光事業者事業継続支援金 ２０万

５０％以上

【国】

持続化給付金

１００万以内
or

２００万以内

農業・林業・漁業

１５万



緊急支援フェーズ （第３弾①） ～６月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組を「第３弾」として６月補正予算において取り
まとめ、第２弾及び国県の施策とともに効果的に実施する

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

６月補正予算の内容 一般会計 総額 ４７5,499千円

13

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 253,866千円

☞１ 【市（県補）】プレミアム付商品券の販売に係る経費

☞２ 【市(県補）】学校給食への県産品（宮崎牛、マグロ等）の提供に係る経費

245,536千円

8,330千円

【商工・マーケティング課】

【農政課・水産林政課】

（応援消費プレミアム付商品券発行事業）

（学校給食提供推進事業）

Ⅳ 将来を見据えた取組 221,633千円

☞３ 【市（国補）】小中学校の児童生徒に「1人1台端末」の整備

４ 【市単】ＩＣＴを活用した授業に関する教員の研修等に係る経費

２１５,６１５千円

１,０１８千円

【学校教育課】

【学校教育課】

（ＩＣＴ教育環境整備事業）

（ＧＩＧＡスクール推進事業）

☞5 【市（県補）】「新しい暮らし方」を視野に入れた移住施策の企画立案等に係る経費 5,000千円【総合戦略課】 （ゆるやかな移住創造事業）

▷▷緊急支援フェーズ （第３弾①）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾①） ～主な事業～ （６月補正予算）

☞5【市(県補)】「新しい暮らし方」を視野に入れた移住施策の企画立案等に係る経費 5,000千円

リモートワークの普及による二拠点居住など「新たな暮らし方」の検討、移住ニーズに合った施策の企画立案

✓ 都市部に暮らす人たちの地方移住に関する意識調査等 ✓ ニーズに合った魅力ある移住促進住宅の改修

☞3【市(国補)】小中学校の児童生徒に「1人1台端末」の整備 215,615千円

事業名 ▷ ＩＣＴ教育環境整備事業（小学校・中学校）

今後、災害や感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時においても、ＩＣＴの活用により全ての子どもたちの

学びを保障できる環境の実現

✓ 小中学校の児童生徒に1人1台タブレット端末を整備（教師用も整備）

☞2【市(県補)】学校給食への県産品（宮崎牛、マグロ等）の提供に係る経費 8,330千円

事業名 ▷ 学校給食提供推進事業

外食産業での消費が大幅に落ち込んでいる県産品の消費喚起対策として、小中学校の学校給食に食材を提供

✓ 【農畜産物】宮崎牛、みやざき地頭鶏、マンゴー 【水産物】マグロ等

☞1【市(県補)】プレミアム付商品券の販売に係る経費 245,536千円

事業名 ▷ 応援消費プレミアム付商品券発行事業

プレミアム付商品券の販売による市内事業者への支援と市民の消費喚起を促進

✓ プレミアム率30%(県20%,市10%） ✓ 券面額13,000円（販売額10,000円） ✓ 18,000冊発行予定

14▷▷緊急支援フェーズ （第３弾①）

事業名 ▷ ゆるやかな移住創造事業 ※ ゆるやかな移住 … 二拠点移住等、時間をかけて移住をすること



緊急支援フェーズ （第３弾①） ～予備費・その他～

☞ グリーンフラッグモデル（日南モデル）

事業者による感染拡大防止への努力を見える化し、事業所が自主的に取り組む「安心して来店できる店づくり」を応援

✓ グリーンフラッグ（旗）の配布

☞【市単】市民向け市内宿泊助成（「じも活」運動）第２弾 (5/27予備費） 2,750千円

事業名 ▷ 観光協会補助金（新型コロナウイルス感染症対策）

市内宿泊施設事業者を支援する取組（市民限定の宿泊料金の割引制度）に対する助成の第2弾

※第1弾（予算2,750千円：3/31専決）が好評につき予算額上限に達したため

✓実施主体：日南市観光協会 （助成額 3,000円～6,000円）

15▷▷緊急支援フェーズ （第３弾①）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続）



緊急支援フェーズ （第３弾②） ～６月補正予算（追加提案）～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」に、国の第二次補正予算の成
立等を踏まえ、実情に応じた緊急的な取組を拡充する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

６月補正予算（追加提案）の内容 一般会計 総額 138,087千円

16

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 57,000千円

☞4 【市単】中小企業の休業中における雇用維持の支援

☞5 【市単】廃業等により解雇となった離職者の雇用促進支援

15,000千円

42,000千円

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

（地域雇用活性化事業）

（地域雇用活性化事業）

▷▷緊急支援フェーズ （第３弾②)

Ⅰ 感染拡大防止 12,310千円

Ⅱ 生活支援 68,777千円

☞１ 【市単】避難所における感染症蔓延防止対策に係る経費

☞２ 【市単】市内事業所における感染拡大防止対策に係る経費助成

2,３１０千円

１０,００0千円

【総務・危機管理課】

【商工・マーケティング課】

（災害対応物資整備事業）

（感染症拡大防止対策店舗等改修助成事業）

3 【国】ひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援 68,777千円【こども課】 （ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾②） ～主な事業～ ６月補正予算（追加提案）

☞4【市単】中小企業の休業中における雇用維持の支援 15,000千円

事業名 ▷ 地域雇用活性化事業（新型コロナ対策）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休業を行った中小企業者のうち、解雇を行わず雇用を維持している事業

者に対する社会保険料の事業所負担分の一部を助成

✓ 従業員５人以上の市内中小企業者・小規模事業者 ✓ 4/1～6/30で14日以上休業した事業所 ✓ 補助率：2/3（上限額50万円）

☞2【市単】市内事業所における感染症防止対策に係る経費助成 10,000千円

事業名 ▷ 感染症拡大防止対策店舗等改修助成事業（新型コロナ対策）

「新しい生活様式」への移行のために実施する店舗・事務所等の付帯設備改修・資機材整備に要する経費の一部を助成

✓ 付帯設備等の改修、資機材の購入（単価1万円以上） ✓ 補助率：1/2（上限額10万円）

☞1【市単】避難所における感染症蔓延防止対策に係る経費 2,310千円

事業名 ▷ 災害対応物資整備事業（新型コロナ対策）

配備を予定している飛沫感染防止用テント等で利用可能な段ボール製の災害時簡易ベッドの整備

✓ 段ボール製簡易ベッド 700台

17▷▷緊急支援フェーズ （第３弾②）

☞5【市単】廃業等により解雇となった離職者の雇用促進支援 42,000千円

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により廃業等となった事業所の離職者を新たに雇用した企業に対する支援

✓ 雇用奨励金：20万円/人 ✓ 研修費用補助：10/10（上限額10万円）

事業名 ▷ 地域雇用活性化事業（新型コロナ対策）



18▷▷緊急支援フェーズ （第３弾②）

緊急支援フェーズ （第３弾②） ～予備費～

Ⅰ 感染拡大防止

☞【市単】海水浴場における感染拡大防止対策に係る経費 (6/12予備費） 4,067千円

事業名 ▷ 新しい生活様式に適合した環境整備事業（新型コロナ対策）

市内海水浴場（富土・大堂津・栄松）の感染拡大防止対策の整備 ※海開きまでに整備を要するもの

✓富土海水浴場シャワー室換気改修 ✓臨時更衣室の設置等

Ⅱ 生活支援

☞【市単】小中学校の授業数確保に伴う学校生活支援に係る経費 (6/11予備費） 1,170千円

事業名 ▷ 教育環境サポート事業

小中学校の授業時数確保のため、夏季休業の短縮等に合わせた生活支援員や有償ボランティアの確保

✓生活支援員の勤務日数の追加 ✓補習等に対応する有償ボランティアの配置



緊急支援フェーズ （第３弾③） ～７月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」に、国の第二次補正予算の成
立等を踏まえ、実情に応じた緊急的な取組を拡充する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

