
             

① プレミアム付き商品券事業 … 商工観光課 ☎64-1523 

＜概要＞ 

コロナ禍で落ち込む地域経済を回復させるため、市内における消費を喚起し、

市内限定のプレミアム付き商品券を発行する。また、「新しい生活様式」に対

応するため、キャッシュレスによるデジタル商品券を発行する。 

＜発行額・プレミアム率＞ 

・発行額 ３億円 

 【内訳】ペーパー：２億円、デジタル（スマイルペイ）：１億円 

・プレミアム率 ２５％ 

＜その他＞ 

・実施主体  みやま市商工会 

・販売価格  １セット 10,000 円（12,500 円の商品券） 

       ペーパー・デジタル（中小店用：8,500 円、全店用：4,000 円） 

・購入限度額 ペーパー及びデジタルともに１人あたり５万円まで 

・使用期間  令和３年８月上旬～１２月３１日 

・申込期間  ペーパー：7 月 1 日～15 日予定、デジタル：販売開始時より随時 

・購入方法  ペーパー：抽選方式（ハガキもしくはインターネットにて） 

       デジタル：先着順（専用アプリにて） 

  ＜予算額合計＞  

４，６８０万円 

・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） 

・事務費 180 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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



② テイクアウト支援事業 … 商工観光課 ☎64-1523 

＜概要＞ 

緊急事態宣言の影響により、事業収入が大きく減少している飲食店の需要喚

起や事業継続を支援するとともに、感染対策を図りながら、地域の味を守る

テイクアウト支援を行う。 

＜対象事業者＞ 

・令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年３月３１日のうち原則６ヵ月以上テイクア

ウト事業を行う市内飲食事業者 

＜対象となる経費＞  

・印刷物制作費、広告掲載費などの販売促進費 

・WiFi・タブレット導入や梱包・包装資材などの器具消耗品費 

・その他テイクアウト事業に必要な経費 

＜補助額＞ 

・新規事業者 上限 20 万円×20 事業者＝400 万円 

・継続事業者 上限 10 万円×60 事業者＝600 万円 

＜予算額合計＞ 

１，０００万円 

 

③ 市内中小事業者応援事業（月次応援金） … 商工観光課 ☎64-1523 

＜概要＞ 

緊急事態宣言に伴う飲食店の休業・営業時間短縮や外出自粛等の影響を受け、

売上が減少した市内中小事業者に応援金を支給し、事業継続を下支えする。 

＜対象要件＞ 

・国及び県の月次支援金の採択を受けた事業者（県の酒類販売事業者支援金は除く） 

＜補助額＞ 

国又は県の月次支援金の 1/2 を市が追加補助   

【国の月次支援金（売上減少が 50％以上）】 

  ・法人 国：上限 20 万円、市：上限 10 万円 

・個人 国：上限 10 万円、市：上限 5 万円 

【県の月次支援金（売上減少が 30％以上～50％未満）】 

  ・法人 県：上限 10 万円、市：上限 5 万円 

・個人 県：上限  5 万円、市：上限 2.5 万円 

＜予算額＞ 

   ２，４５０万円 

国補助対象 120 事業者、県補助対象 70 事業者で 2 ヵ月分を見込む。 

 

 

 



④ 鉄道事業者支援事業 … 企画振興課 ☎64-1504 

＜概要＞ 

コロナ禍の影響を受けている本市に駅のある鉄道事業者に対し、鉄道の利用

促進と本市を PR する動画を主要駅の大型ビジョンに掲出することにより、

鉄道事業者の支援を行う。 

＜支援対象事業者＞ 

・JR 九州㈱及び西鉄㈱ 

＜事業内容＞ 

・JR 博多シティビジョン、ソラリアビジョン、JR 博多駅中央改札口正面マ

ルチビジョンに本市 PR 動画（15 秒）を掲出する。 

＜予算額合計＞  

２００万円（PR 動画制作及び動画掲出費） 

 

  

⑤ 保育施設等感染対策支援事業 … 子ども子育て課 ☎64-1535 

＜概要＞ 

市内の放課後児童クラブや保育所等において、感染症対策として必要となる

衛生用品や備品購入等に対し助成する。 

＜対象施設及び助成内訳＞  

・放課後児童クラブ 9 ヵ所、つどいの広場 1 ヵ所、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ 1 ヵ所 

  30 万円×11 ヵ所＝330 万円（国 1/3、県 1/3 補助） 

・保育所 11 ヵ所、認定こども園 3 ヵ所、ｷｯｽﾞﾖｺｸﾗ 1 ヵ所 

  50 万円（定員 60 人以上）×9 ヵ所＝450 万円（国 1/2 補助） 

  40 万円（定員 20～59 人）×6 ヵ所＝240 万円（国 1/2 補助） 

※なお認定こども園（幼稚園型）は、県より直接補助予定。 

＜予算額合計＞ １，０２０万円 

財源内訳 地方創生臨時交付金 455 万円、その他国県補助金 565 万円 

 

 

⑥ 就学援助特例事業 … 教育総務課 ☎32-9101 

＜概要＞ 

新型コロナ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）を支給

する。 

＜対象者見込＞ 

小中学生 21 名 

＜予算額＞ 

   １９５万円 



⑦ 教育・文化施設感染防止対策事業 … 教育総務課・社会教育課 ☎32-9101 

＜概要＞ 

各小中学校及び市立図書館の更なる感染防止対策を図ることにより、子ども

たちや市民が安心して学ぶことのできる環境整備を進める。 

＜改修内容＞  

❶水道蛇口交換事業 … 525 万円 

新型コロナウイルスの感染防止策として、市内にある全 14 小中学校の水

道蛇口ハンドルを回転式からレバー式に交換（約 1,750 ヵ所） 

❷瀬高小学校洋式トイレ増設事業 … 125 万円 

瀬高小学校に洋式トイレを４ヵ所増設する。 

❸図書館本館自動ドア改修事業 … 420 万円 

図書館本館西側入口のドアを自動ドアに改修し感染防止を図る。 

＜予算額合計＞ 

１，０７０万円  

 

 

⑧ その他感染対策事業  

＜概要＞ 

各小中学校及び市公共施設の更なる感染防止対策を進める。 

＜事業内容＞  

❶パーティションの購入 … 128 万円 

消防本部、各小中学校、社会教育施設のパーティション追加購入。 

❷サーモグラフィカメラの購入 … 315 万円 

各小中学校、保健福祉施設（あたご苑及びげんきかん）、社会教育施設、

図書館にサーモグラフィカメラを購入（計 21 台）。 

❸各小中学校緊急連絡用携帯電話の購入 … 113 万円（通信費含む） 

全 14 小中学校に１台ずつ携帯電話を配備（14 台）。 

❹救急隊員の予防接種事業 … 27 万円 

救急業務の更なる感染防止対策を図るため、救急隊員に「麻しん、風しん

等」の予防接種を実施する。 

＜予算額合計＞ ５８３万円 

財源内訳 地方創生臨時交付金 483 万円、教育振興基金繰入金 100 万円 


