
            

① がんばる地域医療福祉従事者継続支援金 … 保健福祉部☎64-1529  

＜概要＞ 

新型コロナウイルス感染防止対策を講じながら、みやま市の地域医療・地域福祉

を支えていただいている医療福祉関係従事者（約 3,000 人）に対し、１人あた

り２万円の慰労金を給付する。 

＜対象者＞  

・市内事業所等にお勤めの地域医療・地域福祉従事者 

医療機関等従事者：800 人、介護・高齢者施設従事者：1,500 人、障がい

福祉施設従事者：250 人、児童福祉施設従事者：450 人 

※医療機関等、介護・高齢者、障がい福祉従事者は国の２次補正支援策の支援を受け

る事業者に対し、従事者 1 人あたり 2 万円を給付。児童福祉施設（保育所・認定

こども園等、放課後児童クラブ）は、国の基準に準じて、従事者 1 人あたり 2 万

円を各施設に対し給付。 

＜予算額合計＞ 

６，１５０万円 

慰労金 6,000 万円、事務費補助 150 万円 

 

② 新しい生活様式に対応したキャッシュレス推進事業 … 企画振興課 

☎64-1504 

＜概要＞ 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、現金のやりとりが発生しない非接

触型のキャッシュレス決済導入を推進する。 

＜事業内容＞  

❶ キャッシュレス決済（スマホ決済）を活用したポイント還元事業 

本市と連携したキャッシュレス決済事業者の決済サービスで支払った人に、

ポイントを付与することで、消費を促すとともに、地域経済の活性化並びに

キャッシュレス決済導入促進を図る。 

❷市役所窓口におけるキャッシュレス決済の導入 

各種証明書の手数料支払いについて、キャッシュレス決済を導入する。 

❸ 市税等の請求書バーコード決済の導入 

市税等納付書に記載されたバーコードを読み取ることで、どこででも支払い

ができるようにする。 

  ＜予算額合計＞  

３，６０３万円 



 

③ 地域交通事業者継続支援事業 … 企画振興課 ☎64-1504 

＜概要＞ 

従業員及び利用者の感染防止に努めながら、運行を継続している市内に本社も

しくは営業所のあるタクシー事業者、貸切バス事業者、運転代行事業者に対し、

支援金を支給する。 

＜支援金の詳細内容＞ 

・事業者につき一律 20 万円＋車両 1 台につき 5 万円 

タクシー事業者：5 社、貸切バス事業者：2 社、運転代行事業者：4 社  

＜予算額合計＞  

６０５万円 

 

④ 家賃軽減支援事業 … 商工観光課 ☎64-1523 
＜概要＞ 

売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、国、県の支援に上乗

せして「家賃軽減支援金」を支給する（家賃 6 ヶ月分）。 

＜対象要件等＞ 

・ 市内の事業者で、5 月～12 月の売上高が、1 ヵ月で前年同月比 50％以上減

少、または連続する 3 ヵ月の合計で前年同期比 30％以上減少 

・ 事業のために市内に占有する建物・土地の賃料を支払っている者 

＜補助率＞ 

国の支援：2/3、県の支援：1/15、市独自支援：1/15  

（1 事業者あたり最大給付額：法人 60 万円、個人 30 万円） 

＜予算額＞ 

   １，６００万円 

 

⑤ 小規模事業者持続化補助加算金 … 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乗り越えるために、小規模事業者が経営計

画を作成し、販路開拓等の取組みに対し、国の持続化補助金に上乗せして助成

する。 

＜対象要件等＞ 

・ 国の持続化補助金の採択を受けた小規模事業者 

＜補助率＞ 

国の補助対象経費の 1/12 を市が上乗せ補助  

（上限：一般型 62,000 円、コロナ特別対応型：125,000 円） 

＜予算額＞ 

   ４９９万円 

 



⑥ みやま市外食応援事業＜GENKI  UP  MIYAMA> … 商工観光課 
＜概要＞ 

 市内飲食店が「With コロナ時代」に対応し、本市が採用したガイドラインを

満たす飲食店に対し、安全対策実施飲食店としての証となるタペストリーを

配布する。 

＜予算額＞ 

   ５０万円 

 

