
新型コロナウイルス感染症 
【第3弾】緊急経済対策等について 
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新型コロナウイルス感染症は、市民生活や地域経済に甚大な影響を及ぼしています。 
市は、以下の基本的な視点に立ち、フェーズ毎に必要な対策を講じることで、市民の皆さんの生活を守り、収束後のＶ字回復に繋げます。  

 ① 市民の命と健康を守る。  ② 市民の暮らしを支える。   ③ 市民が「笑顔で暮らせる元気なまち」を取り戻す。 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等の考え方 

緊急対応フェーズ（これまで） 

① 感染拡大の防止策  

③ 市民生活の支援 

② 地元の雇用維持と事業者支援 

新型コロナウイルス感染症から、市民の命と健康を守るために、マスクや消毒液の配布、「新しい生活様式」の啓発
活動など、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に取り組み、「コロナとともに生きていく社会」への取組を進めます。 

市民の暮らしを支えるために、公共料金の納付猶予や特別定額給付金、ひとり親世帯臨時給付金など市民の皆さ
んの生活を支援します。 

市民の暮らしを支えるために、新型コロナウイルス感染症の影響により打撃を受けている中小事業者や一次産業分
野等の雇用を守り、事業継続を支援するとともに、地域経済の再始動に向けた支援を行います。 

④ 将来を見据えた取組 

市民が「笑顔で暮らせる元気なまち」を取り戻すために、
国の交付金等を活用し、収束後のＶ字回復に向けた準備や反転
攻勢の施策を推進します。 

緊急支援フェーズ（現在） Ｖ字回復フェーズ（収束後） 
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④ 将来を見据えた取組                                   1,075,839千円                                            

 ●【国・市】 超高速ブロードバンドの未整備地区への整備                                            645,700千円(高度無線環境整備推進事業)                                

 ●【国・市】小中学校への１人１台のタブレット端末・通信環境等の整備                                      409,500千円(GIGAスクール構想環境整備事業[小・中]) 

 ●【市単】小中学校へのＩＣＴ環境の充実を図るための機器等の整備（デジタル教科書、大型テレビ等）                          19,771千円(学校ICT環境整備事業[小・中])   

 ●【市単】「新しい生活様式」へ対応するためのWEB会議システム等の導入                                                                 868千円(庁内LAN運用費)  

 ●【県・市】 「コロナに負けるな！元気クーポン」の販売                                                                    73,000千円(応援消費プレミアム付商品券発行事業) 

 ●【市単】住宅及び店舗等のリフォームへの支援                                                                                         20,300千円(住宅・店舗等リフォーム促進事業) 

 ●【市単】タクシーデリバリー実証事業への支援                                                                    900千円(タクシーデリバリー事業)                  

 ●【市単】インドア花いっぱい応援事業                                                                              2,000千円(インドア花いっぱい応援事業）   

 ●【県】県産畜産物を学校給食に提供                                                        9,266千円(県産農畜水産物応援消費推進事業) 

② 地元の雇用維持と事業者支援                              105,466千円                                            

  
 ６月補正予算において、これまでの緊急対応フェーズ及び緊急支援フェーズでの対策に追加して、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を
活用し、【第３弾】緊急経済対策を取りまとめました。 
 今後は、「新しい生活様式」を踏まえた経済活動の再開や、感染症に強い社会経済体制の構築などを推進し、感染症の収束状況を見据えた、Ｖ字回復に繋げる
施策に取り組みます。 
  

 ６月補正予算の内容について（追加提案含む）             総額1,264,393千円（12億6,439万円） 

① 感染拡大の防止策                                        77,388千円  

 ●【市単】日向市ＰＣＲ検査検体採取所の設置・運営                                                        18,400千円(日向市ＰＣＲ検査検体採取所運営事業) 

 ●【市単】市内小中学校における感染拡大防止対策用品等の整備（非接触型体温計等）                          988千円(保健体育の充実に要する経費) 

 ●【市単】医療、介護・福祉施設等への「新しい生活様式」対応のための支援                                  58,000千円(医療・介護・福祉施設等安全対策支援事業) 

予算事業名 

緊急支援～Ｖ字回復フェーズへ 

【第３弾】緊急経済対策等（６月補正予算関連） 
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 ●【市単】新型コロナウイルス感染症対策の情報発信強化                                                             5,700千円(広報強化に要する経費) 

