
新型コロナウイルス感染症
経済対策等について

令和４年６月１５日

日向市



長期化している新型コロナウイルス感染症の影響に、原油価格や物価高騰の影響等が重なり、市民生活や地域経済は極めて厳しい状況におかれています。
市は、下記の３点を基本姿勢とし、４つの視点を柱として、ウィズコロナやアフターコロナを見据えた対策に時機を逸することなく取り組むことで、市民の皆さん
の生活を守るとともに、地域経済を立て直し、回復に繋げます。　
　Ⅰ　市民の命と健康を守る。　　Ⅱ　市民の暮らしを支える。　　Ⅲ　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経済対策等の考え方

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、感染拡大防止の徹底を図るとともに、ワクチン接種
の実施や基本的な感染拡大防止対策の啓発などに取り組みます。

　市民の暮らしを支えるために、お困りの方への公共料金等の納付猶予や各種給付金などの迅速な給付を行うほか、
ウィズコロナの下での地域コミュニティの維持や活性化を支援します。

　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等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、地域経済の再始動を促進します。

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、ウィズコロナやアフターコロナを見据え、地域経済の回
復に向けた施策に取り組むほか、社会活動を止めない感染症に強い社会の構築を図ります。
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④　将来を見据えた取組　　　　　　　　・・・・・　38,530千円

　市民生活への支援等を軸とした総合的な対策として、６月追加補正予算（6月17日提案分）を取りまとめました。また、国の「コロナ禍における『原油価格・物価
高騰等総合緊急対策』」に対応し、コロナ禍において直面する原油価格・物価高騰による影響を緩和するため、生活者支援や事業者支援を実施します。

　◆6月追加補正予算（６月１７日提案分）の内容（総額454,688千円（うち、原油・物価高騰に係る事業総額277,938千円））

経済対策等（令和４年度６月追加補正（６月１７日提案分）　予算関連）

①　感染拡大の防止策 　　　　　　　　・・・・・  9,320千円　

②　地元の雇用維持と事業者支援　・・・・・　56,700千円（うち、原油・物価高騰に係る事業分50,800千円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　

③　市民生活の支援　　　　　　　　　　・・・・・　350,138千円（うち、原油・物価高騰に係る事業分227,138千円）
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●【市単】広報強化に要する経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
●【国・市】小学校施設　管理運営費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●【国・市】中学校施設　管理運営費                                         

【秘書広報課】                         
【学校教育課】     
【学校教育課】    

4,200千円（新型コロナ感染症対策の啓発、情報発信に係る経費）

3,620千円（新型コロナ感染症対策に係るアルコール等購入経費）

1,500千円（新型コロナ感染症対策に係るアルコール等購入経費）

●【市単】（高騰）中小企業特別融資事業
●【市単】交通事業者運行継続支援事業
●【市単】（新・高騰）施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業
●【市単】（新・高騰）生産性向上対策事業  

【商工港湾課】
【観光交流課】
【農業畜産課】
【農業畜産課】

11,200千円（貸付利子に係る補給）

  5,900千円（交通事業者への事業継続の為の支援）

16,000千円（原油価格高騰に係る一部経費の支援）

23,600千円（原油価格・飼料価格高騰に係る支援）

（概要）　　　

（概要）　　　

（概要）　　　
●【国】生活困窮者自立支援金給付事業
●【国】住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業
●【県】（高騰）保育所等給食緊急支援事業
●【市単】市営住宅管理運営費
●【市単】（新・高騰）水道事業・簡易水道事業会計への繰出金
●【市単】（新・高騰）共同管理水道臨時補助金
●【市単】（新・高騰）給食調理に要する経費