⑦ 農業経営継続支援事業 … 農林水産課 ☎64-1522 

＜概要＞ 

農業者が、感染拡大防止対策を行いつつ、販路の回復・開拓など経営継続に向

けた取組みに対し、国の経営継続補助金に上乗せして助成する。 

※国の支援：3/4 または定額（限度額：単独申請 150 万円、グループ申請 1,500 万円） 

＜対象要件等＞ 

・ 国の経営継続補助金の採択を受けた農業者 

＜補助額＞ 

単独申請者：一律 10 万円、グループ申請者：一律 30 万円 

※ただし、事業費が少額の場合は、農業者の自己負担額まで 

＜予算額＞ 

   ２，８００万円 

 

⑧ 共同荷捌場感染防止対策支援事業 … 農林水産課 ☎64-1522 

＜概要＞ 

共同荷捌場を管理している高田漁協に対し、感染防止対策経費（紫外線装置及

びパーティションなど）について助成する。 

＜補助額＞ 

事業費の 3/4（上限 150 万円） 

＜予算額＞ 

   １５０万円 

 

⑨ 就学援助特例事業 … 教育総務課 ☎32-9027 

＜概要＞ 

新型コロナウイルス感染症の影響により、家計が急変し、就学援助が必要とな

った世帯を対象に、年度途中においても認定を行い、就学援助費（特例分）を

4 月に遡り支給する。 

＜対象者見込＞ 

小中学生 35 名 

＜予算額＞ 

   ３０１万円 



 

⑩ 小中学生修学旅行費補助金… 学校教育課 ☎32-9026 

＜概要＞ 

より安全に修学旅行を実施するため、バスを増台する。その増台分のバス代を

助成する。大型バス１台あたり 20～25 人とする。 

＜予算額＞ 

   ４５１万円 

 

⑪ 放課後児童クラブ支援事業 … 子ども子育て課 ☎64-1535 

＜概要＞ 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るために、自粛要請期間中に放課後

児童クラブを休んだ場合の日割り利用料について、保護者へ返還した経費や午

前中から開所するための人材確保に係る経費を放課後児童クラブに助成する。

また、市独自策として夏季利用料の減額措置分を支援する。 

＜予算額＞ 

   ３６０万円 

財源内訳 子ども子育て支援交付金（国・県）123 万円 

      地方創生臨時交付金 237 万円 

 

⑫ 防災対策事業 … 総務課 ☎64-1502 

＜概要＞ 

避難所におけるコロナ対策用の資機材購入に伴い、これらを保管する防災備蓄

倉庫の設置や防災ラジオを追加購入し、河川の氾濫による家屋倒壊等氾濫想定

区域等へ配布する。 

＜事業の詳細＞ 

・防災備蓄倉庫 20 ヵ所 1,250 万円 

・防災ラジオ 1,000 個  1,870 万円 

＜予算額＞ 

   ３，１２０万円 

 

⑬ 全小中学校体育館 WiFi 整備事業 … 学校教育課 ☎32-9026 

＜概要＞ 

入学式や卒業式、音楽祭など様々な学校行事において、リモートやライブ配信

などを使った開催が可能となるよう、全小中学校（小学校 10 校、中学校 4 校）

の体育館に無線 LAN（WiFi）整備を行う。 

＜予算額＞ 

   １，２４８万円 

 

 



⑭ その他各種支援・整備事業 
❶図書館パワーアップ事業（社会教育課）… 53 万円 

 図書館（3 館）で動画配信や WEB 会議ができる環境整備を行う。 

❷教職員テレワーク推進事業（学校教育課）… 583 万円 

 在宅勤務やテレワークなどに対応したパソコン環境（セキュリティ強化）の

整備を行う（校務用 PC300 台）。 

❸オゾン発生装置購入事業（消防本部）… 460 万円 

 感染防止対策のためのオゾン発生装置を 6 台購入する。 

❹指定避難所改修事業（教育総務課・福祉事務所）… 1,380 万円 

 体育館雨漏り改修工事（南小・清水小）及びげんき館トイレ洋式化工事。 

❺感染防止対策用品購入事業（契約検査課）… 150 万円 

 庁舎内の会議室等に透明アクリル仕切りボードを購入する。 

＜予算額＞ 

   ２，６２６万円 

 

 