７月補正予算の内容 一般会計 総額 199,474千円

19▷▷緊急支援フェーズ （第３弾③)

Ⅰ 感染拡大防止 121,144千円

☞１ 【市単】避難所における感染症蔓延防止・環境対策に係る経費

２ 【市単】高齢者クラブ等における感染拡大防止対策に係る経費

3 【県】児童福祉施設等の感染拡大防止対策に伴う物品購入に対する支援

４ 【市単】公立保育所における感染拡大防止対策（空調整備）に係る経費

５ 【市(国県補)】放課後児童クラブの利用自粛に伴う利用料の還付

６ 【市単】10か月児教室等における感染拡大防止対策に係る経費（備品整備）

７ 【市単】乳幼児の集団健診における感染拡大防止対策に係る経費（備品等整備）

☞８ 【市単】医療用感染予防対策物品の備蓄追加等及び海外帰国者の待機時宿泊費の支援

９ 【市単】市のスポーツ施設における感染拡大防止対策に係る経費（備品等整備）

８,９５４千円

１,２５４千円

30,000千円

1,823千円

911千円

114千円

710千円

6,578千円

2,000千円

【総務・危機管理課】

【長寿課】

【こども課】

【こども課】

【こども課】

【こども課】

【こども課】

【健康増進課】

【観光・スポーツ課】

（災害対応物資整備事業）

（高齢者支援事業）

（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業）

（公立保育所運営費）

（放課後児童対策事業）

（保健衛生総務一般事務費）

（乳幼児健康診査事業）

（新型コロナウイルス感染症対策事業）

（体育施設管理費）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾③） ～７月補正予算～

☞10 【市単】小中学校のトイレ洋式化整備の詳細設計に係る経費

☞11 【市(国補)】学校教育活動の再開に伴う感染症対策等に係る経費

12 【市単】放課後子ども教室の換気設備整備（冷温風機購入）

☞13 【市(国補)】文化センターにおける感染拡大防止対策に係る経費

14【市単】ハートフルセンターでの公演等のオンライン配信整備に係る経費

17,420千円

27,769千円

696千円

20,680千円

2,235千円

【学校教育課】

【学校教育課】

【生涯学習課】

【生涯学習課】

【生涯学習課】

（小・中学校施設整備事業）

（学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業）

（放課後子ども教室事業）

（文化センター管理費）

（ハートフルセンター管理費）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 25,800千円

☞15 【市単】市内企業のオンライン合同就職説明会参加への支援

☞16 【市単】地域活性化等が目的の地域イベント等に係る経費助成

17 【市単】「＃日南つかエール百貨」のHP更新（リニューアル）経費

18 【市単】肉用牛緊急対策（９月セリ市での子牛購入に対する補助）

☞19 【市単】みやざき地頭鶏ブランドを維持するための支援

☞20 【市単】水産業における生産性向上等の取組のための支援

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【農政課】

【農政課】

【水産林政課】

1,100千円

5,000千円

1,000千円

1,950千円

7,000千円

9,750千円

（地域雇用活性化事業）

（地域活性化活動推進事業）

（地元を応援！地域経済好循環推進事業）

（肉用牛緊急対策事業）

（みやざき地頭鶏ブランド維持緊急対策事業）

（水産業需要促進対策支援事業）

20▷▷緊急支援フェーズ （第３弾③)

Ⅰ 感染拡大防止 （※前頁の続き）



緊急支援フェーズ （第３弾③） ～７月補正予算～

☞21 【市単】庁内会議等の新たな実施体制の環境整備に係る経費

22 【市単】新たな移住者獲得に向けた移住パンフレット作成経費

☞23 【市単】データに基づく効果的な施策構築の環境整備に係る経費

24 【国】マイナポイント事業の普及啓発対応に伴う経費（キャッシュレス推進）

☞25 【市単】観光関連施設改修への支援及び観光プロモーション強化に係る経費

26 【市単】1人1台タブレット整備に伴う授業支援システム等の機能追加経費

27 【市単】観光地の魅力強化に係る経費（登録有形文化財五百禩神社環境保存整備）

【総合戦略課】

【総合戦略課】

【総合戦略課】

【商工・マーケティング課】

【観光・スポーツ課】

【学校教育課】

【生涯学習課】

4,674千円

2,000千円

6,951千円

4,085千円

16,803千円

16,500千円

1,517千円

（情報基盤管理費）

（ふるさと回帰支援事業）

（スマート行政プロジェクト事業）

（マイナポイント推進事業）

（観光誘致宣伝事業）

（ICT教育環境整備事業）

（五百禩神社環境保存整備事業）

21▷▷緊急支援フェーズ （第３弾③)

Ⅳ 将来を見据えた取組 52,530千円



緊急支援フェーズ （第３弾③） ～主な事業～ ７月補正予算

☞10【市単】小中学校のトイレ洋式化整備の詳細設計に係る経費 17,420千円
事業名 ▷ 小・中学校施設整備事業

感染予防対策のための学校トイレ洋式化について、国の補正予算を活用し、前倒し実施するための詳細設計

✓ 小学校５校（飫肥小、吾田小、油津小、東郷小、南郷小） ✓ 中学校１校（吾田中）

☞8【市単】医療用感染予防対策物品の備蓄追加等及び海外帰国者の待機時宿泊費の支援 6,578千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症対策事業（感染対策室）

医療用感染予防対策物品等の備蓄の追加等、海外から帰国する市民等への待機時宿泊費の助成

✓ マスク・手指消毒液等購入 ✓ オンライン医療相談事業委託 ✓ 海外からの移動者安心事業助成金 5,900円/泊以内（上限14日間）

☞1【市単】避難所における感染症蔓延防止・環境対策に係る経費 8,954千円

事業名 ▷ 災害対応物資整備事業（新型コロナ対策）

空調設備のない避難所における移動式エアコンの整備

✓ 配備箇所： 多目的体育館 都市農村交流センター 東郷公民館

22▷▷緊急支援フェーズ （第３弾③）

☞11【市(国補)】学校教育活動の再開に伴う感染症対策等に係る経費の支援 27,769千円

学校再開に際し、感染症対策や児童生徒の学習保障をするための新たな試み等に係る経費の支援

✓ 児童生徒用フェイスシールド購入 ✓ 各学校の判断で必要なものを購入（迅速かつ柔軟に対応） ✓ 国補助 1/2

事業名 ▷ 学校再開に伴う感染症対策・学習保障等支援事業



緊急支援フェーズ （第３弾③） ～主な事業～ ７月補正予算

☞16【市単】地域活性化等が目的の地域イベント等に係る経費助成 5,000千円
事業名 ▷ 地域活性化活動推進事業（新型コロナ対策）

地域活性化や消費喚起等を目的に実施する地域イベント等に要する経費の一部を助成

✓ 補助額 : 500千円/件 ✓ 補助率 : 10/10

☞15【市単】市内企業のオンライン合同就職説明会参加への支援 1,100千円

事業名 ▷ 地域雇用活性化事業（新型コロナ対策）

官民連携の「オンライン合同就職説明会」へ参加する企業に対する支援

✓ 企業参加負担金を市が負担 55千円/社

☞13【市(国補)】文化センターにおける感染拡大防止対策に係る経費 20,680千円
事業名 ▷ 文化センター管理費

文化センターにおける感染拡大防止のための空調整備（更新）

✓ ホワイエ系統、第１・第２多目的ホール、２階待合室

23▷▷緊急支援フェーズ （第３弾③）

☞19【市単】みやざき地頭鶏ブランドを維持するための支援 7,000千円

みやざき地頭鶏のヒナ供給の大幅な減少により影響を受けている生産農家に対する支援

✓ 導入ヒナの減少率に応じた支援額 ✓ 支援生産者数 14農家

事業名 ▷ みやざき地頭鶏ブランド維持緊急対策事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾③） ～主な事業～ ７月補正予算