【福祉課】
【福祉課】
【こども課】
【建築住宅課】
【水道課】
【水道課】
【学校給食センター】

　10,800千円（生活困窮者自立支援に係る給付金）

102,200千円（住民税非課税世帯等への臨時特別給付金） 　　　　　　　　
　　8,638千円（給食等の物価高騰分に係る支援）

  10,000千円（市民への生活支援に係る公営住宅修繕費）

204,000千円（水道料金の基本料金免除） 

     2,500千円（民営水道施設の水道料金に対しての支援）

  12,000千円（給食等の物価高騰分に係る支援） 

●【市単】（新）観光誘客再起事業
●【国・市】（新）稼げる看板商品創出事業
●【市単】観光施設等管理運営費
●【市単】心身のリフレッシュを図る公園環境整備事業
●【市単】移動図書館運用事業

（概要）　　　

【観光交流課】
【観光交流課】
【観光交流課】
【市街地整備課】
【図書館】

  2,200千円（ポストコロナへ向けたプロモーション経費）

  7,900千円（ポストコロナへ向けた観光商品の創出経費）

  3,130千円（ポストコロナへ向けた観光施設整備費）

19,300千円（コロナ禍における公園等の環境整備に係る経費）

  6,000千円（新型コロナ感染症対策に係る移動図書館車の購入費）



　◆令和４年度当初予算の内容（総額111,478千円）　　　　　　　　　　　　　　　（※1ページの①～④の視点ごとに作成しています。）

（参考）令和４年度経済対策の予算について

②　地元の雇用維持と事業者支援　 ・・・・・　31,827千円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　

③　市民生活の支援　　　　　　　　　　・・・・・　79,651千円
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●【市単】影響調査に要する経費
●【市単】中小企業特別融資事業

【総合政策課】
【商工港湾課】

     870千円（市内事業者への影響状況調査）

30,957千円（貸付利子に係る補給）     

●【国】生活困窮者自立支援金給付事業
●【市単】乳児子育て応援特別給付金給付事業
●【国】保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業
●【国】放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業
●【国・市】児童虐待防止対策支援事業

【福祉課】
【こども課】
【こども課】
【こども課】
【こども課】

12,000千円（生活困窮者自立支援に係る給付金）

  1,005千円（乳幼児養育対象者への給付金）

59,800千円（保育士・幼稚園教諭等への処遇改善に係る支援）

  2,046千円（放課後児童支援員等への処遇改善に係る支援）

  4,800千円（支援対象児童等への見守り強化に係る経費）

　◆令和４年度６月追加補正予算（６月３日提案分）の内容

　令和4年度に予算化した対策項目別の事業費は、下記のとおりです。
　6月追加補正（6月17日提案分）に係る事業費454,688千円を加え、711,349千円の経済対策等に取り組みます。

（概要）　　　

（概要）　　　

③　市民生活の支援　　　　　　　　　　・・・・・　145,183千円（原油・物価高騰に係る事業）

●【国】（高騰）低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）
●【国・市】（高騰）低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親以外）

【こども課】
【こども課】

   71,042千円（低所得子育て世帯への特別給付金）

   74,141千円（低所得子育て世帯への特別給付金）

（概要）　　　

※6月3日議決済

※6月3日議決済

　 　 　 　 　 （単位：千円）

　 当初 6月追加補正 総事業費①6/3提案 ②6/17提案 ①＋②
　　　①感染拡大の防止策　 0 0 9,320 9,320 9,320 
　　　②地元の雇用維持と事業者支援 31,827 0 56,700 56,700 88,527 
　　　③市民生活の支援 79,651 145,183 350,138 495,321 574,972 
　　　④将来を見据えた取組 0 0 38,530 38,530 38,530 

合計 111,478 145,183 454,688 599,871 711,349 



経済対策等の主な事業①（6月追加補正予算）

【市単】水道料金の基本料金免除  　　
  　　 　　204,000千円

　コロナ禍や世界情勢の緊迫などの影響により多方面にわたって物
価高騰が続いている中で、一般家庭や事業所の負担を軽減する
ため水道料金の基本料金を免除する。

学校給食センター
☎0982-55-0555

【担当/問合せ】

【市単】給食調理に要する経費　  
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,000千円
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　原油価格高騰等の影響により食材費が高騰する中、子育て世
帯を支援し、安全・安心な学校給食を安定して提供するため、令
和4年度の食材価格高騰分を学校給食会へ支援する。

