① プレミアム付き商品券事業

… 商工観光課（☎：64-1523）

＜概要＞
市内限定のプレミアム付き商品券を発行することで、市内における消費を喚起
し、コロナ禍で落ち込む地域経済の回復を支援する。
＜発行額・プレミアム率＞
・発行額

３億円（当初：１．５億円）

・プレミアム率

２５％（当初：１０％）

＜その他＞
・実施主体

みやま市商工会

・購入限度額

１人あたり５万円まで

・使用期間

令和２年８月１日～１２月３１日（5 ヶ月間）

・購入方法

抽選方式（ハガキもしくはインターネットにて）

＜予算額合計＞ ４，６１３万円（１，０００万円は当初予算計上済）
・総額 3 億円×プレミアム率 25％＝7,500 万円
（市補助

4,500 万円、県補助

3,000 万円）

・換金手数料は、事業者負担軽減のため市と商工会で折半…113 万円（市負担）

② 店舗等衛生確保支援事業

… 商工観光課

（☎：64-1523）

＜概要＞
新型コロナウイルス感染症対策において、店舗等の衛生水準を高めることで、
利用者の安全性を確保するとともに、事業の継続を支援する。
＜対象者＞
・市内に事業所を有する者（飲食店だけでなく、お客さんを相手にする店舗な
ど幅広く対象者とする）
＜対象となるもの＞
・店舗等で対策するための消毒用品や換気扇増設などの設備工事
・客席及び事業所窓口などの仕切り作成経費
・野外販売用の台、看板等の備品購入費
・テイクアウト用食器等の消耗品購入費
・その他感染症対策として必要と認められる経費
＜事業期間＞
令和２年 4 月 14 日～令和３年３月３１日（申請期限

令和 3 年 2 月 15 日）

＜補助額＞
１事業者あたり事業費の２／３を補助（上限額１０万円）
＜予算額合計＞
５００万円

③ タクシーと連携したデリバリー支援事業

… 商工観光課（☎：64-1523）

＜概要＞
新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けている飲食店及びタクシー事
業者について、現行特例的に認められているタクシー事業者の有償貨物運送制
度を活用し、飲食店のデリバリーとタクシー事業者を支援する。
＜タクシーデリバリーの方法＞
・お客さんが、登録された飲食店等に電話注文。お店はタクシー会社へ連絡。
タクシー会社が注文分の料金を店で支払い、料理等を受け取り後、お客さん
へ配達する。
＜利用者・利用期間＞
配達エリア…みやま市内、利用期間…令和 2 年 7 月 1 日～9 月 30 日
＜補助内容＞
配達料金のうち、2/3 を市が補助する。
・自宅⇒お店（片道 3km まで）配達料金 900 円（個人 300 円・市負担 600 円）
・自宅⇒お店（片道 3km 以上）配達料金 1,200 円（個人 400 円・市負担 800 円）
＜予算額合計＞
２５２万円

④ 地域医療協力支援金

… 健康づくり課

（☎：64-1515）

＜概要＞
コロナ禍のなか、市民の健康を守るため、日々医療の提供に尽力いただいてい
る医療関係施設に対し、地域医療維持の観点から支援金を支給する。
＜支援先＞
市内の病院、医科及び歯科診療所、保険調剤薬局（計 63 施設）
＜内訳＞
・病

院

100 万円×2 ヵ所＝200 万円

・医科診療所

20 万円×24 ヵ所＝480 万円

・歯科診療所

20 万円×16 ヵ所＝320 万円

・保険薬局
＜予算額合計＞
１，１０５万円

5 万円×21 ヵ所＝105 万円

⑤ 児童生徒の学習用端末整備事業

… 学校教育課 （☎：32-9026）

＜概要＞
全小中学生に「1 人 1 台端末（PC）」を整備する。また、「㈱道の駅みやま」
からの寄附金を活用し、各小中学校に学習用大型モニターを整備する。
＜学習用端末整備の詳細＞
・学習用端末…小学生 1,758 台、中学生 899 台、教師用 135 台
45,000 円×2,792 台＝1 億 2,564 万円
・ﾐﾗｰｷｬｽﾄ（教室のﾓﾆﾀｰなどに写す装置）…135 台、74 万円
・学習用大型モニター（各学校に１台）…道の駅みやまからの寄附金を活用
14 台、150 万円
・学習用インターネット使用料
光回線・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ通信料、LTE ﾙｰﾀ通信料（6 ヵ月分）、297 万円
※なお、学校無線 LAN 環境整備事業においては、令和２年３月議会にて予算措置済
（予算総額：2 億 6,618 万円）

＜予算額合計＞ １億３，０８５万円
財源内訳

情報機器整備国庫補助金 7,974 万円、寄附金活用 150 万円、
地方創生臨時交付金

2,846 万円、市一般財源 2,115 万円

⑥ 小中学生の家庭学習用通信環境支援事業

… 学校教育課（☎：32-9026）

＜概要＞
小中学生の家庭学習や遠隔学習に向けた通信環境支援を行う。WiFi 環境が整っ
ていない家庭への支援として、就学援助世帯を対象に、通信機器及び通信料を
市が負担する。今後、災害や感染症発生等による学校の臨時休校等の緊急時に
おいても、ICT の活用により子どもたちの学びを保障できる環境整備を進める。
＜家庭学習・遠隔学習整備の詳細＞
・家庭学習や遠隔学習に必要な機器
ﾓﾊﾞｲﾙﾙｰﾀ・USB ﾄﾞﾝｸﾞﾙ…原則就学援助世帯に貸出
計 200 台、330 万円
ﾑｰﾋﾞｰｶﾒﾗ、ﾍｯﾄﾞﾎﾝﾏｲｸ、照明三脚…各学校に 1 台づつ
各 14 台、119 万円
・学習用インターネット使用料
データ専用 SIM 通信料…就学援助世帯分を市が全額負担
200 台（6 ヵ月分）、120 万円
＜予算額合計＞ 569 万円
財源内訳

情報機器整備国庫補助金 225 万円、
地方創生臨時交付金

340 万円、市一般財源 4 万円

⑦ 学校衛生用品整備事業

… 学校教育課 （☎：32-9026）

＜概要＞
学校生活における感染リスクを避けるため、保健衛生用品や赤外線体温測定器
等を購入する（国 1/2 補助事業）。
＜主な内容＞
・アルコール消毒液
・手洗い洗剤

300 個

60 個

・非接触体温計

78 個

・オートディスペンサー

100 台

・サーモグラフィカメラ

14 台（各学校１台づつ）

＜予算額合計＞
財源内訳

５８６万円

学校保健特別対策国庫補助金 293 万円、市一般財源 293 万円

⑧ ホームページ再構築事業

… 秘書広報課

（☎：64-1501）

＜概要＞
非常時におけるサーバーダウンを回避するとともに、高齢者や障がい者を含め、
誰もが本市の情報を支障なく利用できるよう、ホームページの再構築を行う。
＜再構築の主な内容＞
・スマートフォンサイトへの対応
・セキュリティ及びサーバーの強化
・アクセシビリティの向上
＜予算額合計＞
１，０００万円