③ 市民生活の支援                                            5,700千円 



市の緊急経済対策等の全体像について 
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 市では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、各フェーズ毎に、 「①市民の命と健康を守る ②市民の暮らしを支える ③市民が「笑顔で暮らせる元気なまち」
を取り戻す」という視点に立ち、国及び県等の関係機関と連携を図りながら緊急経済対策等を実施しています。 

 対策項目別の事業費について（【第1弾】～【第3弾】）  

総事業費 
（予算額） 

総事業費財源内訳 

一般財源 国・県支出金 
左記の内 

地方創生臨時
交付金 

地方債 その他 

①感染拡大の防止策 83,438 15,601 67,686 61,400 0 151 

②地元の雇用維持と事業者支援 721,610 523,467 198,143 145,877 0 0 

③市民生活の支援 6,302,606 12,947 6,286,170 15,600 0 3,489 

④将来を見据えた取組 1,075,839 154,708 261,631 16,300 659,500 0 

合計 8,183,493 706,723 6,813,630 239,177 659,500 3,640 

（単位：千円） 

 これまでの緊急経済対策の流れについて  

▶【第1弾】緊急経済対策（4/24専決） 

 ・（総事業費） 6,204,600千円(62億460万円) 

 ・（内容） 特別定額給付金、飲食店クーポン発行 

  宿泊施設感染拡大防止経費助成    など                 

▶【第2弾】緊急経済対策（5/7補正） 

 ・（総事業費） 714,500千円(7億1,450万円) 

 ・（内容） 中小企業応援給付金、農業・水産業 

  応援給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金 など                 

▶【第3弾】緊急経済対策（6/19補正） 

 ・（総事業費） 1,264,393千円(12億6,439万円) 

 ・（内容） プレミアム付商品券、光ファイバー網整備、 

  児童・生徒への一人一台タブレット配備 など                 

 対策項目別に見た緊急経済対策の事業費の全体像は以下のとおりです。これ加えて、「市民テラスdeテイクアウト」や「防災無線等による啓発活動」等のゼロ予算事業も実施

しています。 



新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用について 
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 国の第一次補正予算において、国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の全ての事項への対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに
必要な事業を実施できるよう、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」が創設されました。 
 本市には、地方単独事業分の第一次交付限度額として239,177千円が配分されており、これを以下の事業に活用して本市の緊急経済対策等を講じています。 

（単位：千円） 

対応する緊急経済対策 予算事業名（概要等） 総事業費 
臨時交付金 
充当額 

担当課 

1 【第1弾】（4月専決） 中小企業等雇用維持支援事業 10,800 8,600 商工港湾課 

2 【第1弾】（4月専決） 飲食店等クーポン券発行事業 25,000 20,000 観光交流課 

3 【第1弾】（4月専決） 宿泊施設等安全対策事業 5,300 4,200 観光交流課 

4 【第2弾】（5月補正） 防疫対策事業（次亜塩素酸水生成器等の整備） 3,800 2,900 防災推進課 

5 【第2弾】（5月補正） ひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業 13,584 10,800 こども課 

6 【第2弾】（5月補正） 子供の未来応援地域ネットワーク形成支援事業（子ども食堂運営への支援） 400 300 福祉課 

7 【第2弾】（5月補正） 農業応援給付金給付事業 16,100 12,800 農業畜産課 

8 【第2弾】（5月補正） 水産業応援給付金給付事業 27,700 22,100 林業水産課 

9 【第2弾】（5月補正） 中小企業等応援給付金給付事業 502,200 32,077 商工港湾課 

10 【第2弾】（5月補正） 中小企業特別融資事業 3,600 2,800 商工港湾課 

11 【第2弾】（5月補正） 地域商業活性化促進支援事業 1,000 800 観光交流課 
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【第2弾】（5月補正） 
【第3弾】（6月補正） 