☞23【市単】データに基づく効果的な施策構築の環境整備に係る経費 6,951千円
事業名 ▷ スマート行政プロジェクト事業

EBPM（証拠に基づく政策立案）を推進し、効果的な施策を構築するための環境整備

✓ 住民情報分析システム導入 ✓ IT戦略アドバイザー招へい

☞21【市単】庁内会議等の新たな実施体制の環境整備に係る経費 4,674千円

事業名 ▷ 情報基盤管理費（新型コロナ対策）

庁内会議等をWeb会議など新たな実施体制とするための環境整備

✓ モバイル端末 30台（特別職、幹部職員）、Web会議用プロジェクター購入

☞20【市単】水産業における生産性向上等の取組のための支援 9,750千円

事業名 ▷ 水産業需要促進対策支援事業（新型コロナ対策）

漁業者や内水面生産者が実施する生産性向上や出荷・直売等に利用する資材購入など需要を促進する取組を支援

✓ 補助率 : 1/2 昨年生産金額により上限額あり

24▷▷緊急支援フェーズ （第３弾③）

☞25【市単】観光関連施設改修への支援及び観光プロモーション強化に係る経費 16,803千円

「新しい生活様式」に対応する観光関連施設の改修に対する支援や観光プロモーション強化に係る経費

✓ 施設改修補助 補助率 30%(投資額1,000千円以上) ✓ 看板作成、観光パンフレット印刷

事業名 ▷ 観光誘致宣伝事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～８月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」に、国の第二次補正予算の成
立等を踏まえ、実情に応じた緊急的な取組を拡充する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

８月補正予算の内容 一般会計 総額 473,411千円

25▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④)

Ⅰ 感染拡大防止 202,220千円

☞１ 【市単】国際交流センター小村記念館における感染拡大防止対策に係る経費

☞２ 【市単】公共施設トイレにおける飛沫感染防止対策に係る経費

☞3 【市単】中部病院における院内感染等防止対策に係る経費に対する繰出金

☞４ 【市単】歯科診療所・保険薬局等の感染拡大防止対策に係る経費の助成

☞５ 【市単】保健福祉総合センターにおける感染拡大防止対策に係る経費

50,９00千円

61,948千円

37,042千円

5,030千円

47,300千円

【総務・危機管理課】

【地域自治課ほか】

【健康増進課】

【健康増進課】

【財産マネジメント課】

（国際交流センター小村記念館管理費）

（公共施設トイレ改修事業）

（病院事業会計繰出金）

（新型コロナウイルス感染症対策事業）

（庁舎等管理費）

Ⅱ 生活支援 3,895千円

☞6 【市単】高齢者を狙った「うそ電話詐欺」等の犯罪被害防止対策に係る経費

☞7 【市(国補)】食事の提供等子どもの見守りを強化する取組に対する支援

8 【市単】小中学校の修学旅行キャンセル料に対する支援

240千円

3,557千円

98千円

【地域自治課】

【こども課】

【学校教育課】

（地域安全対策事業）

（こども見守り・宅食等支援事業）

（事務局一般事務費）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～８月補正予算～

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 43,067千円

☞ 9 【市単】温泉宿泊施設に対する支援（温泉使用料助成）

☞10 【市単】休業要請等の影響を受けるタクシー業等に対する支援

☞11 【市単】コロナ禍における緊急的な経済支援を行うための経費

☞12 【市単】農業者のリスクマネジメント対策に係る経費の助成

13 【国】高収益作物（野菜・花き等）の生産者に対する支援

14 【県】停滞している冷凍野菜等の保管料（かかり増し）に対する補助

☞15 【市単】県信漁連が漁業者に対して行う長期貸付の利子補給相当額の支援

☞16 【市単】市民向け市内宿泊助成（「じも活」運動）第3弾

☞17 【市単】プロ野球、Ｊリーグのキャンプ実施に対する支援

☞18 【市単】小中学校の臨時休業に伴う学校給食食材の補償

【北郷町地域振興センター】

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【農政課】

【農政課】

【農政課】

【水産林政課】

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

【学校教育課】

5,951千円

1,800千円

10,000千円

6,270千円

933千円

175千円

4,352千円

5,700千円

6,000千円

1,886千円

（観光費負担金及び補助金）

（感染症対策休業要請等協力金事業）

（緊急経済対策事業）

（農業経営継続支援事業）

（高収益作物次期作支援事業）

（みやざきの農作物供給力強靭化緊急対策事業）

（漁業経営持続化緊急対策資金支援事業）

（観光協会補助金）

（スポーツランド日南推進事業）

（学校給食費）

26▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④)



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～８月補正予算～

☞19 【市単】日南駅における感染拡大防止と利用促進対策に係る経費

20 【市単】固定資産業務管理システムのリモート対応環境の整備

☞21 【市(国補)】観光地の高付加価値化や誘客を促進する取組に係る経費

☞22 【市単】観光施設等のワーケーション環境整備とＰＲに係る経費

☞23 【市単】小村記念館の魅力増強と「新しい生活様式」に合わせた施設への改修

☞24 【市単】飫肥城歴史資料館の魅力増強と新しい生活様式を合わせた施設への改修

【総合戦略課】

【税務課】

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

4,800千円

341千円

20,000千円

18,986千円

93,602千円

86,500千円

（ＪＲ日南線利用促進対策事業）

（固定資産業務管理システム事業）

（誘客多角化等のための観光資源造成事業）

（観光施設管理費）

（国際交流センター小村記念館リニューアル事業）

（飫肥城歴史資料館リニューアル事業）

27▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④)

Ⅳ 将来を見据えた取組 224,229千円



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～主な事業～ ８月補正予算

☞3【市単】中部病院における院内感染等防止対策に係る経費に対する繰出金 37,042千円
事業名 ▷ 病院事業会計繰出金（新型コロナ対策）

院内感染防止のための空調改修や入口での体温検知システム導入

✓ 中央処理室の空調を「全館型」から「個別型」へ

☞2【市単】公共施設トイレにおける飛沫感染防止対策に係る経費 61,948千円

事業名 ▷ 公共施設トイレ改修事業（新型コロナ対策）

公共施設の飛沫感染防止対策として、洋式トイレを自動開閉機能付きウォシュレットトイレ等に改修

✓ まなびピア ✓ 市内体育施設（６施設） ✓ 市内街区公園（35公園） ✓文化センター、南郷ハートフルセンター

☞1【市単】国際交流センター小村記念館における感染拡大防止対策に係る経費 50,900千円

事業名 ▷ 国際交流センター小村記念館管理費（新型コロナ対策）

小村記念館における感染拡大防止のための空調設備（更新）

✓ 災害時の避難所としての機能を有する

28▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④）

☞4【市単】歯科診療所・保険薬局等の感染拡大防止対策に係る経費の助成 5,030千円

これまで対象外であった歯科診療所等における感染防止対策に必要な経費への助成

✓ 歯科診療所、保険薬局、訪問看護ステーション、助産所 ✓ 医療用マスクや消毒液等の購入

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症対策事業（感染対策室）



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～主な事業～ ８月補正予算

☞7【市(国補)】食事の提供等子どもの見守りを強化する取組に対する支援 3,557千円
事業名 ▷ こども見守り・宅食等支援事業

経済的な事情を抱える世帯等への食事の提供等、子どもの見守りを強化する取組に対する支援

✓ 実施主体： 日南市社会福祉協議会 ✓ 国補助 10/10

☞6【市単】高齢者を狙った「うそ電話詐欺」等の犯罪被害防止対策に係る経費 240千円

事業名 ▷ 地域安全対策事業（新型コロナ対策）

新型コロナウイルス感染症に関連した高齢者を狙った犯罪被害防止のための自動通話録音機の貸出

✓ 自動通話録音機購入 15台 ✓ 日南警察署との共同取組

☞5【市単】保健福祉総合センターにおける感染拡大防止対策に係る経費 47,300千円

事業名 ▷ 庁舎等管理費（新型コロナ対策）

多くの市民が利用する保健福祉総合センターにおける感染拡大防止のための空調設備（更新）

29▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④）

☞9【市単】温泉宿泊施設に対する支援（温泉使用料助成） 5,951千円

宿泊・利用客が減少した温泉宿泊施設に対する支援として、温泉使用料相当額を助成

✓４～５月の温泉使用料及び予定していた値上げ分（６か月分）相当額 ✓ 支払先である北郷町温泉協会へ補助

事業名 ▷ 観光費負担金及び補助金（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～主な事業～ ８月補正予算