水道課
☎0982-52-5220

【担当/問合せ】

●対象者　
　学校給食会
　日向市内の小学校（約3,600名）、中学校（約1,800名）

●内容
　食材価格高騰分に係る支援
　（食材価格が高騰している中、学校給食費の保護者の負担増　
　　 加を回避するとともに、栄養バランスの取れた学校給食を安定
　　 的に提供する。）　　

●支援金　　
　学校給食会への支援金　12,000千円

〔新規・高騰分〕 〔新規・高騰分〕

●対象者
　　市内の上水道および簡易水道使用者

●内容
　　水道料金のうち基本料金を全額免除
    (8月検針から翌年1月検針までの6か月間)

●支援金
　(例)13㎜～25㎜メーターの場合　
　　　　基本料金1,100円(税込)×6か月＝6,600円
　
　(例)40㎜メーターの場合　
　　　　基本料金4,730円(税込)×6か月＝28,380円

　(例)100㎜メーターの場合　
　　　 基本料金22,990円(税込)×6か月＝137,940円



経済対策等の主な事業②（6月追加補正予算）

【市単】生産性向上対策事業  　　
  　　 　　　23,600千円

　原油価格の高騰や世界情勢に伴う配合飼料価格の上昇により、
経営に多大な影響を受けている畜産農家を対象に、農業経営の
維持安定及び生産基盤強化を図るための支援を行う。

農業畜産課
☎0982-66-1027

【担当/問合せ】

【市単】施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業　　 
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16,000千円
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　原油価格の高騰に伴う農業用燃油価格の上昇により、経営に
多大な影響を受けている施設園芸農業者等を対象に、農業経
営の維持安定を図るため、燃油購入費用の一部を支援する。

農業畜産課
☎0982-66-1027

【担当/問合せ】

●対象者　
　市内の園芸施設で農産物を栽培し、園芸施設用の加温施設
等で暖房を使用している個人又は農業法人

●対象経費
　令和3年10月1日～令和4年3月31日に購入した施設園芸に
使用する農業用A重油又は灯油の購入費　

●支援額　　
　対象期間内の燃料購入量に補助単価を乗じた額又は200千
円のいずれか低い額
　（補助単価：111.3円－83.1円＝28.2円／Ｌ））

●養牛導入経費の一部支援
   ・ 令和4年4月～令和5年3月導入分
   ・ 現行支援事業の上乗せ助成
　　支援額　：　繁殖雌牛50千円/頭、肥育素牛20千円/頭

●母豚導入経費の一部支援
   ・ 令和4年4月～令和5年3月導入分                    
   ・ 現行支援事業の上乗せ助成
　　支援額　：　母豚10千円/頭

●養鶏農家の飼料価格高騰分の一部支援　
　　支援額　：　令和4年1月～12月までの飼料費の５％
　　　　　　　　　　又は200千円のいずれか低い額

〔新規・高騰分〕 〔新規・高騰分〕

ようぎゅう

ぼとん



経済対策等の主な事業③（6月追加補正予算）

【国・市】稼げる看板商品創出事業　　
  　　 　　　　7,900千円

　「日向市ポストコロナ観光戦略」の重点施策である「観光消費額
拡大に向けた新たな滞在型観光コンテンツの開発」を行い、さらな
る観光誘客と滞在時間の延長や宿泊への誘導を通じた観光消費
の拡大に繋げていくため、観光庁所管の補助事業を活用し、観光
客が日向岬一帯の「観光資源」と新鮮な海産物などの「食」を体
感できるような複合イベントを実施する。

