
新型コロナウイルス感染症

令和２年５月

日南市

緊急対策



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つの柱をフェーズごとに必要な

対策を講じていきます。

第１弾 第２弾
（収束）

最優先緊急対応
（これまで）

実情に応じた緊急対策
（現在）

※状況に応じた対策を展開していく

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

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
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緊急支援フェーズ （第１弾） ～これまでの取組～

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
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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） ～これまでの取組～

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)
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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）
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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）
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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
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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
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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
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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
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〈参考〉産業別支援の状況

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

生活関連サービス業、

娯楽業

減少率（％）
業種

農業・林業

漁業

鉱業、採石業、砂利採取業

卸売・小売業

金融業・保険業

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

サービス業

上記業種のうちTSA産業

宿泊、旅客輸送、レンタカー、旅行代理店、

公園、スポーツ施設、、観光事業法人

不動産業・物品賃貸業

専門・技術サービス業

教育・学習支援業

医療・福祉

複合サービス業

宿泊・飲食サービス業

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
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