☞12【市単】農業者のリスクマネジメント対策に係る経費の助成 6,270千円
事業名 ▷ 農業経営継続支援事業（新型コロナ対策）

農業経営継続のため、自らリスクマネジメント対策を講じ、次期作に取り組む生産者に対する支援

✓ 保険料（掛捨て部分）が30千円以上の収入保険に加入している農業者：260件 ✓ 保険料（掛捨て部分）の1/3以内（上限30千円）

☞11【市単】コロナ禍における緊急的な経済支援を行うための経費 10,000千円

事業名 ▷ 緊急経済対策事業（新型コロナ対策）

長引くコロナ禍の影響を受ける産業等に対する緊急的な経済支援策に係る経費

✓ 緊急的な経済支援策に係る経費 ✓ 特産品ＰＲ、経営状況把握のための経費

☞10【市単】休業要請等の影響を受けるタクシー業等に対する支援 1,800千円

事業名 ▷ 感染症対策休業要請等協力金事業（新型コロナ対策）

飲食店への休業要請等の影響を受けるタクシー業・運転代行業に対する支援

✓ 支援額 : 150千円/事業所 ✓タクシー業・運転代行業を営む者（ 個人で市内に住所及び事業所を有する者、法人で市内に事業所を有する者）

30▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④）

☞15【市単】県信漁連が漁業者に対して行う長期融資貸付の利子補給相当額の支援 4,352千円

コロナ禍の影響を受けた漁業経営の厳しい漁業者に対して県信漁連が行う長期資金貸付の利子補給相当額の支援

✓融資金利2.5%のうち 県・市が各0.625%

事業名 ▷ 漁業経営持続化緊急対策資金支援事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～主な事業～ ８月補正予算

☞18【市単】小中学校の臨時休業に伴う学校給食食材の補償 1,886千円
事業名 ▷ 学校給食費（新型コロナ対策）

４月に臨時休業した小中学校の休業期間中の学校給食食材キャンセルに対する補償

☞17【市単】プロ野球、Ｊリーグのキャンプ実施に対する支援 6,000千円

事業名 ▷ スポーツランド日南推進事業（新型コロナ対策）

本市でキャンプを行うプロ野球・Ｊリーグに対し、県と協調したキャンプ実施のための支援

✓ プロ野球(2球団) 2,500千円/球団 ✓ Ｊリーグ(1球団) 1,000千円/球団

☞16【市単】市民向け市内宿泊助成（「じも活」運動）第３弾 5,700千円

事業名 ▷ 観光協会補助金（新型コロナ対策）

地域経済の回復及び循環を図る「じも活！日南市民限定特別宿泊プラン」第３弾の実施

✓ 宿泊クーポン（額面3,000円）を500円で販売 ✓クーポン枚数 2,000枚（5枚/人まで）

31▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④）

☞19【市単】日南駅における感染拡大防止と利用促進対策に係る経費 4,800千円

感染拡大防止の整備と魅力ある駅舎・空間の創出による利用促進のための環境整備

✓駅員執務スペース間仕切り、手洗い場整備 ✓ 窓枠木質化、コミュニティスペース利用時間延長に向けたスマートキー整備等

事業名 ▷ ＪR日南線利用促進対策事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～主な事業～ ８月補正予算

☞23【市単】小村記念館の魅力増強と「新しい生活様式」に合わせた施設への改修 93,602千円
事業名 ▷ 国際交流センター小村記念館リニューアル事業（新型コロナ対策）

映像コンテンツ等を活用した展示企画・空間演出等による魅力増強と「新しい生活様式」に合わせた施設への改修

✓ 飫肥全体の歴史を俯瞰（飫肥への知的好奇心を満たす） ✓ 博物館における感染拡大予防ガイドラインに沿った整備等

☞22【市単】観光施設等のワーケーション環境整備とＰＲに係る経費 18,986千円

事業名 ▷ 観光施設管理費（新型コロナ対策）

ワーケーション対応の観光施設改修やプロモーションの強化

✓ Wi-fi設置やオートキャンプ施設等整備 ✓ PR動画作成（ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたPR）

☞21【市(国補)】観光地の高付加価値化や誘客を促進する取組に係る経費 20,000千円

事業名 ▷ 誘客多角化等のための観光資源造成事業

観光資源を活用した回遊性の高いコンテンツの開発など観光地の高付加価値化や誘客の促進

✓ 国補助金（観光庁補助事業） 10/10 ✓ 主に県内をターゲットにしたプロモーション ✓ 観光案内サインの整備

32▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④）

☞24【市単】飫肥城歴史資料館の魅力増強と「新しい生活様式」に合わせた施設への改修 86,500千円

観光・教育施設の統一的な展示空間演出等による魅力増強と「新しい生活様式」に合わせた施設への改修

✓飫肥藩の武家文化である伊東家・侍のストーリー（飫肥の過去に触れる施設） ✓ 博物館における感染拡大予防ガイドラインに沿った整備等

事業名 ▷ 飫肥城歴史資料館リニューアル事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾④） ～専決・予備費・その他～

☞ グリーンフラッグプラス（家庭版）

家庭における感染予防対策のさらなる意識付けを目的とした取組

✓ ステッカーの掲示 ✓ オリジナル缶バッチの配布（取組を推進いただける方)

☞【市単】帰省を控えた家族に「みやざき地頭鶏」を贈ろうキャンペーン(8/3予備費） 400千円

事業名 ▷ 農業振興対策協議会事業

お盆等の帰省の抑制とコロナ禍により大きな打撃を受けている地頭鶏生産者を支援する取組

✓地頭鶏炭火焼きギフトセット3,000円→1,000円 300セット販売 ✓送料無料

33▷▷緊急支援フェーズ （第３弾④）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続）

☞【市(県補)】休業要請等協力金及び感染防止対策支援金 (7/31専決） 54,000千円

事業名 ▷ 感染症対策休業要請等協力金事業（新型コロナ対策）

県からの要請に基づき対象期間に休業・時間短縮営業を行った事業者に対する協力金等の支給

✓対象期間 : 8月3日～8月16日 ✓接待を伴う飲食店 15万円 それ以外の飲食店 10万円 ✓県補助率 協力金1/2 支援金 10/10

☞ グリーンカード運動

飲食店での感染拡大防止と市民の意識啓発及び「対策をしながら出来る経済活動」を推進する取組

✓ 入店時に名前と連絡先を「グリーンカード」に記入・店へ提出（ひな型は、市HPからダウンロード）

Ⅰ 感染拡大防止



緊急支援フェーズ （第３弾⑤） ～９月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」に、国の第二次補正予算の成
立等を踏まえ、実情に応じた緊急的な取組を拡充する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

９月補正予算の内容 一般会計 総額 400,216千円

34▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑤)

Ⅰ 感染拡大防止 22,675千円

☞１ 【市単】本庁舎やイベント等における感染防止対策に係る経費

☞２ 【国】初期夜間急病センターに勤務する医療従事者等に対する慰労金の給付

☞3 【市単】避難所における感染拡大防止対策に係る経費（飛沫感染防止用テント追加購入）

☞4 【市単】子どもや妊娠中の方に対するインフルエンザ予防接種費用の助成

5,403千円

357千円

4,664千円

12,251千円

【健康増進課】

【健康増進課】

【総務・危機管理課】

【こども課】

（新型コロナウイルス感染症対策事業）

（初期夜間急病センター運営費）

（災害対応物資整備事業）

（予防接種事業）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 231,000千円

Ⅳ 将来を見据えた取組 146,541千円

☞5 【市（県補）】プレミアム付商品券（追加発行）の販売に係る経費 2３１,０００千円【商工・マーケティング課】 （応援消費プレミアム付商品券発行事業）

☞6 【市単】BTV（株）が実施する光通信設備未整備地域への整備に対する支援 １４６,５４１千円【総合戦略課】 （高度無線環境整備推進事業）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾⑤） ～主な事業～ ９月補正予算

35▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑤）

☞1【市単】本庁舎やイベント等における感染防止対策に係る経費 5,403千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症対策事業（感染対策室）

本庁舎及び各地域振興センターの入口に体温測定装置の設置、イベント等貸出用として移動式体温測定装置を整備

✓ 本庁舎、各地域振興センター入口設置の体温測定装置 8台 ✓ イベント等貸出用の移動式体温測定装置 ２台

☞2【国】初期夜間急病センターに勤務する医療従事者等に対する慰労金の給付 357千円

事業名 ▷ 初期夜間急病センター運営費（新型コロナ対策）

初期夜間急病センター勤務の医療従事者等に対する国の「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」の給付

✓ 対象職員 看護師1名、事務職6名 ✓ 慰労金 5万円/人 ✓ 国 10/10

【参考】 中部病院で勤務する医療従事者や職員に対する同慰労金の給付 → 病院事業会計（９月補正計上） 37,300千円

☞3【市単】避難所における感染防止対策に係る経費（飛沫感染防止用テント追加購入） 4,664千円

事業名 ▷ 災害対応物資整備事業（新型コロナ対策）

避難所における感染防止対策の整備拡大 ✓ 避難所内に設置する飛沫感染防止用テント追加購入（追加整備後の利用対応規模1,500人分）

☞4【市単】子どもや妊娠中の方に対するインフルエンザ予防接種費用の助成 12,251千円

事業名 ▷ 予防接種事業（新型コロナ対策）

季節性インフルエンザとの同時流行による重症化や医療提供体制の逼迫回避のためのインフルエンザ予防接種費用助成

✓ 対象者 : 妊娠中の方（接種回数1回） 生後６か月から小学2年生まで（接種回数２回）

✓ 助成額 : 個人負担(※) 1回につき1,400円を超える額 ✓適用期間 : 令和2年10月26日～令和３年１月３０日

(※)医療機関で1,400円のみの支払い



緊急支援フェーズ （第３弾⑤） ～主な事業～ ９月補正予算

36▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑤）

☞6【市単】BTV（株）が実施する光通信設備未整備地域への整備に対する支援 146,541千円

BTV㈱が国の補助を活用して実施する光通信設備未整備地域への整備の工事費に対する支援

✓整備エリア 飫肥・吾田・細田・鵜戸・酒谷・南郷地区の未整備地域の一部 ✓総事業費 219,811千円 ※うち73,270千円（1/3）は国が補助

事業名 ▷ 高度無線環境整備推進事業（新型コロナ対策）

☞5【市(県補)】プレミアム付商品券（追加発行）の販売に係る経費 231,000千円

事業名 ▷ 応援消費プレミアム付商品券発行事業（新型コロナ対策）

市内事業者への支援と市民の消費喚起を促進するプレミアム付商品券の追加販売

✓ プレミアム率30%(県15%,市15%） ✓ 券面額13,000円（販売額10,000円） ✓ 17,000冊発行予定 （前回発行数 18,000冊）



緊急支援フェーズ （第３弾⑥） ～１２月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、実情に応じた緊急的な取組
を拡充する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

１２月補正予算の内容 一般会計 総額 73,784千円

37▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑥)

Ⅰ 感染拡大防止 5,000千円

☞１ 【市単】春季のプロ野球キャンプ開催時における感染防止対策に係る経費の支援 5,０００千円【観光・スポーツ課】 （スポーツランド日南推進事業）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 19,514千円

☞3 【市単】県中小企業融資制度の緊急対策貸付の利子補給

☞4 【市（県補）】学校給食への県産品の提供に係る経費

☞5 【市（県補）】水産物の消費拡大、漁業関係者の所得向上を図る活動の支援

12,522千円

5,272千円

1,720千円

【商工・マーケティング課】

【農政課・水産林政課】

【水産林政課】

（県中小企業融資制度に伴う利子補給事業）

（学校給食提供推進事業）

（一次産業地域応援活動支援事業）

Ⅱ 生活支援 44,000千円

2 【国】ひとり親世帯に対する臨時特別給付金の再支給 44,000千円【こども課】 （ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾⑥） ～主な事業～ 12月補正予算

38▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑥）

☞1【市単】春季のプロ野球キャンプ開催時における感染防止対策に係る経費の支援 5,000千円

事業名 ▷ スポーツランド日南推進事業（新型ｌコロナ対策）

観客等に対する感染症防止対策に係る経費に対して、県と協調した支援

✓ 実施主体 : 広島東洋カープ日南協力会、西武ライオンズ南郷協力会 ✓補助金 : 各協力会 2,500千円 （県も同額支援）

☞3【市単】県中小企業融資制度の緊急対策貸付の利子補給 12,522千円

事業名 ▷ 県中小企業融資制度に伴う利子補給事業（新型コロナ対策）

県実施の中小企業融資制度「新型コロナウイルス感染症緊急対策貸付」の借入増による利子補給補助の追加

✓ 当初見込融資額 240,000千円 ➡ 融資見込総額 2,357,700千円 （4～9月実績：1,846,300千円）

☞4【市(県補)】学校給食への県産品の提供に係る経費 5,272千円

事業名 ▷ 学校給食提供推進事業（新型コロナ対策）

外食産業での消費が大幅に落ち込んでいる県産品の消費喚起対策として、小中学校の学校給食に食材を提供

✓ 【農畜産物】 ポンカン、きゅうり、ピーマン、牛肉 【水産物】 ウナギ、サワラ等 ✓ 県補助金 10/10

☞5【市(県補)】水産物の消費拡大、漁業関係者の所得向上を図る活動の支援 1,720千円

事業名 ▷ 一次産業地域応援活動支援事業（新型コロナ対策）

漁協が行う地元で水揚げされる魚や加工品のＰＲに掛かる経費の支援

✓ 実施主体 : 日南市漁協、南郷漁協、外浦漁協 ✓県補助金 10/10



緊急支援フェーズ （第３弾⑥） ～専決・予備費～

☞【市(県補)】PCR検体採取センター運営事業 (10/21専決） 5,000千円

PCR検査に必要な検体採取センターの設置及び運営について、県から委託を受けて実施

✓ PCR検体採取センター運営委託（南那珂医師会） ✓コンテナハウスリース

39▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑥）

Ⅰ 感染拡大防止

事業名 ▷ PCR検体採取センター運営事業（新型コロナ対策）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続）

☞【市単】肉用牛緊急対策（９月セリ市での子牛購入に対する補助） (10/6予備費） 270千円

９月セリ市での子牛購入に対する補助の追加

✓ １頭あたり30千円支援（実績により９頭分を追加）

事業名 ▷ 肉用牛緊急対策事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾⑦） ～１月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

１月補正予算の内容 一般会計 総額 357,27５千円

40▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑦)

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 357,275千円

☞１ 【市単】外出自粛要請等の影響を受ける観光事業者等に対する支援 ４６,２５０千円【商工・マーケティング課】 （地元事業者事業継続支援事業）

☞3 【市単】市民向け市内宿泊助成（「じも活」運動）第４弾

☞4 【市単】フィットネス事業を運営する事業者に対する支援

☞５ 【市（国県補）】営業時間短縮要請協力金（期間延長分）

1１,４００千円

１,2５０千円

295,000千円

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

【商工・マーケティング課】

（観光協会補助金）

（スポーツ活動継続支援事業）

（感染症対策営業時間短縮要請協力金事業）

☞2 【市単】医療機関等への食材（みやざき地頭鶏）の提供 ３,３７５千円【農政課】 （みやざき地頭鶏食材提供事業）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾⑦） ～主な事業～ 1月補正予算

41▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑦）

☞1【市単】外出自粛要請等の影響を受けている観光事業者等に対する支援 46,250千円

事業名 ▷ 地元事業者事業継続支援事業（新型コロナ対策）

外出自粛要請や旅行等のキャンセルにより影響を受けている観光事業者等に対する緊急支援金

✓ 対象事業者 ： 90事業所（宿泊サービス業等、観光事業を行う法人、運転代行業） ✓ 支援金額 ： 50万円/事業者（業種により加算あり）

✓ 要件 ： 令和3年1月～3月のいずれかひと月の売上が前年同月比で25％以上減少している事業者

☞2【市単】医療機関等への食材（みやざき地頭鶏）の提供 3,375千円

事業名 ▷ みやざき地頭鶏食材提供事業（新型コロナ対策）

外食産業での消費が大幅に落ち込んでいる地頭鶏の消費喚起対策として、市内の医療機関に食材を提供

✓ 提供先 ： 市内の病院、有床診療所 （各施設３回 上限100g/人）

☞3【市単】市民向け市内宿泊助成（「じも活」運動）第４弾 11,400千円

事業名 ▷ 観光協会補助金（新型コロナ対策）

地域経済の回復及び循環を図る「じも活！日南市民限定特別宿泊プラン」第４弾の実施

✓ 宿泊クーポン（額面3,000円）を500円で販売 ✓ クーポン枚数 2,000枚（5枚/人まで）



緊急支援フェーズ （第３弾⑦） ～主な事業～ 1月補正予算

42▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑦）

☞4【市単】フィットネス事業を運営する事業者に対する支援 1,250千円

事業名 ▷ スポーツ活動継続支援事業（新型コロナ対策）

新しい生活様式における市民のスポーツ活動継続を目的としたフィットネス事業を運営する事業者に対する支援

✓ 対象事業者 : 個人…市内に住所及び事象所を有する者 法人…県内に本社を有する者

✓支援金 10万円、25万円、50万円 （会員数及び収容人数の規模により区分あり）

☞5【市(国県補)】営業時間短縮要請協力金（期間延長分） 295,000千円

県の時短営業要請の期間延長に基づき、ガイドラインを遵守し、要請に応じている飲食店に対する協力金の支給

（1月8日専決分の延長）

✓ 【要請概要】 ① 酒類を提供している飲食店 … <延長要請期間 > 1/23～2/7（16日間） <協力金>64万円（4万円/日）

② 酒類を提供していない飲食店 … <延長要請期間 > 1/23～2/7（16日間） <協力金>64万円（4万円/日）

✓ 【財源】 <協力金> 国 8/10 県 1/10   市 1/10 <事務費> 県 10/10

事業名 ▷ 感染症対策営業時間短縮要請協力金事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾⑦） ～専決～

☞【市(国補)】新型コロナウイルスワクチンの接種体制の整備(1/8専決） 11,000千円

新型コロナウイルスワクチンの接種体制を早急に整備するための経費

✓ 予防接種台帳システム改修、接種券発行業務委託等 ✓ 国 10/10

43▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑦）

Ⅰ 感染拡大防止

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種体制確保事業

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続）

☞【市(国県補)】営業時間短縮要請協力金 (1/8専決） 256,400千円

県の時短営業要請に基づき、ガイドラインを遵守し、要請に応じている飲食店に対する協力金の支給

✓ 【要請概要】 ① 酒類を提供している飲食店 … <要請期間 > 1/9～22（14日間） <協力金>56万円（4万円/日）

② 酒類を提供していない飲食店 … <要請期間 > 1/11～22（12日間） <協力金>48万円（4万円/日）

✓ 【財源】 <協力金> 国 8/10 県 1/10   市 1/10 <事務費> 県 10/10

事業名 ▷ 感染症対策営業時間短縮要請協力金事業（新型コロナ対策）



緊急支援フェーズ （第３弾⑦） ～予備費～

☞【市単】小中学校の修学旅行キャンセル料に対する支援(1/12予備費） 1,128千円

感染拡大により、予定していた中学校の修学旅行がキャンセルになったことで発生したキャンセル料の支援

44▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑦）

Ⅰ 感染拡大防止

事業名 ▷ 事務局一般事務費（新型コロナ対策）

☞【市単】防災行政無線デジタル化事業 (1/19予備費） 6,413千円

三密防止対策として、防災行政無線戸別受信機の配送方法見直しに伴う配送委託料

✓ 【変更前】 自治公民館での配布 ⇒ 【変更後】 郵送による戸別配布

事業名 ▷ 防災行政無線デジタル化事業（新型コロナ対策）

Ⅱ 生活支援



緊急支援フェーズ （第３弾⑧） ～２月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

２月補正予算の内容 一般会計 総額 １３０,０００千円

45▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑧)

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 130,000千円

☞１ 【市単】飲食関連事業者及び第一次産業事業者・中小企業等に対する緊急支援金 130,00０千円【商工・マーケティング課】 （地元事業者緊急支援事業）

☞1【市単】飲食関連事業者及び第一次産業事業者・中小企業等に対する緊急支援金 130,000千円

事業名 ▷ 地元事業者緊急支援事業（新型コロナ対策）

コロナウイルス感染拡大の影響を受けている飲食関連事業者及び第一次産業事業者中小企業等に対する緊急支援金

✓支給対象 : ① 県が実施予定の「飲食関連事業者等支援金」の対象となる飲食関連事業者（酒屋等）

② ①以外の、第一次産業事業者及び中小企業・小規模事業者

（市観光事業者等緊急支援金、スポーツ活動継続支援金の受給者は対象外）

✓ 支援金額 ： ① 県の支援金（20万円）に上乗せ支援（10万円） ②１0万円/事業者

✓ 要件 ： 令和3年1月～3月のいずれかひと月の売上が前年同月比で25％以上減少している事業者（①は50％以上減少していること）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾⑨） ～３月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

３月補正予算の内容 一般会計 総額 375,373千円

46▷▷緊急支援フェーズ （第３弾❾)