観光交流課
☎0982-66-1026

【担当/問合せ】

【市単】交通事業者運行継続支援事業　  
 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,900千円
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　コロナ禍の影響が長期化する中、事業活動が停滞し、経営に大
きな影響が生じている交通事業者の事業継続を支援するため、
市内に営業所を置き、バスやタクシー等を所有する交通事業者に
対して、支援金を給付する。

観光交流課
☎0982-66-1026

【担当/問合せ】

●対象
　市内のバス、タクシー、代行事業者が保有する自動車

●支援額
　バス事業者　　
　　　　　　　　　　→1台あたり100千円×　30台　　　3,000千円
　タクシー、代行事業者
　　　　　　　　　　→1台あたり　20千円×145台　　　2,900千円

●日向岬一帯の地域資源を活用したグルメイベント、
　　　　　　　　　　　　　　　　アクティビティコンテンツ創出事業

〔新規〕

イベントの企画運営、会場設営、プロモーション、
感染防止対策等の委託



（参考）地方創生臨時交付金の活用状況について
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　令和４年４月26 日の第２回原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議で取りまとめられた「コロナ禍における「原油価格・
物価高騰等総合緊急対策」」において、地方公共団体が、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰の影響
を受けた生活者や事業者の負担の軽減を実施できるよう「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」が創設されました。
　市においては、268,522千円が新たに配分され、令和4年度への繰越額と合わせ、458,661千円を新型コロナウイルス感染症
経済対策に活用することとしています。

●令和4年度繰越事業の主な事業
　▶応援消費プレミアム付商品券発行事業                                                             
　▶住宅・店舗等リフォーム促進事業                                                                      
　▶観光消費喚起事業（観光宿泊クーポン発行）                                                                            
　▶地場産品消費喚起事業（首都圏等の消費者を対象とした地場産品のプロモーションなど）　　
　▶教育施設環境整備事業（教育施設の衛生環境を改善（トイレの洋式化））                   

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

「（参考）令和3年度　地方創生臨時交付金の活用事業一覧①～②」参照（P８～9）

【商工港湾課】 
【商工港湾課】
【観光交流課】
【ふるさと物産振興課】
【教育総務課】

【令和3年度】 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

配分額 国からの令和3年度配分額　629,453千円

活用額
令和3年度事業への活用額　439,314千円 令和4年度への繰越額

令和3年度完了事業への活用額
　292,814千円

令和4年度繰越事業への活用額　
146,500千円

（本省繰越額）
190,139千円

【令和4年度】※令和4年6月1日時点 　 　 　 　 　 　 　 　

配分額
国からの令和4年度配分額　458,661千円

令和4年度への繰越額
190,139千円 原油価格・物価高騰対応分　268,522千円



（参考）令和３年度　地方創生臨時交付金の活用事業一覧①
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「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」については、市の令和3年度予算で439,314千円を活用しました。
総事業費及び交付金充当額については、3月専決処分で最終調整を行った後の予算額です。

（単位：千円）

番号 予算事業名 総事業費 交付金活用額 担当課

1 　定住促進事業 2,700 1,300 総合政策課

2 　地域生活交通対策事業 10,419 600 総合政策課

3 　業務システム運用事業 3,715 3,300 総合政策課

4 　広報強化に要する経費 4,000 2,000 秘書広報課

5 　防疫対策等事業 6,400 5,700 防災推進課

6 　公共施設環境整備事業 1,500 1,300 資産経営課

7 　職員派遣に要する経費 4,500 800 職員課

8 　保育環境改善等事業 11,067 5,100 こども課

9 　保育事業（上町保育所） 500 200 こども課

10 　保育事業（細島保育所） 500 200 こども課

11 　乳児子育て応援特別給付金給付事業 40,550 36,000 こども課

12 　応援消費プレミアム付商品券発行事業 75,200 23,500 商工港湾課

13 　中小企業魅力発信支援事業 10,500 9,400 商工港湾課

14 　中小企業等デジタル化支援事業 5,200 4,000 商工港湾課

小計① 176,751 93,400 　



（参考）令和３年度　地方創生臨時交付金の活用事業一覧②
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（単位：千円）