保健体育の充実に要する経費（小・中学校への感染拡大防止のための用品等整備） 1,738 1,300 学校教育課 

13 【第3弾】（6月補正） 日向市PCR検査検体採取所運営事業 18,400 10,800 高齢者あんしん課 

14 【第3弾】（6月追加補正） 庁内LAN運用費（WEB会議システム導入経費） 868 600 総合政策課 

15 【第3弾】（6月追加補正） 広報強化に要する経費 5,700 4,500 秘書広報課 

16 【第3弾】（6月追加補正） 医療・介護・福祉施設等安全対策支援事業 58,000 46,400 福祉課 

17 【第3弾】（6月追加補正） インドア花いっぱい応援事業 2,000 1,600 農業畜産課 

18 【第3弾】（6月追加補正） 住宅・店舗等リフォーム促進事業 20,300 16,200 商工港湾課 

19 【第3弾】（6月追加補正） 応援消費プレミアム付商品券発行事業 73,000 24,000 商工港湾課 

20 【第3弾】（6月追加補正） タクシーデリバリー事業 900 700 商工港湾課 

21 【第3弾】（6月追加補正） 学校ICT環境整備事業（小学校への大型テレビ・デジタル教科書整備） 17,971 14,300 学校教育課 

22 【第3弾】（6月追加補正） 学校ICT環境整備事業（中学校への大型テレビ整備） 1,800 1,400 学校教育課 

合計 810,161 239,177 第一次配分の交付金は全額活用 



●対象     医療提供施設（病院、診療所、歯科診療所、保険調剤薬局）          

         介護サービス・障がい福祉サービス提供事業所 

          ※ただし、市内に事業所を置く施設を対象とする 

●助成額   （1）医療提供施設 

          ・病院 100万円 

          ・有床診療所 50万円 

          ・無床診療所・歯科診療所 20万円 

          ・保険調剤薬局 10万円 

         （2）介護サービス・障がい福祉サービス提供事業所 

          ・入所及び通所系事業所 定員数に比例して最大100万円/法人 

          ・訪問系事業所  10万円/法人 

●対象経費  感染対策に必要な物品の購入費、賃借料、人件費、委託料及び「新たな生活様式」に対応するための施設改修費 

 

【第3弾】緊急経済対策等の主な事業（6月追加補正予算案） 

【市単】医療・介護施設・福祉施設等への「新しい生活様式」対応のための支援    58,000千円 

健康福祉部福祉課 
☎０９８２‐６６‐１０１９ 

【担当/問合せ】 

 新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波の感染拡大が懸念される中、医療・介護施設、福祉施設等が「新しい生活様式」を実践

し、感染拡大を防止するための経費に対して支援を行い、感染拡大の防止を図る。 
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【第3弾】緊急経済対策等の主な事業（6月追加補正予算案） 

【県・市】コロナに負けるな！元気クーポンの販売              73,000千円 

商工観光部商工港湾課 
☎0982‐６６-１０２５ 

【担当/問合せ】 

県と連携し、新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込む消費を喚起するとともに、地元の事業者を支援するため、飲食や宿泊、タク

シーやサービス業など幅広く使える、プレミアム率30％の「コロナに負けるな！元気クーポン」商品券を販売します。 

●発行数      40,000セット（発行額面 2億6千万円） 

●販売額      1セット5,000円（税込） 

             ※１セット500円券が13枚つづり（プレミアム率30％。商品券6,500円分） 

           ※１人４セット（20,000円分）まで購入可能 

●購入対象者   市内に在住又は勤務する方 

●販売日・場所    

 

 

 

 

●利用期限    12月31日（木）まで 

●利用可能店舗 登録された市内の店舗 

           ※日向商工会議所にて7月1日（水）から登録受付開始 

              ※今回の商品券は、飲食に限らず、宿泊やタクシー、サービス業など幅広く利用可能 
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※商品券イメージ 
（イメージはＨ２７年度発行時） 

商品券の名称 プレミアム率 利用可能店舗 購入場所 

【県・市】コロナに負けるな！元気クーポン 30％ 市内店舗 まちの駅とみたか物産館 

【県】宮崎県プレミアム付食事券 30％ 市内店舗（飲食のみ） 
日向商工会議所・東郷町商工会 
（要事前予約） 

【市】みんなで応援！飲食クーポン 40％ 市内店舗（飲食のみ） 完売しました 

販売日 販売場所 時間 

7月18日（土） 
日向市役所１階市民ホール 10：00～15：00 

7月19日（日） 

7月20日（月）～ まちの駅とみたか物産館 
 8：30～18：30 
（営業時間内） 



【第3弾】緊急経済対策等の主な事業（6月追加補正予算案） 

▶住宅への補助 

●対象   市内に自己が居住する住宅を所有する者 
       ※平成27年度～令和元年度間に当補助金の利用実績が無いこと 

●補助額 対象工事費の１０％（最大１０万円） 
 

▶店舗等への補助 

●対象  ・市内の店舗で対象事業を営む者 
       ・対象事業を営む市内の物件を有する者 
       ※対象事業：小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業等 