１ 【市単】公立公民館（体育施設）における感染拡大防止対策に係る経費（備品整備）

2 【市単】後期高齢者医療保険料のコンビニ納付対応（システム改修）に係る経費

２３１千円

2,100千円

【地域自治課】

【市民課】

（公立公民館振興費）

（賦課徴収一般事務費

4 【市単】乳幼児の集団健診における感染防止対策に係る経費（備品整備）

5 【市単】体育施設トイレにおける感染防止対策に係る経費（手洗い器自動水栓化等）

☞6 【市（国補）】小中学校における感染拡大防止対策及び教職員に対する研修等の支援

7 【市単】消防施設内における感染拡大防止対策に係る経費（備品等整備）

☞8 【市単】救助活動等における感染拡大防止対策に係る経費（備品等整備）

☞9 【国補】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る経費

減額 【市単】公園トイレにおける対策（８月補正）の事業費確定に伴う減額

減額 【市単】保健福祉総合センターにおける対策（８月補正）の事業費確定に伴う減額

４７２千円

６,９５４千円

21,200千円

581千円

12,535千円

112,954千円

△14,349千円

△11,000千円

【こども課】

【観光・スポーツ課】

【学校教育課】

【消防本部】

【消防本部】

【健康増進課】

【建設課】

【財産マネジメント課】

（乳幼児健康診査事業）

（体育施設管理費）

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）

（常備消防一般事務費）

（消防施設器材整備事業）

（新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業）

（公園管理）

（庁舎等管理費）

☞3 【市(国補)】保育所等における感染症対策に係る経費に対する支援 ５,６００千円【こども課】
（教育・保育施設運営費）

Ⅰ 感染拡大防止 137,278千円

・後期高齢者医療特別会計繰出金）

R2



緊急支援フェーズ （第３弾⑨） ～３月補正予算～

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 103,764千円

☞10 【市単】コロナ禍における交通事業者に対する支援

☞11 【市(県補)】プレミアム付商品券（第３弾）の販売に係る経費

12 【市単】スポーツ活動継続支援金の追加（ボウリング場）

13 【市単】指定管理施設（体育施設）を維持する体制の持続化を支援

減額 【市単】地域雇用維持等の対策（6月、7月補正）の事業費確定に伴う減額

減額 【市単】地元事業者への事業継続支援（5月、1月補正）の事業費確定に伴う減額

減額 【市(県補)】休業要請等協力金（7月専決、8月補正）の事業費確定に伴う減額

減額 【市単】農業者のリスクマネジメント対策（８月補正）の事業費確定に伴う減額

減額 【市単】漁業経営持続化対策資金支援（８月補正）の事業費確定に伴う減額

【総合戦略課】

【商工・マーケティング課】

【観光・スポーツ課】

【観光・スポーツ課】

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【商工・マーケティング課】

【農政課】

【水産林政課】

6,516千円

210,231千円

500千円

1,000千円

△35,661千円

△49,500千円

△22,200千円

△2,770千円

△4,352千円

（総合交通対策事業）

（にちなん応援プレミアム付商品券発行事業）

（スポーツ活動継続支援事業）

（体育施設管理費）

（地域雇用活性化事業）

（地元事業者事業継続支援事業）

（感染症対策休業要請等協力金事業）

（農業経営継続支援事業）

（漁業経営持続化緊急対策資金支援事業）

47▷▷緊急支援フェーズ （第３弾❾)

Ⅳ 将来を見据えた取組 134,331千円

☞14 【市単】庁内のオンライン会議の環境整備に係る経費

☞15 【市単】光通信設備未整備地域への整備に対する経費負担（放送系工事分）

16 【市単】アフターコロナを見据えた移住者獲得に向けたＨＰ作成に係る経費

17 【市単】アフターコロナを見据えた政策立案用の分析データ導入に係る経費

【総合戦略課】

【総合戦略課】

【総合戦略課】

【総合戦略課】

17,272千円

107,945千円

4,714千円

4,400千円

（情報基盤管理費）

（高度無線環境整備推進事業）

（ふるさと回帰支援事業）

（スマート行政プロジェクト推進事業）



緊急支援フェーズ （第３弾⑨） ～主な事業～ ３月補正予算

48▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑨）

☞3【市(国補)】保育所等における感染症対策に係る経費に対する支援 5,600千円

事業名 ▷ 教育・保育施設運営費（新型コロナ対策）

継続的な保育の実施に必要な感染症対策用の物品購入等に対する支援

✓ 支援額 ： 300～500千円以内 （１施設当たりの定員により変動） ✓ 国補助金 1/2

☞6【市(国補)】小中学校における感染拡大防止対策及び教職員に対する研修等の支援 21,200千円

事業名 ▷ 感染症対策等の学校教育活動継続支援事業（新型コロナ対策）

感染拡大防止に必要な衛生用品等の購入と夏季休業期間の短縮等により機会を逸した教職員に対する研修参加費の支援

✓ 国補助金 1/2

☞8【市単】救急活動等における感染拡大防止対策に係る経費（備品等整備） 12,535千円

事業名 ▷ 消防施設器材整備事業（新型コロナ対策）

救急活動等における感染拡大防止のための衛生用品等購入や器材整備

✓ 自動心臓マッサージシステム ✓ 救急資器材等除染洗浄用オゾン水機 等

☞9【国補】新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保に係る経費 112,954千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

新型コロナウイルスワクチン接種の実施に必要な体制の構築及び接種費用に要する経費

✓ 国補助金 10/10



緊急支援フェーズ （第３弾⑨） ～主な事業～ ３月補正予算

49▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑨）

☞10【市単】コロナ禍における交通事業者に対する支援 6,516千円

事業名 ▷ 総合交通対策事業（新型コロナ対策）

宮崎交通が発行する65歳以上の高齢者を対象とした定期券「悠々パス」の購入支援

✓ 支援額 ： ６か月定期 15,000円のうち12,000円補助 （自己負担3,000円）

☞11【市(県補)】プレミアム付商品券（第３弾）の販売に係る経費 210,231千円

事業名 ▷ にちなんプレミアム付商品券発行事業（新型コロナ対策）

市内事業者への支援と市民の消費喚起を促進するプレミアム付商品券（第3弾）の販売

✓ プレミアム率 30％（県15％ 市15％） ✓ 券面額 13,000円(販売額10,000円) ✓ 15,000冊発行予定

☞14【市単】庁内のオンライン会議の環境整備に係る経費 17,272千円

事業名 ▷ 情報基盤管理費（新型コロナ対策）

コロナ禍におけるオンライン会議の推進に伴う庁内の会議室の環境整備

✓ ネットワーク（無線LAN）構築委託 ✓ ノートPC、会議室用ディスプレイ 等

☞15【市単】光通信設備未整備地域への整備に対する経費負担（放送系工事分） 107,945千円

事業名 ▷ 高度無線環境整備推進事業（新型コロナ対策）

情報通信格差解消のための光通信設備未整備地域への整備（放送系工事分）の経費負担

※９月補正予算（追加分）で債務負担行為を設定した経費負担のうち、放送系の工事負担分を前倒し措置



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①） ～Ｒ３ 当初予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

当初予算の内容 一般会計 総額 41,582千円

50▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 28,606千円

R3

Ⅰ 感染拡大防止 12,976千円

１ 【市単】高齢者クラブ、いきいきサロン等での感染防止対策に伴う経費 347千円【長寿課】 （高齢者支援事業）

2 【市単】医療用マスク等感染防止対策消耗品の備蓄に対する経費 3,870千円【健康増進課】 （新型コロナウイルス感染症対策事業（感染対

策室））

3 【県補】ＰＣＲ検体採取センターの運営に対する経費 8,759千円【健康増進課】 （PCR検体採取センター運営事業）

4 【市単】県中小企業融資制度の緊急対策貸付の利子補給

☞5 【市（県補）】経済変動・伝染病等対策資金制度拡充に伴う貸付の利子補給

27,962千円

644千円

【商工・マーケティング課】

【農政課】

（県中小企業融資制度に伴う利子補給事業）

（農業制度資金利子補給事業）



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾②） ～３月補正予算（追加提案）～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

３月補正予算（追加提案）の内容 一般会計 総額 １２,６６８千円

51▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

☞ １ 【市単】日南市会計年度任用職員の緊急雇用に伴う経費 12,668千円【商工・マーケティング課】 （新型コロナウイルス感染症対策事業）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 12,668千円

☞1【市単】日南市会計年度任用職員の緊急雇用に伴う経費 12,668千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症対策事業（緊急雇用）

令和2年４月より実施している緊急雇用対策事業の継続実施

✓ 新型コロナウイルス感染拡大の影響で離職や休業に追い込まれ収入が減少した市民を対象

✓ 実施期間：令和３年９月まで（予定）

R3



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾②） ～３月専決予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

３月専決予算の内容 一般会計 総額 ３０５,718千円

52▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

☞ ３ 【国補】低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金の支給 53,587千円【こども課】 （子育て世帯生活支援特別給付金支給事業）

R3

Ⅰ 感染拡大防止 252,131千円

☞ １ 【市単】ワクチン接種に伴う高齢者へのタクシー料金助成に要する経費

☞ ２ 【国補】新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に係る経費

12,000千円【長寿課】 （高齢者コロナワクチン接種タクシー料金助成事業）

Ⅱ 生活支援 53,587千円

【健康増進課】 ２４０,１３１千円 （新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業）



緊急支援フェーズ （第３弾⑨） ～主な事業～ ３月専決予算

53▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑨）

☞1【市単】ワクチン接種に伴う高齢者へのタクシー料金助成に要する経費 12,000千円

事業名 ▷ 高齢者コロナワクチン接種タクシー料金助成事業

65歳以上で、居住地からワクチン接種会場までの交通手段のない方を対象にタクシー料金を助成

✓ 1回片道1,000円を超える額の支援 ✓ 2回接種のため、最大4回分

☞2【国補】新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保に係る経費 240,131千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