番号 予算事業名 総事業費 交付金活用額 担当課

15 　営業時間短縮要請協力金交付事業 1,546,744 113,579 商工港湾課

16 　中小企業等緊急支援事業 190,300 70,835 商工港湾課

17 　住宅・店舗等リフォーム促進事業 21,200 18,000 商工港湾課

18 　商工業団体・組合等消費喚起事業 24,300 10,900 商工港湾課

19 　観光施設等感染拡大防止対策事業 4,796 3,800 観光交流課

20 　ビーチにぎわい創出事業 2,000 1,000 観光交流課

21 　観光消費喚起事業 66,400 36,500 観光交流課

22 　観光誘客再起事業 35,980 25,400 観光交流課

23 　地場産品消費喚起事業 1,900 800 ふるさと物産振興課

24 　心身のリフレッシュを図る公園環境整備事業 10,000 8,000 市街地整備課

25 　議会ICT化推進事業 3,000 2,700 議会事務局

26 　教育施設環境整備事業 17,600 15,800 教育総務課

27 　小学校施設　管理運営費 4,680 1,800 学校教育課

28 　中学校施設　管理運営費 1,720 700 学校教育課

29 　GIGAスクール構想環境整備事業(小学校) 19,136 16,900 学校教育課

30 　GIGAスクール構想環境整備事業(中学校) 12,893 11,300 学校教育課

31 　成人式に要する経費 2,664 1,500 生涯学習課

32 　救急体制の強化に要する経費 7,590 6,400 消防本部警防課

小計② 1,972,903 345,914 　

合計（①＋②） 2,149,654 439,314 　



（参考）令和４年度　地方創生臨時交付金の活用事業一覧
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「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」について、令和3年度から繰越した190,139千円及び「コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分」268,522千円
の総額458,661千円のうち、令和4年度6月追加補正予算（6月3日及び6月17日提案分）にて252,000千円を活用することとしています。
残額は、引き続き市民や事業者への支援など、市民が「笑顔で暮らせる元気なまち」を取り戻すための対策等に活用する予定です。

（単位：千円）

番号 予算事業名 総事業費 交付金活用額 担当課 対応する補正予算

1 　広報強化に要する経費 4,200 3,300 秘書広報課 6月追加補正

2 　低所得子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親以外） 74,141 1,200 こども課 6月追加補正

3 　中小企業特別融資事業 11,200 8,900 商工港湾課 6月追加補正

4 　交通事業者運行継続支援事業 5,900 4,700 観光交流課 6月追加補正

5 　観光誘客再起事業 2,200 1,700 観光交流課 6月追加補正

6 　稼げる看板商品創出事業 7,900 1,100 観光交流課 6月追加補正

7 　観光施設等管理運営費 3,130 2,500 観光交流課 6月追加補正

8 　施設園芸燃油高騰対策等農業経営支援事業 16,000 12,800 農業畜産課 6月追加補正

9 　生産性向上対策事業 23,600 18,800 農業畜産課 6月追加補正

10 　心身のリフレッシュを図る公園環境整備事業 19,300 15,400 市街地整備 6月追加補正

11 　水道事業・簡易水道事業会計への繰出金（水道料金の基本料金免除） 204,000 163,200 水道課 6月追加補正

12 　共同管理水道臨時補助金（民営水道施設の水道料金に対しての支援） 2,500 2,000 水道課 6月追加補正

13 　小学校施設　管理運営費 3,620 1,400 学校教育課 6月追加補正

14 　中学校施設　管理運営費 1,500 600 学校教育課 6月追加補正

15 　給食調理に要する経費 12,000 9,600 学校給食センター 6月追加補正

16 　移動図書館運用事業 6,000 4,800 図書館 6月追加補正

合計 　 397,191 252,000 　 　