●補助額 対象工事費の２０％（最大２０万円） 
 

▶共通事項  

●要件  市に登録している市内の事業者が工事を行うこと 
●対象工事例  
      壁紙の張替え、屋根・外壁の塗替え等の修繕・補修、 
      風呂・トイレ手洗場改修等 
●申請期間 7月20日（月）から受付開始（予算に達し次第終了） 

【市単】住宅及び店舗等のリフォームへの支援 
                         20,300千円 

 「新しい生活様式」への対応等を支援するため、市民や事業者

が行う住宅及び店舗等のリフォームに対して補助を行います。 

商工観光部商工港湾課 
☎0982‐６６-１０２５ 

【担当/問合せ】 

【市単】 タクシーデリバリー事業への支援           
                              900千円 

 タクシー業界とテイクアウトに取り組む飲食店を支援するため、タ

クシーデリバリー事業に対して補助を行います。 
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●対象     タクシーデリバリー事業を行う団体 

●補助額     配送費の1/2（単価 ７００円/件） 

         広告・運営費の1/2 

●事業期間  令和２年７月下旬～９月30日（水） 

         ※予算に達し次第終了 

スキーム図           
利用者 

① テイクアウトの注文（電話） 

② 集荷・配送の依頼（電話） 

④ タクシー：利用者へ配送 
   利用者：代金支払（配送経費含む） 

③ 集荷・飲食物の代金支払い 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

飲食店 タクシー 

商工観光部商工港湾課 
☎0982‐６６-１０２５ 

【担当/問合せ】 



【第3弾】緊急経済対策等の主な事業（6月追加補正予算案） 

【県】県産畜産物を学校給食に提供 
                         9,266千円 

 県補助金を活用し、「宮崎牛」及び「みやざき地頭鶏」を小中学

校の給食に提供することで、県産畜産物の消費拡大を図り、経

済的打撃を受けている畜産農家を支援します。 

農林水産部農業畜産課 
☎0982‐６６-１０２７ 

【担当/問合せ】 

【市単】インドア花いっぱい応援事業              
                          2,000千円 
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●展示場所  公共施設（市役所、小中学校等) 

          民間施設（保育所、介護施設、道の駅等）   

         ※設置場所は今後調整 

●展示内容  地元産ユリの花束による室内装飾 

         フラワーディスプレイの設置（市役所ロビー等を予定） 

●展示予定  令和２年１０月 

           

●提供先    小学校（１３校） 

          中学校（７校） 

●提供食材  宮崎牛（5,600食×3回  計715㎏） 

          みやざき地頭鶏（5,600食×5回  計715㎏） 

●提供期間  宮崎牛 令和2年9月～11月 

          みやざき地頭鶏 令和2年9月～令和3年1月  

農林水産部農業畜産課 
☎0982‐６６-１０２７ 

【担当/問合せ】 

 地元産の花き等で施設内を飾ることで、施設利用者等のストレ

ス緩和や、地元産の花き等のＰＲを行い、経済的打撃を受けて

いる花き農家を支援します。 

※展示イメージ 



●整備場所  市内小中学校 

●整備内容  校内ネットワーク構築、電源キャビネット等の設置 

          タブレット端末の購入 

【第3弾】緊急経済対策等の主な事業（6月追加補正予算案） 

●整備場所  未整備地区全域 

         （平岩地区以南及び東郷地域） 

【国・市】超高速ブロードバンドの未整備地区への整備  
                       645,700千円 

 コロナ禍の中において、テレワーク等の「新しい生活様式」へ対応

するための情報通信基盤を整備するとともに、「Society5.0」の

推進を図るため、電気通信事業者が実施する超高速ブロードバ

ンドの整備に対して、必要な経費の一部を負担し、地域間の情

報格差を解消します。 

総合政策部総合政策課 
☎0982‐６６-１００２ 

【担当/問合せ】 

教育委員会学校教育課 
☎0982‐６６-１０３７ 

【担当/問合せ】 

【国・市】小中学校へのタブレット端末・通信環境の整備              
                        409,500千円 

 「新しい生活様式」の構築及び、「Society5.0」の推進を図るた

め、市内小中学校において、校内の高速大容量通信ネットワーク

の整備や、児童生徒に1人1台のタブレット端末の整備を一体的に

行います。 
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※Society5.0社会のイメージ 
（内閣府ＨＰから抜粋） 

【市単】小中学校へのICT環境の充実を図るための機器等の整備              
                         19,771千円 

●整備場所  市内小中学校 

●整備内容  大型テレビ、デジタル教科書（小学校）の購入 

 ICT機器を活用した効果的な授業を行うために必要な機器等の

整備を行います。 