新型コロナウイルスワクチン接種の実施に必要な体制の構築及び接種費用に要する経費

✓ 国補助金 10/10

☞３【国補】低所得のひとり親世帯に対する生活支援特別給付金の支給 53,587千円

事業名 ▷ 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する、児童１人あたり5万円の生活支援特別給付金の支給に要する経費

✓ 対象者 Ｒ３．４の児童扶養手当受給者等 ✓ 支給額 児童１人あたり5万円 ✓ 国補助金 10/10



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾③） ～５月補正予算・予備費～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

５月補正予算・予備費の内容 一般会計 総額 199,283千円

54▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

R3

Ⅰ 感染拡大防止 28,229千円

☞ １ 【市単】高齢者施設に対する介護用使い捨て手袋の支給に要する経費

２ 【国補】保育所等における感染拡大防止対策に係る経費

３ 【市単】観光施設のトイレ手洗器自動水栓化及び海水浴場の３密対策

４ 【県補】県内の宿泊療養施設への職員派遣に要する経費 ＜予備費＞

1,485千円【長寿課】 （新型コロナウイルス感染防止対策支援事業）

【こども課】

【観光・スポーツ課】

【職員課】

２０,864千円 （子育て支援センター運営事業ほか５事業）

4,739千円 （観光施設管理費）

1,141千円 （新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設運営事業）



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾③） ～５月補正予算・予備費～

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 170,799千円

☞ ６ 【市(県補)】プレミアム付商品券（第３弾）の追加販売に係る経費

7 【市単】農業者のリスクマネジメント対策に係る経費の助成

☞ ８ 【市単】漁業労働力確保に対する支援

☞ ９ 【市単】魚価下落に対応する漁協の取組に対する支援

【商工・マーケティング課】

【農政課】

【水産林政課】

【水産林政課】

146,195千円

６０４千円

8,000千円

16,000千円

（にちなん応援プレミアム付商品券発行事業）

（農業経営継続支援事業）

（漁業労働力確保緊急新事業）

（日南のさかな販売促進支援事業）

55▷▷緊急支援フェーズ （第３弾❾)

Ⅱ 生活支援 255千円

５ 【市単】高齢者を狙った「うそ電話詐欺」等の犯罪被害防止対策に係る経費 255千円【地域自治課】 （地域安全対策事業）



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾③） ～主な事業～ ５月補正予算・予備費

56▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑨）

☞1【市単】高齢者施設に対する介護用使い捨て手袋の支給に要する経費 1,485千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染防止対策支援事業

市内の高齢者施設の従事者に対する、感染防止対策用品として介護用使い捨て手袋を支給

✓ 従事者数 1,500人 ✓ 介護用使い捨て手袋 100セット／人

☞6【市(県補)】プレミアム付商品券（第３弾）の販売に係る経費（追加増冊） 146,195千円

事業名 ▷ にちなんプレミアム付商品券発行事業（新型コロナ対策）

市内事業者への支援と市民の消費喚起を促進するプレミアム付商品券（第3弾）の販売

✓ プレミアム率 30％（県15％ 市15％） ✓ 券面額 13,000円(販売額10,000円) ✓ 11,000冊増冊発行予定

☞8【市単】漁業労働力確保に対する支援 8,000千円

事業名 ▷ 漁業労働力確保緊急支援事業（新型コロナ対策）

漁業経営体の漁労活動の継続を図るため、外国人船員の継続雇用等に要する経費を支援

✓ 外国人船員の継続雇用等による掛かり増し経費 ✓ 補助率 : １／２ （限度額 : 20万円）

☞9【市単】魚価下落に対応する漁協の取組に対する支援 16,000千円

事業名 ▷ 日南のさかな販売促進支援事業（新型コロナ対策）

高級魚を中心とした魚価の下落に対応するため、漁業協同組合が漁業者から例年同額の魚価で買い取り、消費者等に

販売する差額を支援。



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾④） ～６月専決予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

６月専決予算の内容 一般会計 総額 14,411千円

57▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

R3

Ⅰ 感染拡大防止 14,411千円

☞ １ 【県補】新型コロナワクチンの集団接種の医療従事者確保に要する経費 14,411千円【健康増進課】 （新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業）

☞1【県補】新型コロナワクチンの集団接種の医療従事者確保に要する経費 14,411千円

事業名 ▷新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

ワクチン接種の加速化に向けた集団接種に従事する医療従事者の確保のための報酬

✓ 報酬 医師 20,000円、薬剤師 7,000円、看護師 6,000円

✓ 居住地外への派遣従事者協力金 医療圏域外 30,000円



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾④） ～６月補正予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

６月補正予算の内容 一般会計 総額 77,403千円

58▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

R3

Ⅰ 感染拡大防止 6,743千円

１ 【市単】避難所における感染防止用資材の備蓄倉庫の設置に要する経費 6,743千円【総務・危機管理課】 （災害対応物資整備事業）

Ⅱ 生活支援 64,000千円

☞ ２ 【国補】低所得の子育て世帯に対する特別給付金の支給に要する経費

☞ ３ 【国補】生活困窮者自立支援金の支給に要する経費

45,000千円

19,000千円

【こども課】

【福祉課】

（子育て世帯生活支援特別給付金給付事業）

（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支
給事業）

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 6,660千円

☞ ４ 【市単】「じも活！」ギフトキャンペーンの実施に要する経費 6,660千円【商工・マーケティング課】 （「じも活！」ギフトキャンペーン事業）



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾④） ～主な事業～ ６月補正予算

59▷▷緊急支援フェーズ （第３弾⑨）

☞2【国補】低所得の子育て世帯に対する特別給付金の給付に要する経費 45,000千円

事業名 ▷ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業

低所得の子育て世帯（ひとり親世帯以外の世帯）に対して生活支援特別給付金を給付

✓ 給付額 児童１人当たり一律５万円 ✓ 児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、住民税均等割非課税 ✓ 国補助金 10/10

☞3【国補】生活困窮者自立支援金の支給に要する経費 64,000千円

事業名 ▷ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業

総合支援資金の特例貸付の利用が終了した生活に困窮する世帯の自立を支援するための支援金を給付

✓ 支給額 ６～10万円／月 ✓ 支給期間 ３か月 ✓ 国補助金 10/10

☞4【市単】「じも活！」ギフトキャンペーン実施に要する経費 6,660千円

事業名 ▷ 「じも活！」ギフトキャンペーン事業（新型コロナ対策）

市内特産品等の販売促進・ＰＲを目的に、市外向けの特産品贈答用セットの購入費と送料の助成

✓ 支援額 ギフトセット購入支援：１セット1,000円分 市外への送料：全額 ✓ 販売数 2,000セット



緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾④） ～７月専決予算～

「新たな日常」を創りあげ、社会経済活動を取り戻す
ための取組である「第３弾」、感染拡大防止に全力を挙げ
るとともに経済への影響に対し、雇用と事業を支え、生活

を守る取組を実施する。

感染防止と経済活動の両立を図る
緊急対策 ▶▶

７月専決予算の内容 一般会計 総額 30,000千円

60▷▷緊急支援フェーズ （Ｒ３ 第３弾①)

R3

Ⅲ 地域経済支援（雇用維持と事業継続） 30,000千円

☞ １ 【市単】飲食関連事業者及び第一次産業事業者・中小企業等に対する緊急支援金 30,000千円【商工・マーケティング課】 （地元事業者緊急支援事業）

☞1【市単】飲食関連事業者及び第一次産業事業者・中小企業等に対する緊急支援金 30,000千円

事業名 ▷ 地元事業者緊急支援事業（新型コロナ対策）

コロナウイルス感染拡大の影響を受けている飲食関連事業者及び第一次産業事業者中小企業等に対する緊急支援金

✓支給対象 : 第一次産業事業者及び中小企業・小規模事業者

✓支援金額 ： １0万円/事業者

✓要件 ： 令和3年4月～6月のいずれかひと月の売上が前年同月比で25％以上減少している事業者




